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図 1 セキセイインコの発声の例。
げます。オウムやインコの中に 上下はそれぞれ異なるトリのコー
ル。縦軸は音高，横軸は時間，濃
は，個体それぞれが音響パターン
淡は音圧を表す（サウンドスペク
の異なるコール（単発の声：図 トログラム）
。縦軸の単位は kHz。
1）を後天的に獲得し，さらに， 右上の横棒の長さは 100 ミリ秒。
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ヒトとのよい関係が促すオウム
の発声模倣

物分類また進化の系統樹上では
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「綱」のレベルで異なるトリとヒ

これらの能力の関連を検討してい

オカメインコ（分類学的にはイ

トの間にも，ある種の温かな関係

る研究者もいます。模倣・同調は，

ンコではなくオウム：写真1）は口

が成立することを物質の量で示せ

コミュニケーションに密接に関わ

笛のような声で音楽のメロディを

るかもしれません。

り，心理学の大きな研究テーマの

真似るのが得意です（なお，ヒト

なお，米国には Alex という有

一つです。この点でも，オウムや

の口笛は声帯運動を伴わないので

名なヨウム（中型インコの一種） インコは優れた研究対象です。
おわりに

発声ではありませんが，オカメイ

がいました。ペッパーバーグ博士

ンコの声は発声です）
。私たちの研

は，長期にわたって築いた社会関

オウム・インコは社会性が高

究室でも，手乗りとして育てた雛 3

係により，Alex に多数の英単語

く，特に手乗りとして育てられた

羽がヒトによる口笛の演奏を真似

の音を模倣・使用させることに成

トリは，飼主との持続的な良い関

るようになりました。さらに，ヒト

功し，その認知について膨大な数

係を必要とします。そのため，飼

の演奏が始まると途中からそれに

の研究を発表しました。

主は，毎日エサ・水をあげ，清潔

加わり，タイミングを合わせて一

発声以外の行動の模倣や同調に

にすることに加え，カゴから出し

緒にうたうようになりました。これ

よるコミュニケーション

て遊ぶなど，トリとの適切なコ

には，メロディ全体を記憶し，聞

オウム・インコは，他のトリに

ミュニケーションをとる必要があ

いている音がその時間構造のどこ

つられて体を動かすことがありま

ります。さもないと，トリに心的

に位置しているのかを判断し，次

す。インコ間であくびがうつると

ストレスによる毛引きなどの望ま
しくない行動が生じます。

に出てくる音のタイミングを見計

いう研究報告もあります。私たち

らって発声器官を運動させるとい

の研究室では，ビデオ通話を介し

さらに，オウム・インコは長命

う一連の複雑な認知過程を要しま

た状況でも，セキセイインコ間に

で，50 年以上生きるものもいま

す。これまでに，このような「ユ
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2011；Seki & Tomyta, 2019）
。な
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お，野生のヤシオウムは，道具を
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これらを考え合わせると，オウ
ム・インコの仲間は，リズムに敏
感で，リズミカルな運動をコミュ
ニケーションに利用する性質を共
有しているのかもしれません。
このような行動の模倣・同調能
力と発声学習能力との関係につい

写真 1 オカメインコ

28

てはよくわかっていません。しか

ば，これだけ魅力的な伴侶動物，
また研究対象はそうはいません。
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