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乳児期の泣きの多さ自体は、ヒトに限らず他の哺乳類

要旨

でも比較的共通して観られる現象である。しかし、ヒト

ヒトの乳児は、他の霊長類に比べて過剰に泣くことが

の乳児は、他の霊長類と比べて、激しい泣きが多いこと

知られるが、なぜヒトは乳児期に多くの時間を「泣き」に

に加え、泣きが持続しやすいことが知られている。ヒト

費やすのだろうか。この数十年間で、乳児の泣きの科学

に遺伝的に最も近いチンパンジー55個体を対象に、生後

的研究をもっとも精力的に進めてきた領域の一つが小児

3ヵ月間の泣きの量を調べた研究 によると、ヒト同様

医学であり、その多くは泣きの
「正直な信号」の機能を前

に生後1-2ヵ月頃に泣きの量のピークが観られたが、い

提として、その音響特性から児の神経生理状態を評価す

ずれの児も養育者の物理的接触が得られると即座に泣き

ることを目的に研究を行ってきた。
さらに近年になって、

止み、容易には泣き止ませられない、持続的で激しい泣

発達初期の泣き声の音響特性とその後の言語・社会性発

きを示した児は存在しなかったという。

［4］

達の関連を示唆する知見が急速に増加しており、泣くこ

それに対して、ヒトの乳児がコリックを示す割合につ

とがヒト特有の認知機能の獲得に重要な役割を果たして

いては、その定義にもよるが、2-40％程度と報告されて

いる可能性があらためて示されてきている。本稿では、

いる 。特定の養育スタイル（e. g. 乳児と養育者との物

このような一連の先行研究を概観しつつ、乳児の泣きが

理的接触の時間が非常に長い）を取る国や文化圏では、

言語・社会性の獲得に貢献するプロセスについて、泣き

泣きの量が相対的に少ないものの

声のメロディーの複雑化や多様化に焦点を当てながら考

体は、ヒトという種にある程度共通する現象だと考えら

察する。最後に、今後の課題として、泣きを複数のシス

れる。また、生後2ヵ月頃にコリックのような過剰な泣

テムの動的な変化を含む行動状態として捉え直す必要性

きを示す児についても、必ずしもその後の行動・認知機

や、より生態学的妥当性の高い研究を進める意義につい

能の問題との明確な関連性は見られないことから
（ただ

て論じる。

し、養育者のストレスや否定的評価には繋がりやす

［65］

、泣きの多さ自

［7，
16，
65］

い） 、生後早期の泣きの多さそのものは、「一過性の反
［6］

応」だと論じられている 。
［65］

1．はじめに：ヒトの赤ちゃんの「泣き」は
なぜ多いか？

に費やすのだろうか。乳児の泣きの科学的知見について

乳児期において泣き
（啼泣）はもっとも早期から観察さ

は、進化生物学や発達心理学をはじめとする、さまざま

れる行動の一つであり、日常的に乳児に接している養育

な領域で蓄積されているが、この数十年間でもっとも精

者や保育者、医療スタッフにとっては，ごくありふれた

力的に研究を牽引してきたのが小児医学の領域であろ

ものだと言える。実際、新生児期には、睡眠やまどろみ

う。その多くが乳児の泣き声の定量的な音響解析を通し

の時間を除けば、覚醒時の2-3割程度を泣いて過ごすこ

て、その児の状態や特性を臨床的に評価することに比重

とが報告されている

を置いてきた

。さらに、1日の啼泣時間がピー

［70］

なぜヒトは発達初期に、これほど多くの時間を
「泣き」

。また、乳児の泣きは、養育者にとっ

［27，
43，
74］

クとなる生後1-2ヵ月頃には、泣きが1日平均2時間程度

ての主要なストレッサーであると同時に、養育者とのコ

になり、過剰な泣きが持続する傾向を示すコリック（col-

ミュニケーションを創発し、親子の関係を築くために重

ic）
の児の場合には、1日5時間以上に及ぶこともある 。

要な信号でもあることから、養育者側を対象にした心理

［5］
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学・神経科学領域の研究についても、近年にいたるまで

者と物理的に分離している際に、空腹や不快感など他の

精力的に進められている

要因とは独立して生じる泣きであり、養育者との物理的

。

［14，21，32，39，45，67］

一方、乳児期の泣きとヒト特有の認知能力との関連性

接触や社会的コミュニケーションを促す信号としての機

については、さまざまに議論がなされてきたものの、特

能である。Bowlby は、乳児の泣きは養育者との近接性

に言語との繋がりに関しては否定的な見解も多く

、そ

を積極的に維持する手段として機能することで、その後

の直接的な意義を示す科学的知見も乏しかった。しかし

の養育者との愛着関係（アタッチメント）
を形成する重要

近年、ヒトの発達初期における泣き声の音響特性とその

な要因であることを指摘している 。

［50］

後の言語獲得や社会性発達の個人差との関連を示す知見
が急速に増えており

［8］

一方、その前提となるのが、前者の「正直な信号」
とし

、自閉スペクトラム症を

ての機能とも言えるだろう。ここでの「正直さ」
とは、信

含む発達障害を予測する早期指標としての検討も徐々に

号が発信者自身に関する情報を反映していることを意味

進み始めている

しており、乳児の泣きに関して言えば、その音響特性が、

［18，19，40，60，63，77］

。

［17，68］

本稿では、ヒト乳児における「泣き」
の発達的意義を再

乳児自身の状態や特性を養育者に伝える信号として機能

考することを目的とし、泣きの「正直な信号」としての機

するという見方である

能を踏まえたうえで（2節）
、泣き声の神経生理学的指標

える情報には二つの水準があるという点で、一つは一過

としての側面について検討した研究を概観する
（3節）
。

性の欲求や急性ストレスなどを含む
「状態」の水準であ

次に、泣き声のメロディーの特性と言語獲得の関連性を

り、もう一つは、より長期的な健康状態や個人差、発達

示唆する近年の研究に触れつつ
（4節）、その発達的プロ

リスクなどを含む「特性」の水準である。Soltis は、この

セスについて、泣きの複雑化・多様化に焦点を当てて議

「正直な信号」の二つの水準に関して、前者は個人内変動

論する
（5節）。さらに、乳児の泣きの養育者を介したア

（状態）を表す「段階的な信号（graded signal）
」として、

ロスタシスの機能について、その点が社会的認知発達に

後者は個人間変動（特性、個人差）を示す「不変の信号

重要な役割を果たしている可能性について検討する
（6

（invariant signal）」として位置付けられることを指摘し

節）。最後に、乳児の泣き研究における課題を踏まえ、
今後の研究の展望について論じる（7節）。

。また重要なのは、泣きが伝

［23，
80］

ている

。

［65］

乳児の泣きが伝達する情報のうち、前者の
「状態」
の水
準に関しては、児の空腹や体温低下といった不快の程度
が養育者に伝わることで、乳児は授乳や食べ物の分配、

2．泣き声の「信号」としての機能

物理的接触などの適切なケアを受けることを可能にする

そもそも乳児はなぜ泣くのだろうか。たとえば、生ま

ものであり、「セパレーションコール」としての機能とも

れてはじめての泣き、つまり産声（第一啼泣）には体内の

密接に関わっている。それに対して、後者の
「特性」
の水

羊水を吐き出し、呼吸を開始させるという一つの役割が

準については、乳児の健康状態が養育者に伝わることで、

あるが、
その後も、この「泣く」
という行為は長期にわたっ

養育者が生存可能性の高い乳児に対してより選択的にケ

て
（言語を獲得した以降でさえも）
持続する。乳児の泣き

アを行うことが可能になるという点で、乳児の生存や種

声は、聴く人の気持ちをいらだたせたり、不安にさせた

の維持に適応的に機能していると考えられる 。
［65］

りするものであるがゆえに、養育者は、乳児が泣いてい
る理由について、物理的要因から社会・情動的要因にい
たるまで、さまざまな推測を自然と働かせる 。
［67］

このような乳児の泣きの生起に関わる問いについて、
進化生物学では、至近要因（個体発生、メカニズム）と究
極要因
（系統発生、機能）
の二つの観点から検討がなされ
てきた

3．泣き声の音響特性による神経生理状態
の評価
3-1

小児医学における泣き声の音響解析研究

ここまで乳児の泣きが自身の情報を反映する
「正直な

。中でも、機能
（適応）の点に関しては、養育者

信号」としての機能をもつことを述べてきたが、その機

への
「信号」としての役割が強調されている 。つまり、

能を前提に、乳児の泣き声から児の神経生理状態評価す

乳児の泣きは、「信号」として養育者に乳児に関する情報

ることを目的とした研究が、主に小児医学の領域で行わ

を伝えることで適切な養育行動を受ける、という機能を

れてきた

有していたために、進化の過程で獲得されてきたという

号」としての機能が、臨床現場で経験的にも支持されて

見方である。

きたからだと考えられる。

［82］

［65］

。その背景には、乳児の泣きの
「正直な信

［27，
43，
74］

乳児の泣きの「信号」機能の主要な側面として指摘され

乳児の泣きを用いた健康状態やストレス
（痛み）
の評価

て い る の は「 正 直 な 信 号（honestsignal）」と「 セ パ レ ー

は、すでに半世紀以上前の1950年代には小児医学の分野

ションコール」である 。後者については、乳児が養育

で実施されている。代表例が、出生直後の健康状態やそ

［65］
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の後の発達リスクなどを評価するアプガースコア やブ

（F0の急上昇）や二重発
成分）の値が高いこと、わたり音

［9］

ラゼルトン新生児行動評価 であり、評価項目の一つと

声
（F0が二重に生じる発声）を多く示すことなどを報告

して泣きの有無や程度が用いられている。その後、1960

している
（図1）
。特に、泣き声の F0については、健康な

年代に、音声解析のツールとしてアナログ・デバイスに

乳児では一啼泣内の F0平均値が400-600Hz の範囲の値

よる音響スペクトログラムが広く利用可能になったこと

を示すが、新生児仮死や高ビリルビン血症、低血糖症を

で、スカンディナビア半島の研究者らを中心に、乳児の

経験した児、細菌性髄膜炎、脳水腫などの脳損傷がある

泣き声の音響解析に関する研究が体系的に進められ

児 で は、 一 啼 泣 あ た り の F0平 均 値 が 顕 著 に 高 い

［1］

た 。この時期には、音響スペクトログラムの視覚的特
［74］

（>600Hz）ことが一連の研究から分かっている

。特

［27，74］

性が、健常児と神経学的異常のある児を区別するのに有

徴的な泣き声であることが名前の由来にもなっている猫

用である可能性が数多く示されている 。

鳴き症候群（Cri-Du-Chat Syndrome）と呼ばれる染色体

［27］

たとえば、Michelsson は、生後10日以内の新生児360

障害についても、音響解析の研究から、健常児よりも高

名を対象に、侵襲処置により生じた啼泣の音響スペクト

い F0を示すことに加え、平坦なメロディーの泣き声を

ログラムの解析を行っている

示すことが報告されている。

。その結果、新生児仮

［27，43］

死を経験した児の泣きは、健常児の泣きに比べて、一啼
泣あたりの持続時間が短いことや、基本周波数
（fundamentalfrequency［F0］
；ピッチとして知覚される周波数

3-2

早産児の泣き声の音響特性と迷走神経機能

また近年、日本においても早産児・低出生体重児の出

周波数
（kHz）

周波数
（kHz）

時間（秒）
図1 新生児の泣き声の音響スペクトログラムの例（文献［43］を一部改変）
（A）健康な新生児では泣き声の基本周波数（F0、最も低い周波数成分）が400-600Hz を示しているのに対し、（B）出生時に新生児仮死を経験
した児では泣き声の F0が2000-3000Hz という非常に高い周波数を示しており、音響構造も大きく異なることがわかる。
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生率の増加がみられているが

、こうした児の発達初期

［36］

の泣き声に関しても、F0が顕著に高いことが報告され

高く、逆に RSA が高い児では F0の変動が大きいことが
明らかになった （図2）。
［62］

ている 。ただし、早産児や低出生体重児では、出生直

以上の結果は、発達初期の児の F0の高さに関わる要

後は満期産児に比べ発声器官を含む身体サイズが小さい

因の一つとして、迷走神経機能の不全による声帯の過緊

場合が大半であり、その物理的要因が泣き声の F0にも

張が関与していることを示唆するものであり、乳児の泣

影響を与えている可能性がある。そのため、筆者らはそ

き声が、その児の自律神経系の状態だけでなく 、特性

の点を考慮し、予定日前後まで成長した重篤な合併症を

を反映する「正直な信号」としての性質をもつという見方

もたない早産児と満期産新生児を対象に、自発的に生じ

を支持している。特に、早産児については高血圧

た泣き声の F0の評価を行った

幼児突然死症候群
（SIDS） などの心疾患や，社会的認

［43］

。その結果、体重や身長、

［61］

［54］

や乳

［13］

［31］

頭囲、胸囲といった身体サイズを統制してもなお、早産

知発達に関わる問題 のリスクが高いことから、迷走神

児の泣き声の F0が、満期産児より有意に高いことや（F0

経機能を音響指標によって間接的に評価できることには

平均値，早産児：348-548Hz，満期産児：318-463Hz）、

少なからず利点がある。

［33］

在胎週数が短い児ほど泣き声の F0が高いことが明らか
になった。この結果から、早産児の発達初期の F0の高
型的な経験や神経生理発達などを反映している可能性が

4．泣 き声のメロディーにみる
「言語の起
源」

考えられる。

4-1

さは、単に身体サイズの要因だけでなく、周産期の非定

泣きと言語の関連についての議論

さらに筆者らは、早産児における自発的な泣き声の

前節では、乳児の泣きの「正直な信号」
としての機能を

F0の増加をもたらす要因として、迷走神経機能に着目

前提に、児の神経生理状態を評価することを目的とした

した検討を行った。迷走神経
（vagus nerve）は副交感神

一連の研究を紹介した。一方で、乳児の泣きは、自身の

経系を代表する神経だが、延髄腹側
（疑核）に端を発する

状態や欲求などの情報を養育者に伝え、養育者の関わり

髄鞘化された迷走神経は、心臓の洞房結節や喉頭筋
（輪

を誘引するものであることから、言語と同様に、一定の

状甲状筋）を支配し、心拍数や発声のイントネーション

指示性や操作性をもつと考えられる。その意味で、乳児

の制御にも関与している

の泣きは前言語的コミュニケーションの一つであり、最

。発達初期の早産児では、迷

［53］

走神経活動の指標となる呼吸性の心拍変動
（respiratory-

も早期の
「ことばの前のことば」
と見做すこともできる 。

sinus arrhythmia；RSA）が同成熟齢の満期産児よりも

しかし、乳児の泣きが言語と異なる点としてまずあげ

顕著に低いことから、早産児の泣き声の高い F0は、迷

られるのは、泣きが伝達する情報は、乳児自身の状態や

走神経活動の低下による声帯緊張を反映している可能性

欲求にとどまり、指示する内容が非常に限定的だという

が 考 え ら れ る。 そ の た め、 同 時 期 の 静 睡 眠 時
（quiet

ことであろう。Oller は、この点に関連して、泣きと言

sleep）の RSA を評価し、泣き声の F0との関連を調べた

語を決定的に分ける点は「機能的柔軟性」
の有無であると

ところ、静睡眠時の RSA が低い児ほど、F0が全体的に

指摘している

［81］

。つまり、私たちの言語は、どのような

［50］

図2 泣き声の基本周波数（F0）と迷走神経活動（RSA）の関連（文献［62］をもとに作成）
早産児では迷走神経活動が低いことから、声帯の過緊張が生じやすく、一啼泣内の F0が平均的に高い泣き声になりやすい。一方で、満期産
児では迷走神経活動が高いことから、声帯の緊張が相対的に弱く、F0最大値や変動値の高い（抑揚の大きい）泣きになりやすいと考えられる。
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情動が生じている場合でも、それらに依存しない自由な

らの発声を「模倣」的に調整している可能性を示唆してい

意味内容、つまり「不正直な信号 」を伝えることができ

る。このような泣きの文化差に関する知見については、

るのに対して、泣きが生じる際には生理的興奮
（心拍数

今後より適切な統計手法に基づいて再現性が検証される

の上昇、瞳孔の拡大、精神性発汗の増加など）や負の情

必要はあるものの 、この時期から「泣くこと」
を介して

動表出を伴うため、伝達される内容にはその情報が必然

言語（母語）の獲得が始まっている可能性を示す知見であ

的に含まれる。乳児期の発声の中でも生後2-4ヵ月頃か

ると言える 。

［49］

ら観察されるクーイングや喃語 については、自身の情
［58］

［30］

［40］

さらに、ヒト乳児の泣き声は、新生児期以降、発声可

動状態には比較的依存しない形で生じることから、言語

能な F0の音域が徐々に広がり

とより直接的な関係にあると考えられている 。

つ多様に変化することが報告されている

［50］

それに対して、進化生物学や音響音声学の観点からは、

、メロディーは複雑か

［26］

。たとえば、

［57，78］

Prescott は、自発的な泣き声の一啼泣内の F0の高さに

乳児の泣きが言語の前駆体として言語獲得に重要な役割

加え、F0の変動性の発達的変化を観察しており、一啼

を果たす可能性について、さまざまな議論がなされてき

泣 内 の F0分 散（ 標 準 偏 差）が、 生 後1-2週 の 時 点 で は

た

28Hz だったのに対して、生後6-9ヵ月の時点では53Hz

。たとえば、Darwin は、ヒトの祖先が（本来

［15，
37，
48，
49］

は情動と密接に結びついているはずの）生理的啼泣を有

に上昇していたことを報告している

節音として、文脈を超えて模倣し、調整する能力を獲得

ディーの複雑性に関しても、生後1-2ヵ月の時点では、

したことが、音声言語の系統発生の起源である可能性を

一啼泣内に単一のメロディーピークしか含まない啼泣が

指摘している

。さらに Darwin は、この議論を個体発

大半を占めるが、その後、生後半年にかけて、一啼泣内

生の文脈でも展開し、乳児が発達過程において生理的啼

に複数のメロディーピークを含む啼泣の割合が増加する

泣の音響特性を調節できるようになることが、その後の

ことが明らかになっている（図4）

［15］

言語獲得の基盤になることを推察している。つまり、

。さらに、メロ

［57］

。

［76-78］

このような発達初期の泣き声のメロディーの複雑化や

Oller が指摘するように、言語の獲得には
「機能的柔軟性」

多様化に関して興味深い点は、初期の言語獲得の個人差

が必要であるという点は共通するものの、泣き声が発達

を予測することである

するプロセスの役割を強調する点に違いがあるといえ

生後2ヵ月の時点で複数のメロディーピークを含む泣き

る。岡ノ谷らも同様に、乳児の泣き行動を発声学習（音

を示す割合が低い児では、2.5歳時点で言語発達の遅滞

声模倣）の前適応として強調しており、養育者との泣き

が生じやすいことを報告している

を介したコミュニケーションの中で「音声 - 状況の相互

産児および満期産新生児を対象に、出産予定日前後の時

カテゴリー化」によって言語が獲得されていくとする仮

点で、自発的な泣き声のメロディーの特性を評価したと

説を提唱している

ころ、一連の啼泣間の F0の転移範囲（F0 transposition

。

［47-49］

。たとえば、Wermke らは、

［63，
77］

。また、筆者らも早

［77］

range）が大きい児、つまり、メロディーを幅広い周波

4-2

泣き声のメロディーと言語発達

数帯域に変化させる傾向が強い児ほど、1歳半時点での

近年、このような泣きと言語獲得の関係性についての

言語発達が早いことが明らかになった
（図5） 。これら

洞察を、間接的にではあるが裏付ける知見が報告されて

の有意な相関関係は、在胎週数や子宮内発育遅延などの

いる。その一つが、乳児の泣き声はすでに発達初期の時

変数を統制しても観られており、複雑で多様なメロ

点で、周囲の言語環境から影響を受けていることを示し

ディーの泣き声を発声する児ほど、少なくとも言語獲得

た音声音響学の知見である。Wermke らは、ドイツ語

の初期段階では音声言語、特に産出語彙の獲得が進みや

とフランス語を母語とする両親から出生した生後1週間

すいことを示している。比較的小さいサンプルサイズ
（75

以内の新生児を対象に、自発的な泣き声のメロディー

名）での検討のため、今後、再現性が十分に確認される

（F0の時間的変動）の特性を調べた 。その結果、ドイ

必要があるが、このような児は言語だけでなく、全般的

ツ語圏の新生児の泣き声は、F0のピークが中央からや

な認知機能の発達指数も高い傾向を示している点は興味

や前方に位置していたが、フランス語圏の新生児の泣き

深い 。

［40］

［63］

［63］

声は、中央よりも後方に位置する傾向が強いことが明ら
かになった。また、中国語圏の新生児では、ドイツ語圏
告されている 。これらの結果は、胎児期にはすでに母

5．言語発達における泣きの複雑化・多様
化の役割

語のメロディーの特性
（e. g. フランス語では発話の後半

5-1

の児に比べて一啼泣内の F0の変動値が大きいことも報
［79］

プロソディー獲得の発達的基盤としての役割

に F0が上昇するイントネーションの頻度が高い）を学習

それではなぜ、発達初期における泣き声のメロディー

し始めており、出生後には、その表象と対応する形に自

の特性が、言語や認知機能の発達を予測するのだろうか。
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振幅

基本周波数
（Hz）

振幅 
基本周波数
（Hz）

時間（秒）
図3 新生児期の泣き声のメロディーの複雑化の例（文献 を一部改変）
（A）フランス語、（B）ドイツ語を母語とする新生児の泣き声（音響スペクトログラム）の典型例を示す。前
者ではピッチ（F0）のピークが後方に、後者ではピッチのピークが前方に位置しており、それぞれの母語
のアクセントやイントネーションのパターンに対応していると考えられる。
［40］

音声言語には母音・子音といった音素情報のほか、音の

喃語にみられる母音・子音を含む発声の獲得については

高低や速度、長さなどのプロソディーと呼ばれる韻律情

声道の微細な調整が不可欠であり、生後2-3ヵ月以降に

報が存在するが、乳児の泣き声のメロディーの制御能力

咽頭部の拡張が進む必要がある

は、プロソディーに関わる能力の獲得に寄与する可能性

ディーの制御に関しては、主に声帯の振動数に規定され

が考えられる

るために、喉頭筋の収縮（声帯を伸長させる輪状甲状筋、

。プロソディーは、連続する音声言

［37，48，49］

。しかし、プロソ

［38，
78］

語の流れをどのように音節や単語などの単位に区切るの

硬化させる甲状披裂筋の収縮）や呼吸（呼気における肺か

かという
「セグメンテーション問題」の手がかりの一つで

らの空気圧）の制御が必要ではあるが 、声道構造の未

あり、さらに感情や特定の意味の強調など、さまざまな

熟さの制約は受けにくい。したがって、泣きは、泣き以

機能に関わる言語の重要な要素である

外の発声頻度が低い発達初期においても、聴覚 - 運動学

。クーイングや

［35］

［28］
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振幅


（dB）

周波数
（kHz）

振幅


（dB）

周波数
（kHz）

時間（秒）
図4 泣き声のメロディーの複雑化の例（文献 を一部改変）
（A）新生児期はシングルピークのメロディーを含む泣きが多く、呼気 - 吸気のリズムが単調な泣きが大半を占めるが、
（B）その後の発達に伴い、
［77，
78］
。
マルチプルピークのメロディーを含む泣きの割合が増え、呼気 - 吸気のリズムも多様化することが報告されている
［76］

習
（音声模倣）経験の主要なソースとなり、その後の音声

皮質による発声・呼吸系への関与が比較的大きく、その

言語におけるプロソディーの獲得に貢献する可能性があ

後のプロソディーを制御する能力の発達も早まった可能

る。

性がある。それが結果として乳児期の言語獲得や、より

ヒトにおける喉頭や呼吸の随意的な制御が、いつ獲得

領域全般的な認知機能の発達の促進に繋がったのかもし

されるのか、という点に関する直接的な証拠はないもの

れない 。運動領域は異なるものの、四肢の自発運動

の、鳥類・哺乳類の研究から音声学習における皮質 - 延

（General Movements）についても、生後最初の数ヵ月

髄路の重要性が指摘されており、このような神経基盤の

間において複雑化・流暢化し、皮質下の中枢パターン生

構造的・機能的成熟に伴い、漸次的に獲得されると考え

成器（CPG）によって生成される自発運動が、徐々に随意

られる

。先述したように、生後1週間以内の新生児

運動に置き換わっていくことが知られている 。このよ

においても、周囲の言語環境によって泣き声のメロ

うな発達的変化には、皮質 - 脊髄路の成熟に伴い、皮質

［46，
48］

［63］

［56］

ディーの特性が異なるという知見 を踏まえれば、発達

による運動制御が優勢になっていくプロセスが指摘され

初期の段階ですでに発声学習が徐々に始まっている可能

ており 、泣き声の複雑化・多様化についても、ある程

性がある。現時点では推測に過ぎないが、発達初期の泣

度共通する神経発達のプロセスが存在する可能性がある。

［40］

き声のメロディーの複雑性や多様性が高かった児では、
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［75］

図5 発達初期の泣き声のメロディーの特性と言語発達の関連（文献

を一部改変）

［63］

（A）60秒間の一連の自発的な泣きにおけるメロディー曲線の2例。上図は F0転位範囲が小さい児の例（197Hz［405-602Hz］），下図は F0転
位範囲が大きい児の例
（98Hz［478-576Hz］）を示す（なお、吸気・非発声の呼気については含まない）。（B）早産児および満期産児（n ＝75）
において新生児期（修正満期時点）の泣きの F0転位範囲と1歳半時点の理解語彙・産出語彙得点（日本語版マッカーサー乳幼児言語発達質問
紙）との関連を示した散布図および回帰直線（＊ p<.05;***p<.001）。

5-2

養育者とのコミュニケーションにおける「手が

る

かり」

泣音声を聴かせ、その児に対する心理評定をさせた研究

。たとえば、成人の参加者に録音した乳児の啼

［47，
65，
80］

乳児の泣きのメロディーの特性が言語発達を予測した

によると、F0が高く、F0の変動が大きい泣き声に対して、

点に関する別の解釈としては、メロディーの複雑性や多

参加者は児の不快感が高く、緊急性（養育行動の必要性）

様性が養育者とのコミュニケーションを促した可能性で

が高いと評定する傾向があることが報告されている

ある。乳児の泣きは養育行動を動機づける主要な信号で

また、同種の実験において、聴取する泣き声の F0が高

あり

い場合は、参加者の交感神経系の反応
（心拍数や皮膚電

、さらに、その音響特性は乳児の状態・欲求の

［21，
67］

程度や種類を伝達する「段階的信号」
として、養育者が適
切な養育行動を取るうえでの重要な手がかりになりう

。

［39］

位の上昇など）が大きいことも明らかになっている 。
［14］

ヒトの乳児の泣き声の複雑性や多様性が、養育者の行

29

動や認知に与える影響については、筆者の知る限り、直

依存せざるをえない。近年、負のフィードバックのみを

接検証した研究は存在しない。しかし、単調な泣きから

前提とする
「ホメオスタシス
（Homeostasis，恒常性）」を

複雑なメロディーの泣きまで含む、より多様性の高い泣

修正する概念として、私たちの内部環境は生理・行動の

き方については、必然的に
「段階的信号」
としての情報量

変化を通して予測的に維持されているとする「アロスタ

も多くなることから、養育者による状況・文脈に応じた

シス（allostasis, 動的適応能）」という概念が浸透しつつあ

多様な関わりや認知を促す可能性が高いと考えられる。

るが 、養育者から乳児への関わりの大半は、まさに
「ア

前節で述べたように、乳児の泣き声のメロディーは生後

ロスタシス」として機能していると考えられる。この点

数ヵ月間にわたって複雑化・多様化するが、このような

に関連して、ヒトの社会脳の起源はこのような養育者を

発達的な変化は、必ずしも生物学的要因による成熟だけ

介した「アロスタシス」への依存性に見出すべきだとする

ではなく、乳児が養育者との相互作用を通して音声制御

興味深い仮説が提案されている 。

を学習した結果である可能性が指摘されている

。

［26，
47，
48］

［66］

［3］

私たちの身体内部状態の維持は、生存に直結する課題

つまり、生後の発達に伴い随意的な音声制御が可能にな

であることから、報酬系とも密接に関わっている。通常、

るにつれて、養育者からのより適切な働きかけを誘発さ

生理状態を安定させる事象には快の情動価が、生理状態

せるように、泣き声を自身の状態や欲求に応じて複雑か

を不安定にさせる事象には不快の情動価が伴う。した

つ多様に変化させていくという可能性である。

がって、養育者からの関わりによって生じる乳児の内受

このような想定が正しいとすれば、発達初期の時点で

容感覚には快情動が伴い、その情動価は、視覚や聴覚、

泣き声のメロディーの複雑性や多様性がより高い児で

触覚といった外受容感覚で知覚される養育者の物理的・

は、養育者からの即時的な応答や語りかけなどのフィー

行動的特徴（e. g. 顔や声

ドバックも促進されやすい可能性がある。そのことが、

り返し関連付けられる。このような発達初期からの度重

さらに正のスパイラルとして乳児の発声を促し、聴覚 -

なる学習経験の蓄積によって、多感覚からなる
「親」
につ

運動学習の経験が増加することが、結果的に音声言語の

いての概念表象が形成されていき、その後も快情動を伴

発達を促しているのかもしれない

。一方、難聴を

う安定した社会的表象として機能するようになると考え

もつ児では、前言語期に同月齢の健常児に比べて規準喃

られる。このような養育者を介した「アロスタシス」
に駆

語の獲得が遅れることが知られるが 、泣き声の発声に

動される学習こそが、結果として、社会的刺激に特化し

おいても、すでに新生児期の時点でメロディーの抑揚が

た知覚や認知機能を備えた「社会脳」を発達させる重要な

乏しい可能性が指摘されている 。そのため、難聴の児

要因であると Barrett らは主張している 。

［10，11，73］

［51］

［71］

、タッチ 、抱っこ

［41，
42］

［69］

）と繰

［20］

［3］

のように自身の発声に対する聴覚フィードバック入力が

ヒトの乳児では，霊長類と比べて過剰な泣きが生じや

弱い児の場合には、養育者との相互作用を介した発達初

すいことはすでに述べたが、養育者の物理的接触が得ら

期の音声学習も進みにくく、そのことが後の喃語や音声

れた後も、乳児の激しい泣きが持続することや、急に不

言語の獲得にも、カスケード的に負の影響を及ぼしてい

安定になることも多く、養育者は乳児の生理状態を安定

ることが考えられる。

化させるための働きかけを持続的に、繰り返し行うこと
が求められる。この点で、ヒト乳児の泣きは、養育者を

6．泣 き の 養 育 者 を 介 し た「 ア ロ ス タ シ
ス」としての役割

介した「アロスタシス」を最も多く誘発する
「呼び水」と

第4節・5節では、乳児の泣きのメロディーの特性が、

シス」の質に影響を与えうるという点でも、社会脳形成

養育者との相互作用を介して、言語機能の発達に関わる

言っても過言ではないだろう。したがって、発達初期の
泣き声の音響特性については、養育者からの
「アロスタ
の個人差に影響を与える一因となる可能性がある。

可能性について論じてきた。一方で、乳児の泣きは、触

特に近年、自閉スペクトラム症と後に診断される乳児

覚や視聴覚を含む複数のモダリティで乳児 - 養育者を結

において泣き声の音響特性が非定型であること
（e. g., 高

びつけることを通して、乳児の生理状態の維持のために

い F0平均値）が報告されている

機能する点も、ヒト特有の認知機能の発達においては重

モデルマウス（Tbx1欠損マウス）を対象にした研究では、

要だと考えられる。

仔マウスの泣き声のシークエンス構造の非定型性が表れ

ヒトは、他の哺乳類や霊長類と比べ、運動・生理機能

。さらに、自閉症

［18，
19，
60］

ることや、その仔マウスの泣き声は母マウスの養育行動

が未熟な状態で出生する動物であることが指摘されてい

を促進しにくいことが明らかになっている

る
（i. e. 生理的早産） 。実際、ヒトは生後長い期間にわ

知見を踏まえ、自閉スペクトラム症における泣きを含む

たり、睡眠や摂食、排泄など、身体内部の状態を維持す

音声コミュニケーションの問題が、社会的刺激の学習経

る行動現象の大半について、養育者からの関わりに強く

験をさらに減少させ、社会性発達に負のスパイラルをも

［55］
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。こうした

［68］

たらしている可能性も指摘されている

。今後は、ヒ

に関する研究の大半は、泣き声の音響特性にのみ焦点を

トにおいても、泣き声の音響特性が乳児 - 養育者の相互

当てており、特に、四肢運動など、発声以外の情報に関

作用にどのような影響を与えるのかという点に関するよ

するデータは非常に乏しかった。乳児の泣きを複数のシ

り詳細な研究が行われる必要がある。こうした研究は、

ステムの動的な変化やそれらの相互作用と捉えること

早産児を始めとする発達障害のリスクが高い児の発達理

で、睡眠・覚醒などの泣き以外の行動状態の発達に関す

解や、早期評価・支援にも重要な示唆を与える可能性が

る示唆や、随意的な発声・運動生成のメカニズムに関す

あると考えられる。

る示唆が得られる可能性がある。

［17，73］

その一例として、生後3ヵ月の乳児を対象に、泣きが

7．今後の課題と展望

生じる前後で自発的発声と四肢運動の関連を調べた筆者
らの研究では、発声 - 四肢運動の特徴量間の共変動が、
啼泣時に強まることが明らかになっている 。発達初期
［64］

本稿では、ヒト乳児の泣きに関する科学的研究を概観

の乳児では、啼泣時には情動系の賦活によって中脳や脊

し、泣き声の「信号」
としての機能や、養育者とのコミュ

髄など皮質下由来の運動制御が相対的に優勢になること

ニケーションを創発する機能を踏まえながら、泣きの複

で、運動・発声システムの独立性が弱まり、両システム

雑化・多様化が言語や社会性の発達過程において担う役

の共変動が生じている可能性がある。しかし、その後の

割について考察してきた。特に、発達初期の泣き声の音

大脳皮質の機能的発達によって、啼泣時においても各シ

響特性が、乳児の神経生理状態および特性を反映するこ

ステムの独立性が高まり、機能的に柔軟性の高い
「泣き」

とや、その後の言語・認知発達の個人差を予測すること

が獲得されていくと考えられる。

を示した筆者らの研究も交えて論じた。

第二に、より生態学的に妥当な乳児の泣きのデータを

近年、このような泣き声の発達的意義を示した一連の

取得する必要性である。第3節で紹介した、乳児の泣き

研究を受けて、乳児の泣き声に関する研究論文の出版数

声から神経生理状態を評価する研究の大半は、周産期医

が急増している

、特に、機械学習などの情報工学的手

療の臨床現場において行われており、なおかつ特定のタ

法を用いた泣き声の新たな解析手法が進展しつつあり、

イミング（e. g. 侵襲処置、空腹時）での短時間
（数十秒 -

啼泣音声の自動抽出

や啼泣原因の推定
（e. g. スマート

数分単位）の啼泣を対象にしている。しかし、乳児の泣

フォンアプリ Chatterbaby ）、神経生理学的プロフィー

きは個人内変動も大きく、泣きの開始直後と発声頻度や

ルや発達予後の予測

など多岐にわたっている。啼泣

振幅がピークになる箇所では、泣き声の音響特性の差異

音声は非接触かつ簡便に、長時間の計測ができ、また発

も非常に大きい 。したがって、今後、乳児の泣き声を

生頻度も高いことから、周産期・小児医療におけるリス

臨床応用では、泣き声の計測の標準化された手続きを確

ク児の発達評価やモニタリングのための行動指標の一つ

立するとともに 、個人内変動まで考慮に入れたうえで、

として適していると言える。しかし、第5・6節でも論じ

適切な代表値を探索・選択することが強く求められる。

たように、乳児の泣きが言語・社会性の発達を予測する

特に、泣き前から泣き止んだ後にかけての計測や、数時

プロセスについてはさまざまな可能性が想定されること

間 - 数日単位のより長期的なスケールでの計測によっ

や、泣きの複雑化・多様化に関わる神経生理学的メカニ

て、個人内変動そのもの個人差や、他の運動・生理変数

ズムの理解もまだ十分に進んでいないことから、今後よ

との関連性など、乳児の発達の個人差に関わる新たな鍵

り多面的な科学的検討が求められる。そのための課題お

パラメータが得られる可能性がある。

［24］

［2，
59］

［52］

［17，25］

よび展望として、以下に二つの観点を示す。
第一に、乳児の泣きを発声だけではなく、運動や生理、

［64］

［24］

近年、乳児の長時間計測に適したウェアラブルセンサ
の開発が進められており

、日常における乳児の音声

［12，
22］

知覚など、複数のシステムのダイナミックな変化を含む

を含むさまざまな側面のビックデータ収集が可能になり

「行動状態」として捉える必要性である。乳児の泣きは、

つつある。家庭内や臨場現場での長時間の音声計測に関

泣き声の聴覚情報だけでなく、表情や身体の動きなどの

しては、乗り越えるべき課題（e. g. 発話内容のプライバ

視覚や触覚情報を含むマルチモーダルな信号で構成され

シーの問題）は多いものの、LENA（Language ENviron-

ている。
乳児の日常においては、それらが総体として日々

ment Analysis）

の養育者とのコミュニケーションに影響を与えていると

発話の意味内容を反映する音響特性については、自動削

考えられる。実際、生後12ヵ月頃までには、ほとんどの

除するアルゴリズムを備えたものも開発されるように

乳児が養育者に対して泣き声を示すだけでなく、視線や

なってきている。このようなデバイスを用いた、家庭内

ジェスチャーを用いた多様な泣き方をするようになるこ

や臨床現場における比較的長い時間スケールでの複数指

とが報告されている 。しかし、これまでの乳児の泣き

標の計測や、乳児と養育者との相互作用の評価を行うこ

［29］

などの音声記録デバイスのように、

［72，
73］
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とで、乳児の泣きから言語に至る道程や、「泣き」のより

先生、武蔵野大学子ども学部の今福理博先生、東京大学

多面的な発達的意義が今後解き明かされていく可能性が

大学院教育学研究科の遠藤利彦先生、多賀厳太郎先生、

ある。

渡辺はま先生をはじめとする諸先生方に深く御礼申し上
げます。また、研究にご参加くださいましたお子様およ

おわりに

びお母様、本論文執筆の機会を下さった編集委員のみな
さまにも心より感謝いたします。なお、本稿で紹介した

乳児を対象とした研究を行う多くの場合、研究者は「い

研 究 は、 文 部 科 学 省 科 学 研 究 費 補 助 金（#24119005，

かにして実験中に児が泣かないようにするか」というこ

#14J06302，#17H06595，#20K14253），JST-ERATO（岡

とに注力するし、もし児が泣いてしまったとしたら、そ

ノ谷情動情報プロジェクト）の助成を受けました。

のデータはノイズとして分析から取り除くことが一般的
である。しかし、このように通常はノイズとみなされる、
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