
動物心理学会  口頭発表

会場: West K001

（動物心理学会 発表奨励賞審査）

8月30日（水）9:00～11:30



座長：幡地祐哉（O-1～5），渡邉創太（O-6～10） 

 

O-1  9:00-9:15 

Reward value of conspecific infants in chimpanzees 

○川口ゆり・友永雅己（京大・霊長類研究所） 

Human studies revealed that “baby schema”, infantile features induce looking behavior and modulates 

brain reward system. These are supposed to lead to nursing. However, there are a few studies about 

cognition toward infant in non-human primates. We studied the reward value of conspecific infant in 

chimpanzees. We adopted a simple discrimination task. There were two types of trials: food reward trial 

and sensory reinforcement trial. In the latter the video clip of chimpanzee infant was played back after a 

correct choice and adult one after an incorrect choice. The results show that participants learned the 

discrimination of food reward pair but not video reward pair. However, most participants, especially 

middle-age and elder participants looked infant longer than adult. This may be because infant stimuli 

attract attention, but they are not so rewarding compared with adult one in chimpanzees. Another 

possibility is that conspecific video itself is rewarding and they do not care the age. 

 

O-2  9:15-9:30 

The Body Inversion Effect in Chimpanzees (Pan troglodytes) 

○Gao Jie・Masaki Tomonaga（Primate Research Institute, Kyoto University） 

Animals use bodies to explore and interact with the world. Humans’ body recognition is deteriorated by 

inversion. This inversion effect suggests configural body processing. Little is known about this in 

non-human primates. We tested seven chimpanzees using upright and inverted stimuli in 

matching-to-sample tasks to examine the body inversion effect. Exp. 1 used chimpanzee bodies and 

houses. Exp. 2 used intact bodies, bodies with blurred faces, and faces with blurred bodies. Exp. 3 used 

intact bodies, bodies without faces, only faces, and body silhouettes. Exp. 4 used intact bodies and 

scrambled bodies. They showed the inversion effect to all intact body conditions, indicating configural 

body processing. They also showed the inversion effect to faces with blurred bodies in Exp. 2 and to 

silhouettes in Exp. 3, suggesting the roles of faces and body contours in the inversion effect. No inversion 

effect was found in scrambled bodies, suggesting that they know about typical body structures. 

 

O-3  9:30-9:45 

Effect of distractor timing on localizing auditory source in chimpanzees (Pan 

troglodytes) 

○瀧山拓哉 1・服部裕子 1,2・友永雅己 1（1 京大・霊長類研究所，2 京大・野生動物研究センター） 

An ability to localize auditory source is frequently used in many animals in various contexts and 

considered important for the survival. To better elucidate the ability, we examined how the onset 

difference between distractor and target affected the ability in chimpanzees (n=5). After localization 

training, we played distractor sound prior to target. We analyzed how stimulus onset asynchrony (SOA 

0.5, 1.5 or 2.5 s) and the distractor affected accuracy. We found distractor main effect and 

SOA*distractor interaction were significant. Post-hoc analysis revealed chimpanzees had difficulty in 

localizing auditory source when distractor sound preceded target sound by 0.5 s. This suggests distractor 

played almost simultaneously (0.5 s SOA) caused dispersion in selective attention. Based on previous 

studies and given that humans often reciprocate during vocal communication, it might be possible that 

humans have superior ability to localize even with distractor sound during the short period. 



O-4  9:45-10:00 

The acoustic key for individual discrimination in Japanese macaques 

○古山貴文 （同志社大・研究開発推進機構, 生命医）・小林耕太 （同志社大・生命医）・力丸裕（東

京医療センター） 

The Japanese macaques have a species-specific vocalization called “coo call” to locate group individuals 

and maintain within-group contact. Monkeys are able to discriminate individuals based only on their 

vocalizations. However, the acoustic keys are still debated regarding how the fundamental frequencies 

(F0s) and filter characteristics of vocal tract properties (VTC) contribute to individual discrimination in the 

nonhuman primates. The purpose of this study was to investigate the acoustic keys used by Japanese 

macaques in individual discrimination. We trained two animals to distinguish the coo calls of two 

unfamiliar monkeys with standard Go/NoGo operant conditioning. Test stimuli were synthesized by 

combining the F0s and VTC from each monkey. As results, the reaction times to the test stimuli were not 

significantly different from those to the training stimuli that shared the same VTC. Our results indicate 

that VTC are necessary for individual discrimination by Japanese macaques. 

 

O-5  10:00-10:15 

Capuchin monkeys' (Sapajus apella) memory strategies depends on delay 

length: forgetting / remembering includes metacognitive processing of their 

memory trace 

○岸本励季・岩崎純衣・藤田和生（京大院・文） 

Flexibly changing information processing, based on information value and required cognitive resources, 

seems adaptive to animals in terms of cognitive parsimony. Non-human animals have been shown to 

engage in selective memorization. Therefore, animals should flexibly adjust depth of encoding and 

amount of effort to maintain the items to be used later in order to maximize benefit at least cognitive cost. 

The present study provided such an opportunity by informing capuchin monkeys how long the 

information should be remembered at different points; with-sample or after-sample. We thus 

investigated whether capuchins change information-processing depending on their expectation of 

upcoming delay lengths (4s vs. 16s). Results indicated that two monkeys adopted different strategies 

depending on whether encoding was controllable but that the third never did. We did same test with 

shorter delay (1s or 8s), still in progress. The final result will be presented in the conference. 

 

O-6  10:15-10:30 

Inequity Aversion in Squirrel Monkeys (Saimiri sciureus) 

○Bucher Benoit・Maxime Bourgeois・Kazuo Fujita（Department of Psychology , Kyoto 

University） 

Inequity aversion (IA), a negative response to an unfair division of resources, is supposed to be one 

mechanism maintaining cooperation in primates. However, the paradigm used to assess IA as well as the 

relationship between the participants tested, can greatly influence animals’ responses. Here, we tested 

squirrel monkeys, using an untested tray-pulling paradigm. Monkeys were tested in pair consisting of an 

operator and a partner, where the operator was the only individual able to pull a tray to deliver food to 

both participants. Different distributions of food between the participants as well as the latter’s social 

relationships were studied. We observed that females were less willing to pull the tray to reward their 

partner when the latter was an out-group individual. Contrary to previous findings, our results suggest a 

sex-, context- and social specific inequity aversion in squirrel monkeys. 

 



O-7  10:30-10:45 

Socio-spatial cognition in cats (Felis catus) 

○髙木佐保 1,2・荒堀みのり 1,2・千々岩眸 1,2・藤田和生 1（1 京大院・文，2 日本学術振興会） 

We asked whether cats responded more strongly when confronted with a physically impossible scenario 

using two speakers at a distance. One of two speakers (speaker 1) were located on the other side of the 

door to the room, and the other one (speaker 2) was located inside the room. Owner voices were played 

back five times, once every 2.5 sec. The sixth voice was either the owner’s or a stranger’s, from either 

speaker 1 or 2 depending on each condition. There were four conditions; OO double, OS double, OO 

single, OS single. In both double conditions, the voice was presented through speaker 2 whereas it was 

speaker 1 in single conditions. We coded whether cats showed alternative gaze (ear) from speaker 2 to 

speaker 1. Results showed that the number of subject who showed alternative gaze (ear) was more in 

OO double condition than OS double condition, suggesting that cats’ recognition of their owners goes 

beyond simple discrimination; they might have a spatial representation of the owner. 

 

O-8  10:45-11:00 

Experience of nearer future events may extend possible time horizon in 

anticipatory contrast in rats 

○西川未来汰・谷内通（金沢大・人間社会環境） 

Flaherty and Checke (1982) found that rats refrained from drinking a less preferable saccharin solution in 

anticipation of a more preferable sucrose solution given later. The purpose of the present study was to 

examine whether previous experience with shorter inter-solution interval (ISI) could extend possible ISI 

in anticipatory contrast in rats. Rats were given 0.15% saccharin solution first and then 32% sucrose 

solution after ISI. Control rats were given only with first saccharin solution. Rats showed reliable 

anticipatory contrast effect under ISI of 5 min. but not of 30 min. However, once rats showed reliable 

anticipatory contrast under 5 min ISI, such reliable anticipatory contrast was maintained even under 

extended 30 min. for a long period ISI in comparison with appropriate control groups. These results 

suggest that possible time horizon in anticipatory contrast situation in rats can be extended through 

previous experience with nearer future events. 

 

O-9  11:00-11:15 

Do fish see face: the first implication for face-viewing in fish 

○堀田崇・川坂健人・佐藤駿・幸田正典（大阪市大院・理） 

ヒトや霊長類では、顔によるコミュニケーションが発達している。このような種では「顔」には多くの情報が含

まれており、他個体を見るとき、体の他の部分に比べてより顔を注視することが知られている。従来、顔による

コミュニケーションはヒトや霊長類のみで進化してきたと考えられてきたが、霊長類以外の社会性ほ乳類や鳥類

でも「顔」は多くの情報を含んでいるということが報告されている。しかし、霊長類以外の動物が「他個体をど

のように見るか」について調べた研究はなく、「顔」が体の他の部位と異なり特異的に知覚されているかどうか

は明らかになっていない。そこで本研究では、顔の模様を用いて個体識別を行うことが知られているカワスズメ

科魚類 N. pulcher を対象に、魚類も「顔」に注目するのかどうかについて検証実験を行った。その結果、霊長類

と同様に、魚類も「まず顔を注視する」こと、「顔を注視する回数が多く、合計注視時間も長い」ことが分かっ

た。魚類における「顔」に注目し何度も顔を確認しているというこの結果は、霊長類以外の動物においてはじめ

ての報告であり、顔によるコミュニケーションが魚類においても進化していることを示唆している。 

 



O-10  11:15-11:30 

Aberrant responses to the biological motion of CAPS2 knockout mice by 

conspecifics 

○渥美剛史 1・井手正和 1・佐野良威 2・篠田陽 3・古市貞一 2・和田真 1（1 国立障害者リハビリテ

ーションセンター研究所，2 東京理大，3 東京薬大） 

We analyzed how mice respond to the biological motion (BM) of CAPS2 KO mice, a model of 

autism-spectrum disorders (ASD). Previously, we presented BM of wild-type mice and its control movie 

to subjects simultaneously, then WT mice spent longer near the latter one, but ASD mice did not. In the 

present study, WT did not show the discriminative response to the BM of ASD mice. Results suggested 

motion traits caused by the abnormality in model mice modulates orienting responses of normal 

individuals. 

 



動物行動学会  映像発表

会場: East K011

9月1日（金）13:30～15:30



O-11  13:30-13:45 

カブトムシ成虫の Bark-carving behaviorの再考 

：成虫の大アゴの三次元ギア（歯車）構造 

市石航 1・島田新平 1・藤井告 2・本林隆 1・○阿部広明 1（1 東京農工大・農, 2 九大・遺伝資源） 

カブトムシの成虫は Bark-carving behavior といわれる樹皮などを削る行動を示す。この行動は、これまで頭部

の先端にあるクリペウスと呼ばれる突起状の部分で行われるとされていた。しかしこの行動を詳細に観察したと

ころ、木を削る行動は主に「大アゴ」で行われていることが明らかとなった。しかもカブトムシの成虫の大アゴ

は、木を噛んで削るのではなく、その先端にひっかけて削るような構造に発達していた。さらにその大アゴは、

右側を開くと左側も開き、右側を閉じると左側も閉じるというように完全に連動していた。その連動は、大アゴ

の後方が特殊なギア（歯車）構造になっているためであった。ギア構造を破壊すると、大アゴは弱い負荷でも関

節から外れてしまった。このギア構造により、大アゴの片方にかかる負荷を、もう片方の大アゴに伝達し、それ

により負荷を分散していると考えられた。 

 

O-12  13:45-14:00 

ドローンを用いた三角西港でのスナメリ観察 

○榊原香鈴美 1・森裕介２・森村成樹 2・幸島司郎 1（1 京大・野生動物研究センター, ２京大・野生

動物研究センター・熊本サンクチュアリ） 

日本近海では多くのスナメリ（Neophocaena asiaeorientalis）が目撃されており、航空機・船上目視のトランセ

クト調査や受動的音響モニタリングにより、分布密度・季節変化・繁殖期など多くの生態が明らかにされてきた。

本研究では新たな手法として無人航空機ドローンを用い、熊本県三角西港のスナメリの観察をおこなった。2017

年 2 月上旬および 3 月下旬から 5 月下旬に、1.3km2 の海域を、天候のゆるすかぎり毎日日没前２時間の観察を

おこなったところ、31 日中 28 日スナメリを発見することができた。発見頭数は日によってさまざまだったが、

最大同時撮影頭数が 11 頭以上となる観察日が 40%におよび、最大観察頭数は 37 頭だった。これまで、群れ頭

数が増加するとされる食物資源が豊富な時期の採餌時間帯であっても 11 頭以上が一度に観察される頻度は低か

った。そのため十分検討されてこなかったスナメリの集団や社会性についての詳細な分析が期待されている。本

研究では、基本的な発見頭数の比較に加え、非常に大きな魚群とともに撮影された複数個体の採餌行動の特徴な

ど、ドローン撮影により得られた行動データをこれまでの生態情報とともに考察する。またこれらの手法の有用

性についても議論する。 

 

O-13  14:00-14:15 

オオサンショウウオ幼生の生態に迫る！：野外調査と暗視カメラによる解析から 

○清水則雄（広島大・総合博物館）・桑原一司（日本オオサンショウウオの会） 

国の特別天然記念物であるオオサンショウウオ Andrias japonicus の繁殖行動や成体の分布・生態についてはこ

れまで多くの報告が成されている。しかし、幼生に関する報告は少なく特に野外における幼生の孵化後の動態に

ついては情報が極めて少ない。本種の保全を考えるうえで、その生活環の未解明部分である幼生の動向を明らか

にすることは極めて重要である。 我々の調査チームは、2012 年から 5 年間にわたり、広島県東広島市豊栄町椋

梨川にて幼生がどのように巣穴から巣立ち、離散しているのかを調査してきた。これまで、のべ 1,347 頭の幼生

を確認し、幼生の巣立ちやその方法、離散方向、離散期の隠れ家、幼生の食性等を野外調査から明らかにしてき

た。また、近年では人工堰堤が幼生の流下を著しく阻害し、用水路に数多くの幼生が引き込まれ死滅している可

能性も見えてきた。 本発表では、赤外線暗視カメラによる幼生の巣立ちの映像を紹介するとともに野外調査か

ら見えてきた幼生の生態を報告・検討する。 

 

 



O-14  14:15-14:30 

キアゲハの縄張り争いは雌雄認識行動である 

○竹内剛（大阪府大院・生命環境）・藪田慎司（帝京科学大・生命環境）・高崎浩幸（岡山理大・理） 

様々な種のチョウの雄は配偶縄張りを持ち、同種の雄が飛来すると、２頭がお互いを追いかけ合う。従来、この

行動は持久戦モデルで理解されていた。最近、チョウの縄張り争いは、飛翔中の相手の性が分からない雄同士が、

求愛のためにお互いに追いかけ合う行動だとする誤求愛説が発表された。本研究は、配偶縄張りを持つキアゲハ

を材料に、誤求愛説の妥当性を検証した。 殺したばかりのキアゲハの雌雄、殺した後で化学物質を抜いた雌雄

を、モーターを用いて羽ばたかせたモデルを、縄張り雄に提示した。縄張り雄は殺したばかりの雌雄に対して強

く反応したが、反応の仕方が異なった。即ち、雄モデルに対しては頻繁に翅に触れたが、雌に対しては最初は翅

に触れた後、モデルの前後をホバリングした。化学物質を抜いたモデルに対しては反応が弱かった。 この結果

は、縄張り雄はまずモデルに触れて、相手が雌だと判断したら求愛飛翔を行うが、雄モデルの場合は判断が出来

ずに求愛飛翔に進めないことを示している。即ち、飛翔中の相手が雄の場合、相手の性が分からないまま確認を

続けようとすることになる。従来はその行動を持久戦と解釈していたが、誤求愛説で解釈する方が妥当である。 

 

O-15  14:30-14:45 

野外条件下におけるオカダンゴムシ Armadillidium vulgareの配偶行動 

○堤修一郎（横浜市）・佐藤俊幸（東京農工大・農）  

A.vulgare の繁殖行動に関しては、Mead（1973）による配偶行動の解析報告以来、多くの研究者による様々な

視点からの報告がある。Mead によれば、その配偶行動は ①雄がアンテナで雌の身体に接触する。 ②雌が受容

的であれば、雄は雌を背側から抱える。③雄は雌の背部に乗り、交尾する。また、嗅覚（化学刺激）が性的パー

トナーの認知には必須であることが、その後の研究で報告されている（Beauche and Richard, 2013）。しかし

ながら、それら報告では本種がいわゆる夜行性、土壌動物であることから野外での調査が難しく、行動の解析は

もっぱら実験室内で行われてきた経緯がある。今回、横浜市内個人宅庭という限定されたエリアであるが、本種

の配偶行動を屋外で調査する機会を得た。その結果、室内観察では報告されなかった行動や、その他いくつかの

知見を得たので、ビデオ結果と併せて報告する。 

 

O-16  14:45-15:00 

メスの交尾器切除が見られるギンナガゴミグモにおける、メスによる複数回交尾の拒絶 

○中田 兼介（京都女子大・現代社会） 

クモでは、ギンメッキゴミグモとキタコガネグモダマシの二種で、配偶行動の際にメスの交尾器が破壊され、そ

のことによりメスの複数回交尾能力が失われる（外雌器にある小突起である垂体が切除され、これにより交尾器

の結合ができなくなる）。これは父性を確保するためのオスの戦術であると考えられている。 さてギンメッキ

ゴミグモの近縁種であるギンナガゴミグモにおいても、野外で交尾器が破壊されたメスが見つかることから、ギ

ンメッキゴミグモと同様、交尾器破壊によるメスの交尾回数の制限が起こっている可能性がある。この可能性を

確かめるために、野外で採集してきたギンナガゴミグモの未交尾メスの網にオスを導入して配偶行動を観察し、

その後の交尾器の状態を確認した。その結果、ギンメッキゴミグモと比べて交尾器が破壊されている率は小さか

った。また、交尾器破壊の有無に関わらず、1 回交尾したメスに対して 2 個体目のオスを導入したところ、求愛

を行うオスに対してメスが攻撃を仕掛けることで、2 回目の交尾に至る例は稀であった。ギンメッキゴミグモの場

合、メスはオスの求愛を受け入れ交尾器の接触にまで至ることがほとんどであることと対照的な結果である。 

 

 

 



O-17  15:00-15:15 
ヤマヨツボシオオアリの交尾行動 
○丹羽あやか（東京農工大・生物制御）・庄司一貴（首都大院・生命科学）・小山哲史（東京農工大・

農）・佐藤俊幸（東京農工大・農） 

アリの女王は一生の早い時期にオスと交尾し、その際に受け取った精子をその後使い続ける。多くのアリ種では

交尾のため結婚飛行を行うことから交尾行動の観察は困難な場合が多い。しかし、巣内交尾を行う種では、実験

室内において交尾観察が可能かもしれない。 そこで今回、巣内交尾が示唆されているヤマヨツボシオオアリを

用いて、実験室内において交尾行動の観察を行った。メスと出会ったオスは複数回前脚や触角でメスの羽や腹に

触れた後、羽を開いてメスの背に乗り、交尾を開始する。交尾中オスは左右の前脚を合わせ、中脚と後脚を開い

た状態で、自由に動き回るメスに引きずられている。交尾は約 20 秒続き、オスが生殖器を引き抜くことで終了す

る。ヤマヨツボシオオアリの女王には二型があることが知られており、今回オスの体サイズは目視による比較で

差異が見られた。本講演ではヤマヨツボシオオアリの交尾に関する一連の行動を映像で紹介する。 

 

O-18  15:15-15:30 
ウミガメ採餌におけるアカマタの多様な個体間相互作用 
○松本和将・森哲（京大院・理） 

一般的に、ヘビの儀式化された闘争（コンバットダンス）は、繁殖期に雄同士が雌を獲得する目的で行われると

されている。また、繁殖行動以外での個体間相互作用は、野外でほとんど観察されていないことから、ヘビは爬

虫類の中で最も社会性が乏しいとされている。しかし近年、中琉球に生息するアカマタ Dinodon semicarinatum

がウミガメの孵化幼体および卵を採餌する際、餌資源の獲得を目的に闘争することが示唆された。そこで今回、

沖縄島北部東海岸においてアカマタのウミガメ採餌について、定量的な調査を 3 年間行った。その結果、特定の

ウミガメの産卵巣に複数のアカマタが集中することで、多様な個体間相互作用が生じることを観察した。これら

は非常に多様で、孵化幼体および卵を他個体からコンバットダンスによって防衛する行動、攻撃を仕掛けるか否

かを相手個体によって区別する行動、他個体が食べ終えて去るまで後方で長時間待機する行動などがあった。こ

れらの行動は、社会行動と見なせる可能性があり、ウミガメ採餌というヘビの中でも特殊な採餌様式が社会行動

の獲得に関係していると考えられる。 



 

 

行動 2017 行動神経内分泌研究会【若手企画】 

 

 

日時: 9月 1日（金）16:00-17:45 場所: KOMCEE West K001 

企画: 佐野 一広（愛知医大）、菅野 康太（鹿児島大） 

 

 

行動 2017において、行動神経内分泌研究会（JSBN）若手シンポジウムを企画いたしました。

本シンポジウムでは、行動研究が現在どのように展開しているのかを知ってもらい、そして、

今後この分野がどういった方向に進んでいくべきなのかを考えてもらえる場を提供するべく、

異なる研究バックグラウンド・アプローチを持つ４名の若手研究者にご講演をお願いしてお

ります。行動研究の分野をリードする先生方のお話を、カジュアルな雰囲気でお楽しみくだ

さい。 

 

 

かたちと動きから解き明かす化学物質曝露の毒性メカニズム 

木村 栄輝（国立環境研究所） 

 

環境エンリッチメントによる行動と脳形態変化の経時的研究 

領家 梨恵（東北大学 加齢医学研究所） 

 

蛍光イメージング手法を用いた細胞機能の解明 

原田 一貴（東京大学大学院総合文化研究科） 

 

行動研究に適用する電気生理学的アプローチ 

佐々木拓哉（東京大学大学院薬学系研究科） 
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