実験室における霊長類の音声とその知覚の研究
小嶋祥三

A.ヒトと音声言語
音声言語はヒトにとって本質的なものであり、われわれの生活の隅ずみまでを規定して
いる。われわれは音声言語で自分を、他人を、そして様々な事象を理解している。われわ
れは音声言語で考え、表現し、互いに交信している。音声言語はヒトをヒト、そして人間
たらしめるものであり、これなしに現生の人類を考えることは難しい。音声言語は何百万
年かをかけた変異と選択の結果として今日の姿をとったものと思われる。ヒトが音声言語
を採用するには、すなわち聴覚－音声系を利用するには、それなりの理由があったと思わ
れる。それについては別に論ずる機会（小嶋、1991b；1993）があったのでここでは繰り返
さない。音声言語の起源や進化は大問題で、その答えは容易に出せるものではない（小嶋、
1988；1992）
。ヒト以外の霊長類の音声の生成や知覚についての知見は、疑いもなく、この
問題を考える材料を提供するだろう。聴覚については別に論じた（小嶋、1993）。また、各
種霊長類の音声レパートリーはフィールドでの音声コミュニケーションとともにここでは
述べない。その一部は小嶋（1991a）等を参照されたい。以下に述べる中で、チンパンジー
の研究は Kojima (2003) にまとめられている。詳しくはそちらをご覧ください。

B.音声の生成
音声の生成の基本はヒトとその他の霊長類で大きな差がないのでヒトを例にとって説明
する。
1.音声系の構造
音声系は声帯 vocal cords のある喉頭部 larynx と喉頭の上部にある声道 vocal tract
よりなる（図 1 左参照）
。声道は喉頭と鼻腔、口腔を結ぶ咽頭部 pharynx、舌 tongue、歯
teeth、唇 lip のある口腔部 oral cavity、そして鼻腔部 nasal cavity よりなる。口腔と
鼻腔の間には口蓋 palate がある。
なお、気管と食道を分離する喉頭蓋 epiglottis がある。
各部分の軟骨、筋、神経支配などについては別に述べた（小嶋、1994）ので、それを参照
されたい。
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図 1 左：音声器官の断面図。右：
（C）喉頭原音のライン・スペクトル、
（B）声道のフィ
ルター特性、F1, F2, F3 は第 1、２、３フォルマント、
（A）音声波のスペクトル。
2.母音の発話（音源－フィルター説）
母音の発話には呼気、声帯の振動（音源）
、声道の共鳴（フィルター）が必要である。声
道は声帯より上の喉頭、咽頭、口腔、鼻腔よりなる。
左右１対の声帯の間の空間を声門という。呼吸時には声門は開いた状態にあるが、母音
を発話する時にはそれは狭められる。すると呼気流と声帯の相互作用により、声帯は持続
的に振動する。声門の開閉が規則的に繰り返され喉頭原音を生成する。喉頭原音の基本周
波数は成人男性で約 100 Hz、女性で約 200 Hz である。この値は個人内では母音によって
大きくは違わない。母音の音色を決めるのは以下に述べる声道の形状である。
各母音は特有の声道の形状、すなわちフィルター特性を持つ。声道の形状（フィルター
特性）は各母音に特徴的な舌 tongue や口唇 lips の位置によって決まる。図１右に喉頭原
音のスペクトル（C）
、声道のフィルター特性（B）
、音声波のスペクトル（A）を示す。声道
は複雑なバンドパス・フィルターで、エネルギーの通り易い複数の周波数帯域（フォルマ
ント formant）ができる。周波数の低いものより順に第１フォルマント、第２フォルマン
ト、第３フォルマント・・・と名づける。母音の音色を決めるのは主として第１、第２フ
ォルマント（F1、F2）である。各母音は特徴的な F1、F2 を持つので、F1－F2 平面上に位
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置づけられる。図 2 右に舌の位置、左に F1－F2 図を示す。各母音の舌の位置と F1－F2 上
の位置が相似形になっていることは興味深い。なお、母音は舌の前後方向の位置、高さに
基づいて分類される。

図２ 左：各母音の舌の位置。右：F1-F2 図上の各母音の配置
このように母音のレパートリーは声道の形状によって決まる。声道の形状が異なれば出
しうる母音も異なる。
ヒトとそれ以外の霊長類を比較すると、
後者では喉頭の位置が高く、
咽頭部が狭い。したがって、例えばチンパンジーでは、広い咽頭部を必要とする母音的音
声[i]、[e]を発話することが困難となる。これをフォルマントからみると、チンパンジー
の母音的音声 grunt では F1 のみが変化し、F2 の変化は小さい（Kojima & Kiritani,1989）
。
3.子音の発話
子音は調（構）音方法、調（構）音場所、有声・無声によって分類される。調音方法に
ついて例を挙げて説明すると、声道の一部を狭め、呼気を通過させると乱気流が発生し、
[s]や[f]などの摩擦子音になる。また声道の一部を閉鎖し、それを急激に開放すると[p]
や[g]などの破裂（閉鎖）子音になる。
調音場所は上記の狭めや閉鎖を行なう声道の場所を意味する。例えば[p]と[t]は調音方
法が同じ破裂子音であるが、前者が閉鎖を両方の口唇で行なうのに対し、後者は歯茎で閉
鎖する点で異なる。
有声・無声は、上記の破裂子音を例にとると、破裂が生じたときに声帯が振動している
か、それとも声帯の振動の開始が遅れるかの違いである。[b]と[p]は共に破裂子音で、調
音場所も口唇と同じだが、前者は破裂時に声帯が振動しているのに対し（有声音）、後者で
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は声帯の振動が遅れる（無声音）点で異なる。破裂と声帯の振動開始までの時間を voice
onset time (VOT)という。
4.ヒトとその他の霊長類の音声
ヒトは音素を組み合わせて音節を作り、音節を組み合わせて語を作る。そして語を組み
合わせて文を作る。ヒトの音声言語では要素を自由に組み合わせることにより無限ともい
える情報が作られている。これはヒトの音声言語のみにみられる特徴で、ヒト以外の霊長
類にはないようだ。
このようなヒトの自由な音声の生成の基礎には、ヒト以外の霊長類にはない複雑化した
声道、精緻な運動能力がある。単純な声道では単純な音しか作れない。また様々な筋の時
間・空間パターンを自由に作り出せなければ、音声言語は成立し得ない。これに対応して、
急速かつ刻々と微妙に変化する音を知覚し、処理する聴覚系が必要である。

C.霊長類の音声のオペラント条件づけ
ヒト以外の霊長類はかれらの音声をどの程度随意的にコントロールできるのだろうか。
この問題は音声のオペラント条件づけで検討された。今までの結果から次のことがいえる。
i. 僅かな例を除き、多くの研究がオペラント条件づけの成立を報告した。それらの研究
ではしばしば音声オペラントのトポグラフィー、たとえば音声の強さ、長さや基本周波数
が問題にされ、サルは随意的に音声のトポグライーを変えたと考えられた。
ii. 多くの研究で音声オペラントは外部刺激により制御された。
例えばある視覚刺激で音
声を出し、別の刺激では音声を出さないことが可能であった。
iii. しかしながら、ある視覚刺激ではある音声を出し、別の視覚刺激では別の音声を出
すという報告はほとんどなく、
容易でないようだ。
この点はチンパンジーでも同様で、Hayes
(1951)によると、Viki というチンパンジーは 6 年に 4 語覚えたにすぎなかった。また、筆
者も 1 頭のチンパンジーを訓練したが、ミルクとバナナを要求するときに、それぞれ[o],
[a]を出すようになったが、それ以上は困難だった（Kojima, 2003）
。
iv. 条件づけは強化刺激を社会的なものにするなど、実験事態をよりナチュラルにすると
容易に成立した。
この最後の点は、音声の可塑性が実験室とフィールドで大きく異なることに関連して、
重要である。
フィールド
（飼育下でも通常の社会的な関係が保たれていれば同様であるが）
のサルの音声研究は、地域差（方言）の存在（Green,1975 など）や「意味的な」コミュニ
ケーションとその獲得（Seyfarth et al.,1980）など、かれらの音声には可塑性があるこ
とを強調してきた。ところが人工的な実験室では、刺激に基づいて音声の種類を変えるこ
とは容易でない。音声の可塑的な変化は様々な社会的刺激によって支えられていると思わ
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れる。逆に云うと、ヒトに比較して、かれらの音声は他のものから独立しておらず、自由
度が低いため一般性を持ち得ない可能性がある。フィールドと実験室の相違は聴覚－視覚
のモダリティ間のマッチングにもみられる（Kojima, 2003）
。今後さらに検討されてよいテ
ーマである。

D.霊長類の音声知覚
1.ヒトの母音の知覚
a.旧世界ザル
ヒト以外の霊長類がどのようにヒトの母音を知覚しているかを正確に調べた研究は多く
ない。このような研究の意義の一つは、ヒトの音声言語の起源や進化に関わる諸問題を、
音声知覚の側面から明らかにする点にある。
Dewson et al.(1969)は条件性位置弁別課題、でアカゲザルが [i]と[u]を弁別すること
を明らかにした。この研究は、聴覚野切除の効果を検討することが主目的であり、さらに
検討を加えてはいない。Hienz & Brady(1988)は Go/No-Go(AX)法の弁別課題により、/æ/あ
るいは/ɔ/と/a/、/ɛ/、/U/の弁別をアヌビスヒヒで検討した。この研究では標準（背景）
母音と比較（標的）母音の第１、２フォルマント（F1、F2）の周波数の差と弁別の成績が
問題にされた。その結果、両母音のフォルマント周波数の差が大きければ弁別が容易であ
ることが明らかになった。いずれのフォルマントが弁別の主要な手がかりになるかは、個
体や標準母音によって異なり、一定しなかった。
b.チンパンジー
Kojima & Kiritani(1989) はチンパンジーに自然および合成日本語５母音、フランス語
の基本８母音のすべての母音の組合せの弁別を行わせた。課題は AX 法に類似する反応時間
課題で、弁別に要する反応時間が母音間の知覚的類似度の指標であると考えられた。刺激
の強度や持続時間の統制されている合成日本語母音の結果を中心に述べる。反応時間デー
タをクラスター分析、ノンメトリック多次元尺度構成法で分析した結果を図３に示す。こ
の図から明らかなように、３頭のチンパンジー（Pen, Popo, Pan）はすべて[i]と[u]、[e]
と[o]の弁別に長い反応時間を必要としている。ヒト（MR）ではそのようなことはない。す
なわち、チンパンジーにとっては、これらの対をなす母音は類似して聞こえていると考え
られる。同一の条件でヒトの母音知覚を検討すると、チンパンジーに比べて反応時間が短
いこと、またどちらかというと[i]と[e]、[u]と[o]の弁別に長い反応時間を要した。チン
パンジーの結果は、かれらがこれらの母音を弁別する際に、第１フォルマントの周波数を
手がかりにしていることを示している。同様の傾向は自然日本語母音、フランス語母音の
[i]と[u]でもみられた。
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図３ チンパンジー（Pen, Popo, Pan）とヒト（MR）の合成日本語５母音の知覚。上はク
ラスター分析の結果で 0-1.00 は類似度（反応時間ｓ）、下はノンメトリック
多次元尺度構成法の結果。チンパンジーは[i]-[u]、[e]-[o]を混同しやすい。
チンパンジーの母音知覚にとって、第１フォルマントが第２フォルマントよりも重要で
あることは、一方のフォルマントの周波数のみを変化させた合成母音、デジタルフィルタ
ーでかれらの種特異的な母音的音声（grunt）の倍音やフォルマントを選択的に除去した刺
激によっても確認された（Kojima,1992, Kojima,2003）
。grunt の研究については後で述べ
る。

図４ 男性（●）
、女性（○）の日本語 5 母音の F1-F2 図。図のｘ点の母音は男性の声なら
[a]、女性の声なら[o]と聴取される。
c.母音知覚の恒常性（声道の正規化）
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さて、母音の音響的特徴は性、年齢によって異なる。基本周波数は成人男性、女性、子
供の順序で高くなる。また第１、第２フォルマントの周波数もこの順序で高くなる。した
がって話者により判断基準の補正が必要になるはずだ。図４に男女の母音を F1-F2 図上に
示すが、もしそのような補正がなければ、図の点ｘの母音は、もし男の声であれば[a]、女
性の声であれば[o]に聞こえてしまうはずだ。しかし日常の経験は、そのようなことが起こ
らないことを教えてくれる。
すなわち、
なんらかの補正が行われていることを示している。
これは音声知覚の恒常性とか声道（長）の正規化 vocal tract normalization とよばれて
いる現象で、音声の知覚にとって基本的に重要である。はたしてこのような現象が、チン
パンジーやニホンザルの音声知覚にもみられるだろうか。これが次のテーマである。
まず２頭のチンパンジーで検討した（Kojima & Kiritani,1989）
。自然日本語母音の[i]、
[u]、[a]の組合せを、反応時間課題で弁別させたが、標準（背景）母音は男性、女性の母
音が入り交じっていた。チンパンジーは話者の性を無視し、母音が標準から比較（標的）
母音に変化したら反応することが求められた。その結果チンパンジーは 70-83%の正反応率
を示した。恒常性があると考えてよいだろう（図５）
。

図５ ３対の母音の弁別。
チンパンジーは話者の性を無視し、
母音が変化したら反応する。
Error 1 は母音の変化を検出できなかった誤り、Error 2 は話者の性の違いに反応した誤り
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つぎに典型的な[o]から典型的な[a]へ変化する母音系列を２組合成した。一方は男性、
一方は女性の声に聞こえるように、基本周波数、第３、４フォルマントが操作してある。
このような母音系列をヒトに提示し、[o]に４点、[a]に１点、その中間にはそれぞれ３、
２点を与えるように教示した。評点 2.5 を[o]-[a]の境界とすると、女性の声ではその境界
が、男性の声よりも高い方にずれていることが分かる。すなわちヒトは判断基準の補正、
声道の正規化を行っている。

図６ チンパンジー（Popo, Pan）
、ヒト（SK）の合成音声の実験。上は標準刺激が典型的
な[o]、下は[a]の結果。上では男性の声（●）の弁別が容易で、下では女性の声（○）の
弁別が容易で反応時間が短くなる。
はたしてチンパンジーにもこのような能力があるのだろうか。チンパンジーには評定は
難しいので、反応時間課題による弁別を行わせた。標準（背景）刺激は典型的な[o]あるい
は[a]で、他の系列刺激が比較（標的）刺激である。ヒトの評定結果からは、標準刺激が[o]
のときには女性の母音、[a]のときには男性の母音の方が弁別に要する反応時間が長くなる
と予想された。
チンパンジーとヒトは各標準刺激の周囲で予想通りの結果を示した
（図６）。
すなわち、チンパンジーにも声道長の正規化の能力は備わっている。
同じ問題を、同一の刺激、方法を用いてニホンザルで検討したが、チンパンジー、ヒト
と同じ結果となった（図７）
。したがって、ヒトの乳幼児にみられた音声知覚の恒常性の能
力（Kuhl, 1979）は、チンパンジー、さらにニホンザルにまで遡れるようだ。
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図７ ２頭のニホンザル（Gon, Obie）の合成音声の実験。ヒト、チンパンジーと同様の結
果がえられている。
d.プロトタイプ効果（マグネット効果）
プロトタイプ効果は音声言語に限らず、いろいろな刺激、モダリティでみられるが、こ
こでは母音の知覚を例にとって説明する。後に述べるカテゴリカル知覚が音素間の境界を
問題にするのに対し、プロトタイプ効果は音素の中心部を問題にする。すなわち、ある言
語には典型的な母音があり、F1－F2 図上でみると、そのようなプロトタイプでは同じ母音
として知覚される領域が、非典型的な母音よりも広い（図８）。スウェーデン語では英語と
異なり[i]でなく[y]がプロトタイプであるが、この２つの音の知覚は両国民で異なる(Kuhl
et al.,1990）
。同じ刺激を使ってアカゲザルで検討したところ、アカゲザルはプロトタイ
プ効果を示さなかった（Kuhl,1991）
。筆者の研究で、類似して聞こえる[u]－[i]の連続体
を作成し両端の刺激と他のメンバーの弁別をチンパンジーに行なわせたところ、図９に示
すように、[u]では[i]と比較して周辺の母音との弁別が難しく、彼らにとって[u]はプロト
タイプ、[i]は非典型である可能性が示唆された（小嶋、1993、Kojima, 2003）。チンパン
ジーの母音的な音声レパートリーには[u]と聴取される音はあるが、[i]はない。プロトタ
イプ効果はこのような生成面が関係しているのだろう（Kojima & Kiritani, 1989）
。
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図８ F1-F2 図上のプロトタイプ（p）と非プロトタイプ（np）の母音が同じ母音と同定さ
れる範囲。プロトタイプの方が広い。

図９ [u]-[i]連続体の両端の刺激を標準（背景）刺激にしたチンパンジーの弁別実験。X
軸は刺激の距離で、左側の数字は[u]、右側の数字は[i]が標準刺激だった時の距離。[u]
が標準刺激の方が、多くの刺激を[u]と同じと判断する傾向がある。
2.ヒトの子音の知覚
a.チンパンジーのフランス語子音の知覚
ヒト以外の霊長類が、さまざまなヒトの子音をどのように知覚しているかを検討した研
究は少ない。研究の多くは破裂子音のカテゴリカルな知覚を問題にしている。そこでまず
チンパンジーによる 20 のフランス語の子音の知覚について述べる
（Kojima et al.,1989）
。
方法は上で述べた反応時間法で、弁別に要する反応時間が子音間の知覚的な類似度を表す
と仮定された。
２頭のチンパンジーのうち１頭では破裂子音が MDSCAL 平面上の右に位置し、
摩擦子音が左に位置した。その他の子音は破裂、摩擦両子音の中間にある。もう１頭では、
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破裂子音が右下にまとまっていた（図 10）
。この結果はチンパンジーの子音の知覚の構造
を決定する要因として、調音方法が重要であることを示唆する。また破裂子音に注目する
と、有声・無声、調音場所も知覚に影響を持つことが分かった。これは Peters(1963)など
のヒトの結果と一致する。

図 10 フランス語 20 子音の弁別。2 頭のチンパンジー（Pen, Popo）の結果
b.チンパンジーの破裂（閉鎖）子音の知覚
そこで次に破裂子音について詳しく検討した（Kojima et al.,1989）
。自然・合成日本語
破裂子音の知覚を同じ反応時間法で調べた。いずれの場合も有声・無声の区別は明瞭で、
チンパンジー、ヒト共にもっとも重要な要因になっている。これは Miller & Nicely(1955)
などのヒトの結果と一致する。一方調音場所については、無声の合成破裂子音のみが、口
11

腔内の解剖学的な位置が MDSCAL 平面上に再現されていた（図 11）。
チンパンジーにとって、
有声・無声の区別に比べて調音場所の区別は難しく、長い反応時間が必要だった。それゆ
え調音場所は重要な要因になり得ないのだろう。

図 11 合成破裂子音の弁別。3 頭のチンパンジー（Pen, Popo, Pan）とヒト（NH）の結果
c.破裂子音のカテゴリカル知覚
最後に破裂子音におけるカテゴリカル知覚について述べる。カテゴリカル知覚はヒトの
子音に特徴的であり、その処理には音声言語特有のメカニズムを必要とし、ヒトのみが持
つと考えられてきた。それゆえ、動物にカテゴリカル知覚があるかを検討することは、言
語音の処理過程の理解、その進化を考える際の重要な知見を提供する。

図 12 A: 有声・無声[ga]-[ka]の合成破裂子音の区別の模式図。破裂（Noise）から声帯
振動（Buzz）までの時間が VOT。刺激番号 1 から 8 で VOT が異なる。F1, F2, F3 は母音の
要素のフォルマントの周波数と時間経過。B: 合成有声破裂子音[ba]-[da]の調音場所の区
別の模式図。調音場所は F2, F3 の変移部の出発の周波数で、8 段階で変化する。
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まずカテゴリカル知覚について有声・無声破裂子音を例にとり説明する（図 12 左）
。す
でに述べたように、有声と無声の破裂子音を分ける重要な音響的特徴は、破裂と声帯振動
の間の時間（voice onset time, VOT）である。無声子音では破裂が先行し VOT の値が大き
いが、有声子音では VOT の値が XX ms より小さい。VOT を体系的に変えて破裂子音を合成
しそれを同定させると、ある VOT 値を境に急激に有声子音から無声子音へと変化する（同
定実験）
。すなわち有声子音と無声子音のカテゴリーに別れる。これらの合成破裂子音を対
にして弁別させると、対を構成する破裂子音の VOT の差が同じであっても、その対が同一
カテゴリーに属する場合は弁別が難しいが、カテゴリーを跨ぐ場合は容易である（弁別実
験）
。これをカテゴリカル知覚、音素境界効果という（図 13）
。

図 13 有声[ba]と無声[pa]にみられる音素境界効果。左：同定、右：弁別実験模式図

図 14 左：有声[ga]と無声[ka]の破裂子音、右：調音場所が口唇[ba]と歯茎[da]の破裂子
音の弁別でみられた音素境界効果。実線はチンパンジー、破線はヒト。
霊長類にカテゴリカル知覚や音素境界効果があるかは、マカク属のサルを中心に検討さ
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れている。有声・無声破裂子音の間のカテゴリカル知覚は Waters & Wilson (1976)がアカ
ゲザルで、/ba/-/pa/、/ga/-/ka/の同定実験を行っている。また Kuhl & Padden(1982)は
アカゲザルで、/ba/-/pa/、/da/-/ta/、/ga/-/ka/の弁別実験を行った。Kojima et al.(1989)
は１頭のチンパンジーで、/ga/-/ka/の弁別実験を行った。これらの研究は、マカクザルや
チンパンジー（Pen）の有声・無声破裂子音の弁別がカテゴリカルであり、音素境界効果も
あることを示した（図 14 左）
。
調音場所の相違をつくりだすもっとも重要な音響的特徴は、後続する母音の第２、３フ
ォルマント変移部の出発の周波数である（図 12 右）。/b/、/d/、/g/の順序でそれは高くな
る。出発点の周波数を体系的に変えて破裂子音を合成し、その知覚がカテゴリカルである
か検討されている。Morse &Snowdon (1975)はアカゲザルで、/bæ/-/dæ/-/gæ/の弁別を心拍
の変化で検討した。その結果、カテゴリカル知覚の存在を示唆する結果を得た。Sinnott et
al.(1976)はブタオザル、カニクイザル、ベルベットモンキーで、/ba/-/da/の弁別を行わ
せた。この研究ではカテゴリカル知覚はみられなかった。Kuhl & Padden (1983) はアカゲ
ザルで、/bæ/-/dæ/-/gæ/の弁別を行わせ、音素境界効果を得ている。一方、Kojima et
al.(1989)はチンパンジー（Pen）で/ba/-/da/の弁別を行わせた、やはり音素境界効果をみ
いだした（図 14 右）
。また Sinnott らや Kojima らは、ヒトの破裂子音の知覚がこれらの霊
長類よりも優れていることを示した。
このようにヒトやヒトの言語音に特徴的と考えられていたカテゴリカル知覚が、ヒト以
外の霊長類にもあることが明かとなった。

図 15 文脈効果の説明。この例ではフォルマント変移部の長さが典型的な[ba]（刺激 1、
16 ms）から[wa]（刺激 11、66 ms）に移行する刺激で、後続する母音の長さを変え、音節
全体の長さを 296 ms（長）と 80 ms（短）にした。これらの刺激をヒトに同定させると、
長い刺激では音素境界が[wa]の方へ移動する。
d.文脈効果
14

文脈効果も広い概念である。破裂子音[ba]と半母音[wa]の弁別を例にとり、音声知覚に
おける文脈効果を説明する。この両音素を区別する音響的特徴はフォルマント変移部の長
さ（勾配）であり、ここにおいてもカテゴリカルな知覚がみられる。ところで両音素の境
界は後続する母音の持続時間（音節全体の長さ）という文脈によって異なる。図 15 にある
ように、ヒトの場合音節の持続時間が短いと境界は[b]の方に、長いと[w]の方に移動する
（Miller & Liberman,1975）
。
筆者の類似した刺激（フォルマント変移部 16 ms-64 ms の 13 刺激、音節の長さ 80 ms, 296
ms）を用いた研究によると、チンパンジー（Pan）は、境界の値はヒトと異なるものの、カ
テゴリカル知覚、文脈効果を示した（小嶋、1993、Kojima, 2003）
。図 16 左は刺激 1（[ba]）
と X 軸の刺激を対にして弁別させた時の miss rate、すなわち違いを見逃した率である。
長い刺激（点線）では[ba]と同じと判断される傾向が強い。図 16 右は X 軸にある刺激対で
弁別させた時の miss rate で、値が小さいほど弁別がよいことを示す。長、短両刺激にお
いて、V 字的は傾向があり、もっとも小さな値を示したところが音素境界であり、カテゴ
リカル知覚を示している。また、長い刺激では境界が右（[wa]）方向に移動しているのが
分る。すなわち、文脈効果がみられた。

図 16 [ba]から[wa]に移行する刺激系列を用いたチンパンジーの文脈効果の実験結果。左
は刺激 1（[ba]）を標準（背景）刺激とし、他の刺激と弁別させた結果。長い刺激では[ba]
と判断される傾向が増える。右は刺激系列内の刺激対で弁別させた結果。V 字型のカーヴ
で示される音素境界が、長い刺激では[wa]方向に移動している。
3.ヒトのはなし言葉の知覚
われわれが日常使っているはなし言葉の意味内容を、ヒト以外の霊長類は理解している
のだろうか。この問題は、他に様々な手がかりがあるために、信頼のおけるデータを得る
ことは容易でない。すでに半世紀になるが、Kellogg 夫妻はチンパンジーと自分の子供を
９カ月一緒に育て、様々な実験、観察を行った（Kellogg & Kellogg, 1933）。その中に、
はなし言葉の理解が含まれている。チンパンジー（Gua）は、
「ここへおいで」、「ドアを閉
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めて」
「
、ママのところへ行きなさい」
といった 58 の文をあたかも理解したように行動した。
一般にチンパンジーは、他のより下等なサルと同様に、聴覚刺激に基づいて反応を分化
させるのが容易でない。しかしボノボ（ピグミー・チンパンジー）では事情が異なるよう
だ。最近この希少な類人猿によるはなし言葉の理解が、他の要因の影響を注意深く排除し
た条件下で、Savage-Rumbaugh らによって検討されている（Savage-Rumbaugh, 1987）。単
語の理解については、合計 194 の語のうち 109 は完全に理解しており、また 40 の語は４回
のうち３回は適切な行動がみられた。また多くの２語文、３語文も理解されている。この
研究はまだ進行中であり、今後の成果が期待される。これらの研究者は、ボノボがヒトの
音声を模倣すると述べており、もしこれが事実とすると、極めて興味深い知見である。

4.種特異的音声の知覚
ここでは種特異的な音声の知覚の実験室における研究を紹介する。フィールドでのプレ
イバック実験を含む諸研究については稿を改めたい。原猿の研究はまだ行われていない。
a.新世界ザル
新世界ザルについては、Symmes & Newman(1974)がリスザルの isolation peep の弁別を
研究している。課題は Go/No-Go タイプの回避学習である。まず２つの peep の弁別を形成
し、つぎに刺激強度、長さ、ピッチさらには音声の一部分を除去したものを提示し、どの
ような成分、要素が弁別の手がかりになっているかを検討した。興味深いことに、リスザ
ルの isolation peep の知覚には、その音声の前半 1/3 に含まれる情報が重要であった。同
じリスザルで Hupfer et al.(1977)は同種の音声とそれ以外の音声、音の間の弁別を検討
した。手続きは Go/No-Go タイプの弁別で、他個体との接触が強化刺激である。弁別は成立
したが、この研究の目的は聴覚皮質切除の影響を検討する点にあるので、それ以上の細か
い分析は行われていない。
b.旧世界ザル
旧世界ザルについては、Petersen et al.(1978,1984)、Zoloth et al.(1979)がニホンザ
ルを中心に、ブタオザル、ボンネット・モンキー、ベルベット・モンキーでニホンザルの
種特異的な音声 coo の知覚を AX 法により検討した。この音声には FM のピークが音声の前
半にある early high coo と、後半にある late high coo があり、機能的に異なる。この２
種類の音声の弁別は、他のサルに比べて、ニホンザルでは容易であった。一方同じ音声を
機能的に意味のないピッチに基づいて弁別させると、ニホンザルの成績は他のサルよりも
悪かった。これらの研究は、コミュニケーションに使用される種特異的な音声の処理には
特殊な系があり、それはヒトと同様に左半球に存在するとした。
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May et al.(1988, 1989)は同じニホンザルの上記２つの coo の弁別を、合成音などを使
用しつつ、同様な方法で検討している。最初の研究では AM、FM、各倍音の重要性が検討さ
れた。その結果 early high と late high の弁別には AM は重要でない、重要なのは FM の主
要な傾向で、FM のピークはそれによって決まる、そして基音はあまり重要でなく、それよ
りも第２、３倍音を合わせたものが重要である、との結論を得た。続く研究で上記の early
high と late high coo の弁別は、ヒトの破裂子音の知覚と同じように、カテゴリカルであ
ることが同定、弁別実験の両面から示した。しかし各倍音の重要性について、小嶋（1987）
は基音がもっとも重要であるとの結果を得ているので（図 17）
、今後さらに研究が必要で
あろう。

図 17 2 頭のニホンザルの coo 音の弁別。
基音と第 4 倍音までを合成した（左）
。元（original）
の音声の弁別後に基音、各倍音で転移をみた結果、基音で最も転移が大きい（右）。
Owren(1990a,b)はベルベット・モンキーの２種類の警戒音の知覚を AX 法で検討した。こ
のサルでは捕食者によって警戒音が異なることが知られている。実験ではヘビとワシに対
する警戒音を弁別させた。これは複数の個体の警戒音へと容易に汎化した。つぎにこの弁
別に主要な役割を果している特徴が何であるかを、合成音を用いて検討した。特徴として
音源波形、スペクトル・パターン、連発する要素の時間的なパターンが選択され、両者の
警戒音でどのように異なるかが調べられた。そしてたとえばヘビの警戒音の音源波形とス
ペクトルをもち、ワシの警戒音の時間的なパターンをもつ警戒音が合成された。このよう
な合成音がヘビを指示するものとして知覚されるか、それともワシを示すものとして知覚
されるかを調べた。それによりどの特徴が警戒音の知覚に重要であるかが決定された。そ
れによるとスペクトル・パターンがもっとも重要であった。
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c.類人猿
Berntson & Boysen(1989)は白色雑音、チンパンジーの威嚇音（bark）、警戒音（hoo）
、
不快な音声（scream）の心拍への影響を検討した。チンパンジーの乳幼児では、威嚇音の
みで心拍の増加がみられたが、その他の刺激では心拍は減少した。威嚇音による心拍増加
は被験体の年齢には関係なく、またオランウータンではみられないことから、このような
音声は種特異的、生得的で特殊な知覚メカニズムにより処理されると考えられた。
Kojima (1992, 2003) はチンパンジーの母音的な音声 grunt の弁別実験を行った。その
前にチンパンジーの grunt を F1-F2 図上に表示する（図 18、表 1）
。

図 18 チンパンジー幼児の母音的音声 grunt を F1-F2 図上に表示したもの。菱形は[u]、
小四角は[u]と[o]の間、三角は[o]、小丸は[a]と聴こえたもの。Lieberman et al. (1972)
との比較のため、フォルマントの値を 1.7 で割ってある。
表 1 チンパンジーgrunt の音響特性。[ ]*は筆者に聴こえたことを示す
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実験はかれらが利用する周波数成分の同定を目指した。そのためにディジタル・フィル
ターで基音、倍音、フォルマントを個別的に除去し（図 19）
、元の音声と弁別させた。除
去された成分が元の音声の知覚に重要なら弁別は容易になり、重要でないなら弁別は難し
くなる。2 頭のチンパンジーで弁別させた結果、第１フォルマントやそれを構成する周波
数の低い成分、特に FO (H1)と H2 が重要であった（図 20）
。この図は[o]と聴こえる grunt
の結果であるが、[u]、[a]でも同じ傾向だった。

<ORG> <F1> <H2->

図 19 [o]と聴こえた grunt の元の音声<ORG>と第 1 フォルマント（第 3 倍音まで）を残し、
第 4 倍音以上を除去した音声<F1>と、第 2 倍音のみを除去した音声（<H2->）の音響分析。
左がソナグラム。元の音声とフィルターで成分をされた音声を弁別させた。
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図 20 [o]と聴こえた grunt の元の音声<ORG>と成分を除去された音声との弁別の結果。図
19 の音声と同じ音声。成分除去の音声の表示は図 19 を参照されたい。
チンパンジーの幼児は不快な時に whimper という音声を出し、不快の強さが増すと基本
周波数が高くなる squeak という音声に移行する（図 21）
。さらに不快さが解消されないと

図 21 whimper から squeak への移行。時間軸は編集してある。
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図 22 whimper の弁別

図 23 squeak の弁別
scream とよばれる長い泣き叫ぶ声になる。
whimper や squeak でもフィルターで成分音を除
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去し、元の音声と弁別させた。squeak では基本周波数が上がりかつ弱まり、第 3 倍音が強
い成分となっている。whimper（図 21 の刺激 1）と squeak（刺激 6）の結果をそれぞれ図
22, 23 に示す。その結果、whimper では grunt と同じように、低い周波数成分が重要であ
る。一方、squeak では低い周波数成分とともに、第 3 倍音のように強い成分もこの音声の
知覚に重要であることが分かる。この結果は、概ねニホンザルの結果と一致し、ヒト以外
の霊長類で共通する傾向かもしれない。
5．チンパンジーによる発声（話）者とその性質の同定
a.チンパンジーの音声による仲間の同定
声により発声者を同定することは、ジャングルなど視界のきかない状況では重要な機能
となる。これまで音声に個体差があることは知られていたが、それを利用して個体識別、
発声者同定を行っていることは実験的に確認されていなかった。Kojima et al. (2003)、
Kojima (2003) はチンパンジーの pant hoot, pant grunt, scream でこの点を検討した。
課題は音声を聴いて、仲間の顔写真を選択する聴覚－視覚の見本合わせ課題である。その
結果、チンパンジーは極めて優れた個体同定の能力を持つことを示した（図 24）
。

A

B
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C

図 24 1 頭のチンパンジー（Pan）による pant hoot (A), pant grunt (B), scream (C)に
よる発声者同定の結果。極めて成績がよい。
ここで被験体 Pan の結果が問題になる。彼女は聴いた声を自分の声と理解していたのだ
ろうか。この点を検討するために、未知の個体の声、顔写真を用いてその点を検討した。
Pan の声と写真、道個体の声と写真を対にした結果成績は低下したので、Pan は自分の声を
自分のものと分っていたことはない。また、未知個体と仲間の個体の声、顔写真を対にす
ると 100%の正反応率になった。この結果は対にされる個体の一方が既知であれば、未知個
体でも声－顔のマッチングができることを示している。すなわち、Pan は自分の声を自分
のものと分ってはいなかったが exclusion で高い正反応率をあげていたことになる。
また、pant hoot は多数の個体が参加してコーラス状態になる。自然の状態で録音した
duets、合成した duets で参加各メンバーを同定できるか検討した。その結果、Pan は問題
なく、参加メンバーを同定できた。予備的な研究では、trios でもメンバーの同定が可能
だった。
なお、pant hoot では最終の climax の成分に個体差が出やすいと言われている（Mitani
et al., 1996）が、climax 成分がない音声でも成績はよく、また、climax があっても、そ
の前に発声者の同定が行われた。
b. チンパンジーの音声による発声者の情動の知覚
Izumi et al. (2004) は pant hoot, pant grunt, food grunt, scream を聴かせて、こ
れらの音声を出している動画と別の音声を出している動画の間の選択をさせた。結果を図
25 に示す。図で baseline 条件では、聴覚見本音声を出している個体の動画と、別の個体
が別の音声を出している動画を対にして選択させた。この条件では個体に基づいて反応す
ることも、音声に基づいて反応することも可能である。音声と表情のマッチングができる
かは probe test で行われた。このテスト条件では音声を出している個体が両方の動画にで
てくる。一方は見本音声を出している時の表情、他方は異なる音声を出している時の表情
23

である。訓練の影響を排除するため、すべての反応に報酬を与えた。図にあるように、pant
hoot が見本刺激で（■）
、pant grunt の顔と対にされたときには成績がチャンスレベルに
落ちたが、他の音声が見本の場合は（△）は高い正答率だった。pant hoot と pant grunt
は表情が似ており、発声される場面も関連することが多いので、この結果になったと考え
られた。この条件以外では、声と表情のマッチングは可能で、発声者の情動状態も理解で
きている可能性がある。

図 25 pant hoot (HG), pant grunt (PG), food grunt (FG), scream (Scr)を見本音声と
した、表情との見本合わせの結果。■PH、△その他の音声。Izumi et al. (2004)を改変
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c. 音声による既知の人の同定など
チンパンジーが声で周りの人を理解しているかを検討した（Hashiya & Kojima, 2001;
Kojima, 2003）
。方法はチンパンジー仲間と同じように声－顔の見本合わせです。結果は図
26 にあるように同定可能だった。

図 26 声－顔写真の見本合わせによる話者同定。灰色のバーがその結果で、白いバーは視
覚－視覚のマッチングの結果。F: familiar, f: female, m: male。
また、未知の人で音声による性（男女）の同定を検討したところ、85%の正反応率だった。
以上の結果は、チンパンジーは音声で多くのことを理解していることを示している。

E.聴覚、音声知覚、発話
多くの動物では、その動物が発する音と聴覚の特性は一致する。たとえば Suga のヒゲコ
オモリの聴覚系の一連の研究は、かれらがこだま定位に使用する周波数の処理に、他の周
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波数に比べて、はるかに広い抹消ー中枢領域が関与することを示した。また音声知覚と発
話が密接に関連することは、音声知覚の運動説が示すように、従来より注目をあつめてき
た。
ヒトの音声言語は非常に複雑な音響刺激であり、短時間の内に周波数や音圧が次々に変
化する。また周波数の比較的低い成分が重要である。ヒトの聴覚系はこのような言語音の
処理に対応する特性を持っているだろうか。またサルの聴覚系はそれぞれの種の発する音
声の処理に適した特性を持っているのだろうか。
ヒトとその他の霊長類の聴覚特性を比較した結果は、次のように要約される（小嶋、
1990；Kojima, 2003）
。聴感度については、i.原猿からマカク、類人猿、ヒトになるにした
がって、高音への感度は低下する。ii.低音への感度は原猿で低く、マカクや類人猿ではヒ
トと同じか、ヒトよりも劣る。iii.ヒトでもっとも感度のよい中程度の周波数帯で、新、
旧世界ザル、類人猿の感度が低下することがある。i については音源定位との関連が問題
にされている。ii、iii については、ヒトの音声言語との関連が示唆されている。
弁別閾に関しては、強度、周波数、FM 音、持続時間のいずれをみても、ヒトは他の霊長
類よりも閾値が低い。筆者の実験によると、類人猿はヒトとマカクの間に位置した。これ
らも、ヒトの音声言語が音響的にきわめて複雑であることと関連すると思われる。
聴覚と発話について。上記のように高音への感度は音源定位に関係し、両耳間の距離が
短いほど、すなわち一般に頭部が小さいほど、高音への感度が優れている。頭部が小さい
ことは一般に声帯も短いことを意味する。声帯が短いと基本周波数は高くなるので、身体
の小さい動物が高音に鋭い感度を持つことは、音源定位のみならず、音声知覚面からも適
応的かもしれない。しかし、筆者らの研究では、ニホンザルもチンパンジーも、必ずしも
感度優れていない低い音声の成分に鋭敏だった。この点に関しては、低い成分が環境の影
響を受け難いこと、発声者の情動の状態を反映しやすいことなどから、かれらにとって重
要な成分であると考えられる。逆にヒトでは、頭部が大きく、声帯は長く、したがって音
声の基本周波数は低い。長い声道を持ち、[i]、 [e]など高い第 2 フォルマントの母音を発
話する。そして、それらを聴き分けられるように、音声で使用される 4 kHz 以下の低い周
波数帯域に感度がよいのだろう。
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