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一原著論文一

ヒト音声コマンドの膏素変化に対するイヌの反応

福津めぐみ・小河大輔

日本大学生物資糠科学部，藤沢市 252-0880

Corresponding author. E同mailaddress:白kuzawa.me伊 mi@nihon-u.ac.jp

要約

日常生活におけるイヌの役害IJの多様化に伴い、ヒトはイヌに様々な訓練を行うようになった。しかし、

訓練に用いるコマンド音の特徴的な変化とイヌの行動の関係を評価する研究が少ない。本研究では基礎訓

練を終了した成犬 4頭に対し、 3音業で構成される 2種類のコマンド fオイデj と「ハウスj の子音を変

化させて提示し、その音声コマンドに対するイヌの反応を評価した。コマンド fオイデj の子音変化に対

する平均反応スコアは、無処理のコマンドと比較して有意に低下した。さらに、提示されたコマンドに対

してイヌが反f，むを完了させるまでのタイムは、無処理のコマンドと比較して有意に遅かった。コマンド「ハ

ウスjの反応スコアならびにタイムは fオイデj と類似傾向を示した。これらのことから、コマンドによ

る差はあるものの、イヌは日本語の 3音素のコマンドにおいても音声の微妙な変化を認識できることが示

唆された。

キーワード:イヌ、皮応、音声シグナノレ

緒言

ヒトはイヌの能力を評価し、目的に適した方法

で生活に取り入れようとしており、家審化された

イヌ (Canisfamiliaris)がヒトとの関わりにおいて

果たす役割は、ヒトの生活環境の変化に伴い多様

化している。たとえば、 Young(1991)はイヌの声

符識射能力について研究し、障害を持っとトへの

介助犬としての適応の可能性について検討してい

る。また MoserとMcCulloch(2010)はニオイによ

るヒトのガン組織識別の可能性についていくつか

の研究結果を比較検討している。しかし、様々な

目的に応じてイヌをヒトの生活に取り入れるため

には、彼らの能力を評価するだけでなく、ヒトか

らの指示に正しく反応できるような訓練が必要と

なる。イヌの訓練は、ヒトから提示されたコマン

ドに対してイヌの反応が関連づけられていなけれ

ばならないが、言11練に用いるコマンドに対するイ

ヌの反誌に関する研究は少ない。

一般的にヒトの可聴周波数帯の中でのとトとイ

ヌの感受性は異なることが示唆されている

(He缶ler，1998)が、訓練は可聴域を考産、して行な

うのではなく、言葉に対する反応を評価する。

者らは、ヒトが明らかに認識できる音の特徴に対

するイヌの聴覚認知について行動学的手法を用い
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て検証を行なってきた。その結果、事前に機械に

録音したコマンドに対するイヌの学習を評価した

研究では、機械提示のコマンドに対する反応が通

常のコマンド提示に対する反応と比較して低下す

るものの、機械提示コマンドの学習は可能で、あっ

た (Fukuzawaら， 2005b)。また、 Viranyiら (2004)

も、イヌが機械提示コマンドに正しく反誌できる

ことを報告している。しかし、コマンド提示者が

イヌと対面して機械を用いてコマンドを提示する

場合にイヌの正しい反応を効果的に導き出すこと

を示唆しているものの、コマンドの提示条件の違

いがイヌの反応に5齢、影響を与えていた。さらに、

出生時よりヒトとの接触が制限された環境で飼育

管理されているイヌを対象にした研究では、訓練

初期段階のイヌはヒトからコマンドを直接提示さ

れることに強く依存している (Fukuzawaら， 2008)

ことが示唆された。また、ヒトの言葉の変化(例、

吉葉の音節や子音など)に対するイヌの反f，むを評

、価した研究では、イヌは 2音素で構成された 3撞

類の日本語コマンド(1コイ」パマテJ・「フセJ)

の前音節や後音節変化に対して感受性を持ってい

ること(福j塁 2000)だけでなく、 3音葉で構成さ

れる英語コマンド([" sitJ・["comeJ) の各音節変化

にも感受性を持っていること (Fl永田awaら， 2005a)

が示唆されている。そこで本研究では、 3音素で構
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成される β本語コマンド uオイデ」と「ハクスJ)

の子音変化に対するイヌの反応を行動学的手訟を

用いて評価した。

材料と方法

供試犬

日本大学生物資源科学部付属第一動物センター

内で管理している 3頭(ラブラドール・レトジー

パー、去勢オス 1頭;雑語、去勢オス、避妊メス

各 i頭)、ならびに一般家躍犬 1頭(ジャーマン・

シェパード・ドッグ、来避妊メス)の計 4頭(平

均 38‘6土25.6か月齢)を供試犬として用いた。動

物センター内で管理されている供試犬は、動物倫

理に充分な配慮、を払い、家庭飼育を想定した環境

で管理し、外部環境との接触ならびにとトとの接

触も制限しなかった。一方、家庭犬の実験自にお

ける取扱いは、動物センタ}内で管理されている 3

頭と間一の環境下に置かれたが、外部環境ならび

にヒトとの接触は制娘しなかっ・たO すべての供試

犬l士、ピトから 1m離れた所定位置で停鹿・待機す

ることができるように間一のトレーナー(女性、

20代)からトレーニングされていた。

トレーニングスペース

日本大学生物資、源科学部付属第一動物センター

内の一部(床寸法:3.7m X4.6m)を使用した。 ト

レーニングスペース内には実験者がコマンドを提

示する際に座るイス l脚と、ケージ (0.67mX 1.05 

m XO.75m)が lつ、記録用のビデオカメラ(ソニ

ー社、東京都)と三脚があった (Figure1)。

実験手)1頃

実験はトレーニングとテストで構成され、すべて

間ーの実験者(男性、 20代)によって行われた。

実験者は供試犬にリードとカラーを装着してトレ

ーニングスペースへ移動後 供試犬を落ち着かせ

1m 
一子

camera 

Figure 1. Schematic representaion of the 
commands presentation condition.τhe 
experimenter (trainer) sat on a chair to restrict 
body movements， wore black glasses to 
eliminate eye contact with the dog， and used 
recorded verbal commands presented via an 
equipment. 
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るためにジードを外し自由行動の時間を設けた。

供試犬が落ち着いた後に、実験者は供試犬を所定

の位量 (Figure1)に停座、待機させた。この後、

実験者は供試犬に対して各コマンド(rオイデ」ー

コマンド提示後、供試犬は 1m前方のイスに産って

いる実験者のもとへ移動する。実験者のコマンド

提示から 5秒経過しでもイヌが反応を示さなかっ

た場合には、その時点で終了とした。または fハ

ウスJーコマンド提示後、供試犬は 1m前方にある

スチーノレ製ケージに入る。このとき、尾を含む体

全体が完全にケージ内に入っていなければならな

い。実験者のコマンド提示から 5秒経過しでもイ

ヌが反Fむを示さなかった場合には、その時点で終

了とした。)トレーニング、を 3段摘に分けて(以下

トレーニング I、H、直とする)行なった。

トレーニング 1 供試犬を待機させた後、実験

者はイスに産り供試犬とアイコンタクトを成立さ

せ、 3秒後にコマンド(rオイデ」または「ハウスJ)

を提示する。

トレーニング狂一供試犬を待機させた後、実験

者は供試犬とのアイコンタクトを排除するために

黒色サングラスをかけイスに座り、その 3秒後に

コマンド uオイデj または「ハウスJ) を提未す

る。

トレーニング国一供試犬を待機させた後、実験

者はサングラスをかけイスに座る。あらかじめ録

音しておいた実験者の肉声コマンド(rオイデJま

たは fハウスJ)を再生する。コマンドの録音なら

びに再生には、 iPodnano (Apple社、アメリカ)を

使用し、コマンドの音声源を直接提示時と類似さ

せるために、スピーカ~(どクタ一社、神奈川県)

を実験者の口元付近に設置した。スピーカーから

コマンドを建示する音の大きさは、通常のコマン

ド提示時の実験者の声の大きさを基準にして 60~

70dBの範盟に設定し、各試行前に音の大きさを確

認した。録音したコマンドの再生音の大きさは、

デジタノレ騒音計(アズワン社、大阪府)を用いて

通常のコマンド音の大きさに準ずるよう調節した。

各トレーニングは、1セッション 40回(rオイデj

と「ハウス」各 20回)のコマンドをランダムに提

示した。各供試犬につき、 l日1セッション(午前

20コマンド、午後 20コマンド)とし、供試犬の様

子を観察しながら適宜休憩を入れた。実験者は、

供試犬が実験者から提示された各コマンドに対し

て、速やかで正しい反誌を示したら報酬(フード

1粒)を与えた。各コマンド 17/20回以上を学習

到達基準とし、基準到達後に次のトレーニング段

階に進んだ、。コマンド提示前に供試犬が動いた場

合は、実験者は供試犬を所定の位置に農し、{亭鹿・

待機させた。

トレーニングEの段階を達成した儲体に対して

コマンドの子音を変化させたテストコマンドを提
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示(以下、テストとする)し、そのコマンドに対

する反誌を評価した。コマンドはトレーニングE

開様、あらかじめ実験者の肉声コマンドを録音し

たものを提示した。テスト 1試行につきコマンド

を6回提示した。テストは以下の流れで実施した。

①通常のコマンド(rオイデ」または「ハウスJ)

を供試犬のコマンドに対する反応スコア 4

(Tab1e 1)が確認されるまで提示する(確認コ

マンド)

②①で提示したコマンドの子音を変化させたコ

マンド;rタウス」、「ハクス」、「ハウムj また

は fロイデ」、「オシデ」、「オイゲjのうち、 l

処理だけを提示する(テストコマンド)

以下、①(確認、コマンド)と②(テストコマンド)

を反復して各コマンドの子音変化コマンド 3処理

をすべて提示、この I連の流れを 1試行とした。

各コマンドにつき、あらかじめ提示順序をランダ

ムに設定した子音変化コマンドの組み合わせは 6

パターンであり、テストは、各コマンド (rハウスJ

または「オイデJ) につき 6試行(パターン)、計

12試行実施した。テストは午前 (9持から 12時)

と午後 (13時から 16時)に分け、午前に全試行の

うち 2試行(パターン)を、午後に 2試行(パタ

ーン)を提示し、計 3日間(各テスト日の間隔は 3

日以内)実越した。各試行における供試犬のコマ

ンドに対する皮応はピデオカメラ(ソニー社)に

録画し、テストにおける供試犬のコマンドに対す

る反応を 5段踏で評価した (Tab1e1) 0 

統計処理

各コマンドに対する供試犬の反応評価値(以下、

反応スコアとする)ならびにコマンド提示から皮

応を完了させるまでの時間(以下、反応タイムと

する)に対する子音変化条件、個体、反復を要因

として、分散分析 (ANOVA) を用いて解析した。

分散分析で有意な結果が見られた要因については、

Table 1 Response scores and their definitions 

Score 

T成 eyのスチューデント化した範囲検定により多

重比較した。

結 果

トレーニング

2種類の無処理コマンド「オイデJと「ハウス」

のトレーニングに要した全日数は各供試犬で異な

り、 31、34、40、46日だ、った。また、各トレーニ

ング段階における平均セッション数ごとSDは、トレ

ーニング Iは 6.25土0.94 トレーニングEは 3.25

土0.43、 トレーニング亜は 5.25土1.30で、あった。

テスト

コマンド fオイデJ: 

反応スコアに対する子音変化 (F[2，71]=3.15， Pく

0.001)の効果は有意であり、「ロイデJ(平均反応

スコア土SD=2.58土0.23)は「オイゲJ(3.50土0.23)

と比較して有意に低かった (Tukey，P < 0.05) が、

fオシデJ(3.21玄0.23) とは差が認められなかっ

た (Figure2)。また、反1芯スコアは個体 (F[3，71]=

3.15， Pく 0.001)ならびに皮復 (F[5，71]口 2.39，Pく

0.001)で、有意に異なったが、各要因の交互作用は

それぞれ有意で、はなかった。

コマンドに対する反応を完了させるまでのタイ

ムは処理 (F[1，143]= 36.69， Pく 0.0001)の効果が認

められ、無処理コマンドの平均反応タイム土SD

(2.24土0.13秒)は子音変化コマンド (3.35土0.13

秒)と比較して有意 (Tukey，Pく 0.05) に早かった

(Figure 3)。また、反応タイムに対する子音変化

(F[2，71]= 3.15， Pく 0.001)の効果は有意で、あり、

「ロイデJ(平均反応タイム士SD=3.90土0.28秒)

は「オイゲJ(2.85:t0.28) よりもタイムが遅かっ

た (Tukey，P < 0.05) が、「オシデJ(3.28 :t0.28) 
は他の子音変化コマンドと差が認められなかった。

Definition 

4 A complete and instant response to the command. 

3 

2 

A complete but delayed response to the command， with the delay to completion not 
exceeding 5 seconds. 

An incomplete response to the command; for example the dog may stop en route to 
the trainer during the commands. 

A nonspecific response to the command; for example the dog orients toward the 
tariner， raises a paw or wags its tail. 

o No response within 5 seconds of the command. 
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Figure 2. Means and SDs for the dog's response score for each experimental command alteration. 
The baseline response score to the true command was 4 prior to the introduction of the 
experimental command in all cases (a-b; Tukey， P < 0.05). 
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Figure 3. Means and SDs for the dog's response time (s) for ro-トDeJcommand (a-b， c-d; Tukey， P 
< 0.05) 

(2.98土0.11秒)は子音変化コマンド (3.92土0.11

秒)と比較して有意 (Tukey，P < 0.05) に早かった

(Figure針。また、反J;むタイムに対する子音変化

(F[2，71]=3.l5， Pく 0.001)の効果は有意で、あった。

察

これまでの報告(指揮， 2000; Fukuzawaら， 2005a)

考
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コマンド「ハウスJ: 

反応スコアに対する子音変化 (F[2，71]=3.15ラ p

く0.001)、個体 (F[3，71]=2.76ラ P< 0.001)、反復

(F[5，71]口 2.39ラ P< 0.001)の効果は有意だ、ったが、

各要毘の突互作用はそれぞれ有意ではなかった

(日伊re2)。
コマンドに対する反応を完了させるまでのタイ

ムは処理 (F[l，143]= 34.70， P < 0.0001)の効果が認、

められ、無処理コマンドの平均反応タイム土SD
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Figure 4. Means and SDs for the dog's response time (s) for rトlaベJ-SUJcommand (a田 b;Tukey， 

P < 0.05). 

同様に、子音を変化させたコマンドに対する反1芯

スコアは、無処理のコマンドに対する茂}芯と比較

して低下していたことから、イヌは 3音素で構成

された日本語コマンド音の変化を認識できると考

えられる。しかし、コマンド fオイデJならびに

fハウスj の子音を変化させたコマンドに対する

反応スコアは 2.58から 3.50であったことから、本

実験における供試犬は、3音素で構成されるコマン

ドの音素変化を弁別していたものの絶対的

を認識できていなかったと考えられる。その理出

として、3音素で構成される B本語コマンドの子音

変化に対する皮応スコアは高い傾向にあり、

が以前に報告した (Fukuzawaらラ 2005a)、英語コマ

ンドの子音変化に対するイヌの皮応スコア(1.31 

から 2.08) と異なる傾向にあった。通常の無処理

コマンドに対する正しい皮応と比較して、コマン

ド提示から反応するまでの反応運延やコマンドに

対する遂行時間の遅延やコマンド遂行中の不安定

な視線は反応、スコアが3と評価されている。一方、

コマンドの遂行は行われないが、コマンドに対し

てのわずかな皮応が認められると反応スコア 2と

評価されている。これら皮応スコアの差に影響を

与えた嬰因としては、コマンドに使用する言語種

類の語音特徴の違いと考えられる。ヒトの語音は

肺、気管、咽頭などを含む発声発語器官によって

生成され、さらに語音の音響パターンは先行音お

よび後続音によって護雑に変化する (Moore，1989)。

それゆえに語音は様々な音程、語調、和音から構

成され単純な弁)3IJ刺激ではないと考えられる。英
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語の発音はすべての音素が明確に発音されること

はなく、音の強弱がはっきりとしているが、日本

語の発音は…つひとつの音素を明確に発音する。

そのため、英語コマンドの音素変化はコマンド全

体の音の強弱を大きく変え、その結果としてイヌ

の反応スコアを低下させた。一方、日本語の音素

変化は一つひとつの音素の明確な発音により変化

はその音素のみに留まり、結果としてコマンド音

全体へ与える影響が小さく、イヌの反応スコアが

高くなったと考えられる。さらに、語音はコマン

ド提示者の性別や年齢、コマンド提示環境等に影

響を受ける。イヌのコマンドに対する反応には、

提示されているコマンドの使用言語が何であるか

は重要ではなく、提示される音とその音に対して

条件づけされた行動の関係が重要であるが、コマ

ンドに使用した言語の音響的特徴やこれら提示条

件の違いが反応スコアに影響を与えたと考えられ

る。

{子音変化と反応スコア}

コマンドトレーニングにおけるヒトからの非言

語シグナルの排除はイヌの反応に影響を与えるこ

とが未唆 (Fukuzawaら 2005b) されているため、

本実験ではトレーニング中のハンドシグナルやア

イコンタクト、さらに無意識的なシグナノレを排除

するために、コマンド提恭者はイスに座り、黒サ

ングラスを装着した。さらに、コマンド発声時の

感情や微妙なニュアンスの違いを生じさせないた

めに、あらかじめ録音したコマンドを用いてトレ
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ーニングした。ヒトは、録音・再生されている文

章中の一部の詩音が他の音によって置換されても、

その欠けている音が関こえているようであると報

告されている(Warren，1970)。ヒトとイヌの聴覚構

造は異なる (Lindsay，1999)が、本実験では 2番目

の音素を変化させたコマンドの平均反応スコア

(3.21 '"'-"3.42)が他の子音変化コマンドの平均反応

スコア (2.58-----2.96) と比較して高い償向にあった

ことから、3音素で構成されたコマンドの中央音棄

が変化しでも、前後の音素からそのコマンドを開

いたつもりになっていたのかもしれない。そして

これは、一つひとつの者棄を明確に発音する日本

語コマンドで顕著に現れたと考えられる。

しかし、コマンド「オイデJでは、 2番臣の子音

変化コマンド(皮応スコア 3.21)よりも 3番目の

子音変化に対する皮志スコア (3.50)が高かった。

これは、音響パターンが影響していると考えられ

る。語音「デ」や fゲ」のような音韻/cνやノダを含

む音の閤こえ方には語音の他の側面により決定し、

さらに音響的パターンの弁別には、その音の持続

期間や強さに影響を受けることが未唆されている

(Mooreラ 1989)0つまり、本実験において使用した

「デ (de)Jと「ゲ (ge)Jは、有声子音!dIと/g/の

音響的パターンの変動が小さく、その変化がイヌ

の音響的記憶に保持されなかったと考えられる。

[子音変化と反応タイム]

子音変化させたコマンドに対するイヌの反応タ

イムは、通常のコマンドを提示してから皮誌を完

了させるまでのタイムと比較して遅かった。これ

はコマンド「オイデ」と「ハウス」で認められ、

これら反応タイムの遅延は、提示されたコマンド

の音響的変化をイヌが弁別していたことを示唆す

る。一方で、、コマンド「オイデjでは、 3番目の子

音を変化させたコマンド「オイゲJ~こ対する反応
タイム (2.85秒)が i番母の子音変化コマンド「ロ

イデJ(3.90秒)よりも有意に早く、その反応タイ

ムは無処理コマンド「オイデjの皮応タイム (2.24

秒)と近似植を示した。このことは、「デ (de)J 

と「ゲ (ge)Jの音響パターンの変動が小さく、そ

の変化をイヌが認識困難で、あったという反応スコ

アの結果を支持している。

以上のことから、コマンドの音響的特徴による差

はあるものの、イヌは日本語の 3音素で構成され
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たコマンドにおいても音声の微妙な変化を認識で

きることが示唆された。このことは、多様な状況

下でコマンドを提示される作業犬において、あら

かじめコマンド音の変化を考麗した訓練を導入す

ることにより、コマンドの誤認識による作業の失

敗や作業意欲低下が妨げるかもしれない。しかし、

本研究に供試した頭数が少ないため、コマンド学

習に対する犬種の影響や、類似した音響パターン

で構成されたコマンド音素変化に対する反応につ

いてさらなる調査が必要である。
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Summary 

Since dogs are used for a wide variety of pu中osesby humans， it is very important to acquire 
knowledge about their perceptual and learning abilities. In this s加dyラ fourdogs (Canis familiaris) were 
trained to "0・I・De(“come"in English)" and "Ha-U-Su (“house" in English) reliably response to recorded 
commands. The experimenter (trainer) sat on a chair to restrict body movementsラ woreblack glasses to 
eliminate eye contact with the dog， and used recorded verbal commands presented via an equipment. 
Performance was low in all cases compared with the true command condition. The response score to the 
change of the consonant of command "0・I-De"has decreased compared with the true command. In 
addition， it was significantly slow at time from the presentation of the command to the completion of the 
response compared with the true command. A response score of command "Ha-U“Su" showed similar to 
"0聞 I-De"a tendency. Moreoverラ responsetime was compared with the true command and the consonant 
change command was slow. The results suggest that dogs might recognise a slight change in a Japanese 
command of three phonemes as well as the results of English commands 

Keywords : dog， responseラ verbalsignal 
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