小特集
ヒトと動物のコミュニケーション
私たちは動物に愛情を注ぎ，語り掛け，心を通じ合わせようとしますが，動物には，私たち人間の
気持ちがどのように伝わっているのでしょうか。今回は，気鋭の先生方に，身近な動物とのコミュ
ニケーションに関する最新の研究について語っていただきます。動物たちをより身近にいとおしく
感じてもらえるきっかけになると幸いです。

（漆原宏次）
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。京都
大学，同志社大学，佛教大学で非常勤講師兼任。専門は比較認知科学。
著書は『マンガでわかるねこの心理学』
（監修・共著，池田書店）など。
ペットフード協会の『全国犬猫
飼育実態調査』によると，現在日
本ではネコの飼育頭数がイヌの飼
育頭数を上回ったそうです。ネコ
は名実ともに，益々身近な伴侶動
物になりつつあります。本稿で
は，ネコとヒトとのコミュニケー
ションに関して，ネコがヒトの社
会的な手掛かりをどの程度読み
取っているのかという観点から，

図 2 視線手掛かり実験。ネコは
ヒトが視線を向けた容器を有意に
選択した。

ヒトが自分に注意を向けている

図 1 注意状態の理解の実験。ネ
コは視覚 + 聴覚条件で，顔をネコ
のほうへ向け，名前を呼ぶ人物を
選好した。

ことがわかる
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いと思います。
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他者の注意状態を推測する能力

好を示すことがわかりました。こ
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のことから，ネコも自分に向けら
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えで大きな意味をもちます。特

れた注意状態を理解している可能

に，相手が自分に注意を向けてい

性が示唆されました。

Pongrácz ら（2018） は， ネ コ
が二つの容器のうち，ヒトが視線

るのかを知ることは，コミュニ

ヒトが見ているところがわかる

を向けたほうを選択するのかを調

ケーションの第一歩といえるで

注意状態を示す行動の中でも，

べました（図 2）。その結果，ヒ
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物体に「視線を向ける」ことは， トが視線を向けた容器を統計的に

Ito ら（2016） は， 異 な る 演 技

ヒトのコミュニケーションにおい

有意に選択することがわかりまし

をする実験者二人のうちどちらか
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。その結果，視覚＋
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図 4 クロスモーダル統合実験の (a) 実験条件，(b) 実験に参加するネコ
（三方向から撮影）
図 3 表情の弁別実験。ネコは飼
い主が嬉しそうな表情のときに， を行ってみました（Takagi et al., ないようにみえて，想像以上に
より接近した。
under review）
。 こ の 実 験 で は， 我々の仕草を観察し，そこから社
ヒトの表情の違いがわかる

経験の違いによる差をみるため
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