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図 1 ヒトとイヌとの視線とオキ
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ヒトの目は，横長で白目（強 「イヌ」になったという説がある
。コル
膜）が目立つようになっている。 （Hare & Tomasello, 2005）
霊長類の中で強膜に色素がなく白

チゾールの過剰分泌は認知や学習
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図 2 生後 1 ヵ月ですでに視線で
訴えかけてくる
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