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一原著論文一

ハシブトガラス (Corvusmacrorhynchos) による異なる顔写真からの

同一人物の識別とその記憶保持期間

安江健*・佐久間栄一・松津安夫

茨城大学農学部，稲敷郡阿見町 300四 0393

*Corresponding au也or.E-mail address: tyasue@mx.ibaraki目ac.Jp

要約

ハシブトガラスによるヒトの個体識別の可否とその記憶保持期間を明らかにする目的で，野外で捕獲し

た 19羽の個体にヒトの顔写真に対する 4者択ーの弁別試験を実施した.個体識別の可否を調べる試験 1

では，予め学習させた男性(正刺激)を含む4人の男性顔写真を用い，顔の向きを変えたり帽子，眼鏡な

どを着用したりした同じ4人の中から特定人物(正刺激)を選択させた.続く試験2では 19羽中の 16羽

を 1，3， 6ヶ月間の非供試期間にそれぞれ振り分け，各期間後に試験1と同じ4名の正面顔写真からの弁

別試験を実施することで，特定人物(正刺激)の顔に対する記憶保持期間を調べた.どちらの試験も最初

の試行で正選択した個体数割合が， 4者択ーで偶然に正解できる確率(25%)よりも二項検定で有意に高い場

合に識別が可能と判定した.試験1の結果から，カラスは男性4人の正面顔から特定人物の識別が可能で

あり，帽子を被ったりサングラスを装着したりした正面顔からでも特定人物を識別できた.一方，顔の向

きが変わったり，帽子，サングラスとマスクを同時着用した場合にはカラスは識別できなくなった.続く

試験2の結果から，これら一度覚えたヒトの正面顔は半年間覚えている可能性が示された.

キーワード:ヒトの個体識別，長期記憶，顔写真，顔の向きと装着品，ハシブトガラス

緒言

我が国ではカラスによる被害が大きな社会問題

になっており，特に農産物への被害は 2010年度に

おいて 22億 9千万円(農林水産省生産局 2012)

と甚大であるが，学習能力の高さから防除方法が

確立されていないのが現状である.各地で有害鳥

獣駆除による捕獲や射殺が実施されているが，そ

の実態は容易ではない.特に近づかなくては駆除

できない銃器による駆除の場合はハンターが顔を

覚えられてしまい，服装を替えたり変装したりし

ても見分けられて次回からの駆除が難しくなると

いう話(唐沢 1996)や，攻撃してくる人聞に対し

てはその人物が外に出てきただけで飛び去るとい

う話(杉田 2004a) が経験的に報告されている.

しかし，カラスにおいてこれらヒトへの個体識別

力とその記憶力を明らかにした研究は極めて少な

し¥

杉田 (2004b)はヒトの正面顔写真を用いて 2，4，

8， 15人の中から正刺激である特定の人物を弁別さ

せた試験を行い，ハシプトガラス (Corvus 

mαcrorhynchos) が特定のヒトの顔を識別できるこ
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とを示唆している.しかしこの実験では一旦覚え

た特定人物の顔を記憶し，その人物による異なる

顔写真からもそのヒトを識別できるのか，すなわ

ち特定人物の個体識別がどこまで可能なのかにつ

いては言及されていない.また Marzluffら(2010)

は，野生アメリカガラス(Corvω brachyrhynchos)が

捕獲・翼帯装着といった忌避的処置を受けた際の

処置者の顔を群衆の中から識別できることを報告

したが，実験の遂行上通常のヒトの顔とは異なる

ラパーマスクを着用して忌避的処置を実施してお

り，通常のヒトの顔をどこまで個体識別できるか

は不明である.従来経験的に語られてきたカラス

によるヒトの個体識別力を，どこまで、似通ったヒ

トの中から特定人物を識別できるのかといった観

点から科学的に検証することは，上記の様な駆除

対策を有効化・効率化するために必須で、あると考

えられる.

またカラスには貯食の習性があり， 100箇所にも

隠、した食べ物の場所を翌年も覚えているという話

(今泉と今泉 2004)や，一旦危険と判断した人間

が縄張りに入ると翌年も攻撃する場合がある(柴

田 2007)など，長期記憶に関する逸話が数多く存
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在する.杉田の研究(杉田 2004b) でも，ハシプ

トガラスは40日ほど全く刺激提示をしない非供試

期間があっても一度学習した図形は覚えており，

ヒトの顔写真の場合でも 3週間は記憶していた.

加えて上述のラパーマスクを被って忌避的処置を

施した試験 (Marzluffら 2010) では，少なくとも

2.7年間はそのマスクを記憶していた.これら一旦

覚えた特定人物の顔の特徴をどの程度記憶できる

のかという情報も，有効な駆除対策の確立には必

須であると考えられる.

そこで本研究では，ハシブトガラスによるヒト

の個体識別の可否とその記憶保持期間を明らかに

する目的で，予め学習させた男性(正刺激)を含

む4人の男性顔写真を用い，顔の向きを変えたり

帽子，眼鏡などを着用したりした同じ 4人の中か

ら特定人物(正刺激)を選択させる弁別試験を実

施した(試験 1).その後 lム6ヶ月間，顔写真を

全く見せない非供試期間を設け，再度同じ4名の

男性顔写真から特定人物(正刺激)を選択させる

弁別試験を実施することで，特定人物(正刺激)

の顔に対する記憶の保持期間を調べた(試験 2). 

材料と方法

1.供試動物と飼育管理

本研究では，茨城県阿見町内の耕作放棄地で

2010年2""5月に捕獲トラップ(3X4X3m)によって
捕獲したハシブずトガラス 19羽を供試した.供試し

た個体は口腔内の色素沈着の程度(塚原ら 2012)

から全て 1""2歳の若齢と見られる個体であり，雌

雄は不明であった.カラスを民で捕獲することに

際して，茨城県の「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の

採取等の許可J(第 22030049号)を受けた.

捕獲したカラスは茨城大学農学部附属フィール

ド科学研究センター内の飼育小屋 (5mX5mX2.5

m)で全羽を群飼し，試験はそこから約 500m離れ

た別の試験小屋へ被験個体を l羽ずつケージで移

動して行った.飼育小屋は土の床，石および止ま

り木があり，自然光が入る環境だ、った.試験や事

前の訓練のために試験小屋に移動する個体は前日

の午後から絶食としたが，それ以外の通常の飼育

時には朝，タに十分量のドッグフード:ビタワン

(日本ベットフード)と，精肉庖から廃棄される

生肉(豚・牛)を与え，水は常時飲める状態とし

た. 供試したカラスの飼育管理および実験時の取

り扱いについては全て茨城大学動物実験委員会の

認可を受けた(承認番号 106号)• 

2.試験環境

全ての試験は本学部キャンパス内の室温 25
0
Cに

保たれたプレハブ内で、行い，試験に供されている

問，カラスは餌を制限されたが水は自由に飲むこ
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とが出来た.試験部屋は窓から太陽光が入る環境

であり，明暗周期は自然光に依存した.

Fig.lに試験部屋内の配置を示した.試験が開始

されるまで，カラスは待機ケージ (ImXlmX 1m ) 

に1羽ずつ入れられ，試験はテストケージ (ImX

lmX 1m)で、行った.待機ケージとテストケージは

繋がっており，実験者による暗幕越しの遠隔操作

でカラスから見られないよう仕切り板の閉鎖と開

放が操作できた.テストケージ上方に設置したカ

メラを通して，実験者は被験個体に見られること

なくモニター上でカラスの行動を観察できた.テ

ストケージには 4つの餌箱と 1つの水曹が設置し

てあり，各餌箱にはカラスが簡単に持ち上げるこ

との出来るフタがついていた.カラスはフタを持

ち上げずに餌箱の中を見ることは出来なかった.

カラスは晴乳類や他の鳥類よりも嘆覚が劣る可能

性が示唆されている (Yokosukaら 2009)が，嘆覚

による選択の可能性をなくすためにどの餌箱から

も餌の匂いがするようにした.具体的には穴を開

けたタッパーに報酬である生肉を入れ，全ての餌

箱に配置した.カラスはタッパー内の報酬を摂食

することはできなかった.餌箱のフタはクリアケ

ースとなっており，自由に写真の入れ替えが出来

るようにした.

|Waiti将司e I lr静
Food 
box ' Operator 

Fig.1. Arrangement of the waiting and test cage， 

and the food boxes in the experimental room. 
The size of waiting and test cage was 1 x 1 x 1 m 
each. The size of experimental room was 
5x5x2.5m 
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餌箱には全てのフタを同時に閉じる覆いが設置

してあり，待機ケージとテストケージ間の仕切り

板と同様，被験個体から見えない場所から実験者

によって覆いの開聞が遠隔操作出来るようになっ

ていた (Fig.2).訓練時や試験時にカラスが誤選択

した場合にはこの覆いを直ちに落とすことで，誤

選択時の報酬の摂食を防止した.訓練や試験時に

成功報酬として用いた餌は通常飼育時と同じ生豚

肉とし，餌箱選択への意欲が維持されるように l

試行当たり 3g程度とした.

3.顔写真の作成

訓練および試験を通して，本研究では実験者(捕

獲者でもあり飼育者でもある)以外の男性4人と，

訓練時のみ女性 2人の計 6人の 日本人学生(20・25

歳)の顔写真を使用した(Fig.3). これらの人物はす

べてカラスにとって新規な人物であった.写真は

イアリングや化粧をしていない状態で撮影し，男

はひげを剃った状態で撮影したが，髪形や服装に

は制限をかけなかった.写真は撮影後，フリーソ

フトであるPhotoscape3.2で顔部分のみをトリ ミン

グしたものを 10.2X 13.5cmサイズで現像した.

現像した写真は A6サイズ (10.5x14.8 cm)の白い

画用紙に貼った.写真を貼ったこの画用紙を餌箱

のフタ上のクリアケースに入れてカラスに提示し

た.なお，鳥類においてヒトの顔を弁別させる研

究では写真画像を PC上で加工して提示する場合

が多い(例えばTrojeら 1999，Bogaleら2011)が，

本研究では実際の応用場面を想定し，顔の向きや

装着品を実際に変えて撮影した写真を用いた.ま

たFig.3では白黒で表示されているが，実際には全

てフルカラーの写真を使用した.

4. 実験方法

4-1 剛|化と司11練

試験に先立ち，試験環境への順化として全ての

個体を試験部屋内のケージ(Fig.l)で個別に 2~3 日

間飼育した.この期間中，待機ケージとテストケ

ージは自由に往来できる状態とし，餌箱のいずれ

かひとつに餌を配置して自由に摂食させたが，カ

ラスは他の餌箱も自由に調べることができた.餌

の入っていない餌箱を選択しても覆い(Fig.2)は閉

まらず3 餌がなくなった時点で別の餌箱に餌を配

置することで，全ての餌箱に対して順化を行った.

餌の入れ替えは暗幕背後で、行ったため，カラスは

どの餌箱に餌が入っているのかを蓋を持ち上げず

には分からなかった.なお閉[1化の期間中は餌箱の

フタには写真を一切入れなかった.

次いで試験実施のための訓練を 2段階で実施し

た.まず訓練 Iとして写真と報酬の関係を学習さ

せた.餌箱の 1つに正刺激とする男性正面顔写真

を，その他の 3つの餌箱には写真を貼っていない

白紙の画用紙をセットし(Fig.3上段の Training1 )， 

写真のある餌箱にのみ餌を入れ，その餌箱を選ん

だ場合のみ餌が得られることを学習させた.最初

の 1試行目は写真のある餌箱から餌を発見するま

で行い，カラスに全ての餌箱を自由に調べさせた.

2試行目以降の手順は負刺激が白紙であること以

外は実際の試験と同様にして行い， 20試行から成

るセッションを 1日当たり 1セッションを上限に

個体ごとに実施し， 75%以上の正解率(二項検定

Pく0.0001)を 2セッション連続で達成するまでセ

ッションを繰り返した.この基準に達成した時点

で学習が成立したとして訓練 Iを終了した.

Fig.2. <??ver board of food boxes and the operation method. An operator opened the cover board by 

p.ullin~ ~he rope (A) when trial was started. Once crow chose th'e wrong food box， cover board was 
closed immediately. 
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【Traini勾 period】

τraining 1 

【Facialdirection】

⑥Hat + sunglass + mask 

Training n 

②45
0 

right 

⑤Hat + sunglass 

Fig.3. Facial photographs used in the training and experiments. The circied photo was used as correct 
stimuli through training and experiment for ali crows. The facial photographs with their original color 
were actualiy used in the training and experiment. 

続く訓練Eでは， 4枚の顔写真から正刺激である

1枚の顔を選択することを学習させた.訓練 Iと同

じ正刺激を用い，負刺激には別人の顔写真を用い

た(Fig.3上段の Trainingn).同性のみからよりも弁

別が行いやすいように， 2名の女性顔写真を新規の

男性の顔写真 1枚とともに負刺激とし，手順は実

際の試験と同様に行った.すなわち写真の組み合

わせは変えぬまま，写真の配置は 1試行ごとにラ

ンダムに並べ替えた.訓練Eにおいても訓練 Iと

同じ達成基準で学習が成立したとして訓練を終了
した.なお，これら訓練時や以降の試験時を通し

て，全ての被験個体に対して同ーの男性 (Fig.3の

Oで固まれた人物)の同じ顔写真を正刺激として
用いた.

4・2.顔写真による個体識別試験(試験 1) 
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動|化と司11練が終了した 2010年 5'"'"'12月の 8'"'"'17

時の間に個体当たり l日上限 1セッションの弁別

試験を 1羽ずつ実施し， 4つの顔写真から正刺激

である特定人物の顔を 4者択ーで選択させた.正

刺激を選んだ場合は「正選択Jとして餌を摂食で

き，それ以外の負刺激を選んだ場合は「誤選択J
として直ちに覆いが閉まってその試行が終了する

という手順で実施した. 5分以内に餌箱を選択し

ない場合には「選択せずJとし，この場合も覆い

を閉じてその試行を終了した.

試験 1では，訓練で学習させた正刺激の人物の

顔を，向きの異なる顔(Fig.3中段の Facialdirection) ， 

帽子などの装着品を着用 した顔 (Fig.3下段の

Accessories)から選択させた.具体的に課した課題

は①同性4名の正面顔 (Fig.3中段の Front)，②同

じ4名の右向き 45
0

の顔(Fig.3中段の 45
0

right)， 
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③右向き 90
0

の顔 (Fig.3中段の 90
0

right) ，④同

じ4名の帽子を被った正面顔 (Fig.3下段の Hat)， 

⑤帽子とサングラスを着用した正面顔 (Fig.3下段

のHat+ sunglass)，⑥帽子，サングラスにマスクを

着用した正面顔 (Fig.3下段の Hat+ sunglass十

mask) からの選択の 6つであり，これらの課題を

①から⑥の順番で実施した.各課題において全て

のカラスは同じ 4枚の写真を提示されたが， 4枚

の写真の配置は 1試行ごとにランダムになるよう

意図的に配置した.餌箱の写真交換と餌の補充は

全て暗幕背後の，カラスから見えない位置で行っ

た.

動物の学習を利用して視覚刺激聞の弁別能力を

判定した多くの研究では，通常 10"-'20回の試行か

ら成るセッションを複数回実施し，統計的に有意

な正解率(通常は 70"-'80%) に達したセッション

が連続する場合に弁別が可能と判定する

( Blakeman と Friend 1986， Entsu ら 1992，

Sappington と Goldman1994， Kendrick ら 1996，

RehkamperとGor1ach1997， TanidaとNagano 1998， 

Koba と Tanida2001， Phillips と Lomas 2001， 

Rybarc勾rkら 2001，Hallら 2003).本研究でも上述

の様に訓練時には 75%以上の正解率(二項検定で

Pく0.0001) を 2セッション連続で達成した場合に

訓練(学習)が成立したと判定した. しかし複数

回の試行を繰り返すこれらの手法ではセッション

中に新規な視覚刺激に対する再学習が起こる可能

性を否定できず，一旦覚えた個人の顔の特徴を記

憶し，その情報を基に顔の向きや装着品を付けて

視覚的条件を変えた新規な写真からでも同一人物

を識別できるか(つまり個体識別の可否)を調べ

る本試験では適切ではない.そこで本試験では，

各課題提示後最初の 1試行目で正選択できた個体

数が， 4者択ーでの選択で偶然により正解する確率

よりも有意に多い場合に，カラスが以前の情報を

基に同一人物を識別できた可能性があると判定し

た.つまり識別できたかどうかの判定は個体毎で

はなく，供試個体群全体で評価した.また，提示

後最初の 1試行目で誤選択した場合でも，それが

新規課題の弁別自体が困難で、あったためである可

能性もあり得る.そこで本試験では，上記の「最

初の 1試行目での反応」に加えて訓練時と同様の 2

セッション連続で 75% (p<O.OOOl)以上の正解率

を「弁別達成基準(Discriminationcriterion) Jとして

設定した.つまり本試験では，課題ごとに最初の 1

試行目の反応のみで個体識別が可能かどうかを個

体群全体として判定するが，試験自体は 1日1セ

ッションを上限に最大 10セッションまで継続し，

弁別達成基準に達するまでのセッション数を弁別

自体の困難さの指標として個体毎に測定した.ま

た10セッション以内に弁別達成基準に達しない個

体はその課題の弁別自体が困難と判断し，より情
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報量が少なく困難と考えられるそれ以降の課題に

は供試しなかった.なお，これら以外の実際の実

験手順は訓練時と同様で、あった.

4・3.特定人物の顔に対する記憶保持期間試験

(試験2)

試験 1の終了後に 3羽の個体が死亡したため，

試験 1で用いた 19羽中の 16羽を用い， 2010年 9

月""2011年 1月の 8""17時の間に記憶保持期間を

判定する試験 2を実施した.試験 1の最後のセッ

ション終了からそれぞれ 1ヶ月， 3ヶ月， 6ヶ月間，

全く顔写真を見せない非試験期間(通常飼育期間)

を設け，その期間の後に試験 1と同じ手順で弁別

試験を実施することで正刺激に対する記憶の保持

を判定した.試験 lでの成績に偏りが出ないよう，

16羽を 1ヶ月(n=5)，3ヶ月(n=7)， 6ヶ月(n=4)の非

試験期間に割り当てた.結果として，試験 1でど

の課題においても 1試行自に正解できなかった個

体は 1ヶ月に 1羽， 3ヶ月に 1羽が含まれた.また，

試験 1の 6つの課題中 5つ以上で 1試行目に正解

できた個体は 1ヶ月に 1羽， 3ヶ月に 1羽， 6ヶ月

に2羽含まれた.

それぞれの非試験期間後に試験環境への再馴化

を，餌箱に餌を入れないこと以外は試験 1の馴化

時と同様に 1日間のみ実施し，その後試験 1で用

いたのと同じ男性4名の正面顔写真 (Fig目3中段の

Front) から試験 1と同じ人物を正刺激として選択

させた.なお試験 1では，全ての個体がこの男性

4名の正面顔写真から特定人物(正刺激)の顔を

弁別できていた.用いた顔写真がこの男性4名の

正面顔写真のみで、あったこと以外，実験の手順は

試験 1と同様であった.刺激提示後最初の 1試行

目を正選択した個体数割合が偶然よりも有意に多

い場合に，個体群としてカラスがそれぞれの非試

験期間中も記'憶を保っていたと判定した.

4-4 データの取り扱いと統計解析

試験 1において弁別達成の判定基準に用いた正

解率は，正選択回数/総試行回数として算出し，

個体識別が可能と判定された個体数割合を 11試行

目で正解した個体数/その課題や期間に供した個

体数」として両試験で算出した.これら識別可能

個体数の割合において， 4者択ーにおける偶然の確

率(25%)からの有意差について二項検定により判

定した.また試験 1で測定した「弁別基準に達す

るまでのセッション数」については， 1元配置の

分散分析とチューキー検定を用いて課題間での平

均値の差を検定した.

結果

馴化では全ての個体が 3日以内に全ての餌箱か



Table 1. The number of the session needed to reach to the discrimination criterion (75% correct choice x 2 consecutive sessions) for experiment 1 
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ら餌を採ることを学習した.訓練 IとEでは，誤

選択をした場合に即座に餌箱の覆いが閉まること

に強し、警戒を示す個体が多く見受けられたものの，

最終的には全ての個体が学習を完了した. 75%以

上の正解率を 2連続セッションという学習達成基

準に到達するまでに費やした平均セッション数±

SDは訓練 Iで 5.8:t2.0セッション，訓練Eで 5.6

:t l.8セッションであった.

試験 1で課した 6つの課題に対する弁別自体の

困難さを， 75%以上の正解率を 2連続セッション

とし、う弁別達成基準に到達するまでに費やしたセ

ッション数として個体毎，課題毎に Table1に示し

た.つまりこの数値が大きいほどカラスにとって

弁別自体が困難な課題であったことを示している.

また「帽子を装着した顔」において 1羽の個体

制0.17)が， ["帽子とサングラスを装着した顔」にお

いてさらに l羽の個体(No.13)が 10セッションで

は弁別基準に到達せず，以降の課題からは除外さ

れた.従って Table1の平均値と標準偏差は「顔の

向きj に関する課題はいずれも 19羽， ["帽子とサ

ングラスを装着した顔Jが 18羽，および「帽子と

サングラスとマスク装着の顔Jが 17羽分の値であ

る.個体や課題により変動が大きいものの，平均

値では正面顔に比べて右向き 45
0

や 90
0

ほど，帽

子のみに比べてサングラスやマスクを追加装着す

るほど費やしたセッション数は多くなり，特に「帽

子+サングラス十マスクJは「正面顔」よりもセ

ッション数は有意(P<0.05)に多かった.

Table 1には，試験 1で実施した 6つの課題にお

いて最初の 1試行目で正解できたかどうかも個体

ごとに網掛けで示しである.全ての課題で最初の l

試行目に正解した個体が 2羽存在した(No.12，21) 

一方で，どの課題でも最初の 1試行目で正解でき

なかった個体も 2羽 (No.13，17)存在し，この 2

羽は課題の弁別自体ができず試験途中で除外され

た.

最初の l試行目から正解できた羽数割合(つま

りTable1の網掛けの割合)を Fig.4に示した.半

数近く (47.4%)の個体が男性4人の正面顔から事前

の訓練で弁別した特定人物を 1試行目から選択可

能であり，この羽数割合は偶然正解を選択できる

羽数確率である 25%よりも有意(P<0.05)に高い値

で、あった.すなわち，訓練で用いたのと同じ正面

顔であれば，カラスは 4名の男性の中から特定の

個人を識別できる可能性が示唆された.一方，右

向き 45
0

と90
0

というように顔の向きが変わると

1試行目に正解した羽数割合はそれぞれ 26.3%と

36.8%に低下し，偶然正解を選択する確率との聞に

有意差はなくなった.帽子を被った正面顔の場合

は 84.2%，帽子を被った正面顔にサングラスを加

えても 55.6%の個体が偶然よりも有意(どちらも

P<O.OI) に多く 1試行目に正解し，正面顔であれ

ば帽子やサングラスを着用しでもカラスは特定個

人を識別できる可能性が示唆された.一方で、，さ

らにマスクを加えると 1試行目で正解できる個体

数は 35.3%に減少し偶然正解し得る個体数との

聞に有意差はなくなった.

非試験期間後に実施した試験2において，最初

の試行で正選択した個体数割合を Fig.5に示した.

1ヶ月後では 5羽中 4羽(80%)の個体が， 3ヶ月後

では 7羽中 5羽 (7l.4%)の個体が 1試行目で正解

し，偶然正解し得る個体数よりも有意(P<0.05)に多

くの個体が正解した.一方で、 6ヶ月後では4羽中 2

羽 (50%) と，偶然正解し得る個体数との間に有

意差はなくなった.試験の実施上 6ヶ月には供試

羽数が 4羽と最も少なく，偶然正解する確率との

聞に統計的有意差は検出できなかったものの，一

旦覚えた正面顔であれば少なくとも半数の個体が

半年間は特定人物の顔を記憶できる可能性が示唆

された.

考察

試験 1における各課題の弁別自体の困難性を示

す「弁別基準に達するまでのセッション数J(Table 

1)の結果から，正面顔よりも顔の向きが変わった

り装着品が増えたりするに従って，すなわち目鼻

口といった情報が変化したり少なくなるに従って

弁別自体が困難になることが示された.このこと

は「帽子」と「帽子+サングラスj の課題におい

てそれぞれ l羽ずつの個体が 10セッション以内に

弁別基準に到達できなかった(Table1)ことからも

示唆される.一方，以前に覚えた情報を活用して l

試行目から正解できた個体数割合の結果(Fig.4)で

は，単なる正面顔よりも帽子を被った正面顔や帽

子とサングラスを着用した正面顔でむしろ成績が

良く，必ずしも情報量の多さに応じた結果とはな

っていない.これには本研究の実施方法が大きく

関係している.本研究の試験 1では，供試個体数

の関係から同じ個体に連続して 6つの課題を課し，

しかも弁別自体の可否を検討するために 75%以上

の正解率を 2セッション連続で達成するまで試行

を繰り返した.つまり課題ごとに再学習の機会が

あったので，カラスが個体識別に用いた手がかり

は必ずしも訓練時に学習した正面顔での情報のみ

とは限らない.例えば，たとえ帽子やサングラス

を着用して情報量が少なくなったとしても以前に

経験した同じ正面顔の場合には，初めて4名の男

性正面顔から弁別する「正面顔」の場合よりも残

っている情報に類似点が多く， 1試行自での正解個

体数が多くなったものと考えられる.つまり本試

験における l試行目での正解個体数割合の結果は，

課題自体の弁別の困難性だけでなく，以前の課題
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て l試行目での正解羽数割合が大きく減少した

(Fig.4)ことから，本研究ではカラスが写真を「ヒト
の顔」として 3次元的に認識できていた可能性は
低いと考えられる.動物にとって「顔Jは個体識

の経験(つまり類似性)とそれに伴う獲得情報の

影響を受けた結果であることに注意が必要である.
本研究の結果の解釈にはこの様な注意が必要で

あるが，少なくとも顔の向きが変わることによっ
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別に重要な要素であり，ヒツジや霊長類において

は「顔j に特異的に反応する脳細胞の存在も示さ

れている(例えばKendrickら 1996)ことから，カ

ラスが 2次元の写真から 3次元の「顔j をイメー

ジできる可能性もあり得ると考えて本研究では顔

の向きを変えた写真を識別させたが，偶然正解で

きる羽数よりも多くの個体が 1試行目から正解す

ることはなかった.

単なる画像上の物理的特徴を手がかりに識別し

ていたとして本研究の結果を考察すると，顔の向

きを変えることで 1試行自に正解できる羽数割合

は偶然でも正解可能なレベルとなったこと，およ

びすでに45
0

を経験した後の90
0

でも偶然より有

意に多くの個体が正解できるようにはならなかっ

たことから，顔の向きが変わることによって変化

する情報(例えば顔の輪郭や目鼻口といった内部

構造の配置，または肌色の面積など)を手がかり

に識別していた可能性が高い.また，同じ正面顔

であれば帽子やサングラスの着用は個体識別を不

可能にはしなかったことから，少なくとも髪の毛

(へアースタイルや黒色の面積)や目(形状やそ

の配置)という情報は，識別にはそれほど重要な

手がかりではないことが示唆される.一方で，帽

子，サングラス，マスクと装着品が増加するほど l

試行目で正解できる羽数は減少し，帽子+サング

ラス+マスクの同時着用では偶然と同程度の個体

数しか正解できなくなったことは，肌の露出(つ

まり肌色の面積)を手がかりに識別していた可能

性を示唆する.鳥類であるカラスは卓越した色覚

(塚原ら 2012) を活用し，肌の色や「きめJを手

がかりに男女の顔写真を区別できることが報告さ

れている (Bogaleら 2011)が，本研究結果では常

に肌が見えていても顔の向きが変わると 1試行目

での正解個体数が減少したことから，肌の色や「き

めJ自体を識別の手がかりにしていた可能性は低

く，むしろその卓越した色覚により，肌色の面積

などを手がかりに識別していたものと推察される.

しかし本研究では実際の応用場面を想定し，写真

に加工を施して識別の手がかりを絞り込むなどの

処理を行わなかったことから， Iカラスがどんな情

報を手がかりに識別していたかJを明確にするこ

とはできない.加えて本研究では，これら顔の様々

な物理的特徴を供試個体間で統一するために，全

ての個体に同一人物の顔を正刺激として識別させ

た.それゆえ，上記の様に肌色の面積で識別して

いた可能性が高いと推察される本研究での結果も，

この特定の男性の顔を識別する場合であり，他の

人物の顔識別では別の手がかりを重視する可能性

もあり得る.カラスがヒトの顔の何を識別の手が

かりにしているかについては，手がかりを絞り込

むよう加工した顔写真を用い，より多くの供試個

体に個体毎に正刺激を変えて識別させる試験が必
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要と考えられる. しかし少なくとも本研究の結果

からは，装着品によって目鼻口や肌の露出度を下

げることは，カラスによるヒトの個体識別を困難

にするものと推察できる.

本研究の試験2の結果から， 3ヶ月までは統計的

に有意な個体数が， 6ヶ月では有意ではないものの

約半数のハシブトガラスが一旦覚えた個人の正面

顔を記憶できる可能性が示された (Fig.5).諸言で

も述べたように，たとえ通常のヒトの顔ではない

ラパーマスクを装着していたとはいえ最低 2.7年

間もその顔を記憶していたという報告 (Marzluff

ら 2010)や，仮に肌色の面積などを手がかりに個

体識別していた場合には，ハシブトガラスは色を

少なくとも 10ヶ月間は記憶できるという報告

(Boagleら 2012)から考えると，ハシブ?トガラス

がもっと長期にわたってヒトの顔を記憶できる可

能性は高い.ハシブトガラスのヒトの顔に対する

長期記憶についてはさらなる研究が必要で、ある.

本研究の結果を駆除対策の有効化の観点から考

察すると，猟銃による駆除時にハンターが実際に

行っている変装(唐沢 1996) もなかなか効果は得

にくいものと推察される.本研究の結果から，帽

子やサングラスとマスクといった通常可能な「変

装Jにより，顔を覚える個体数を減らせる可能性

が示された.本研究の結果は連続的に課題を提示

した場合の結果であり，何も装着していない場合

からいきなり帽子，サングラス，マスクを同時装

着した顔を提示した場合には識別できる個体数は

もっと少なくなることが予想され，その点では帽

子，サングラスとマスクの同時着用といった，手

がかりとなる情報を減らす「変装Jにより顔を覚

えられる可能性はかなり下げることができると思

われる.しかしカラスによる実際のヒトの個体識

別は顔のみで行っている訳ではなく，他にも服装

や姿勢，動作といった情報も手がかりになり得る

ことから考えると，同じハンターが識別されずに

カラスに近づくことは絶望的なように思われる.

むしろハンターにカラスが識別しやすい目立つ恰

好をしてもらい，田畑で日々作業する農家にハン

ターの恰好を「偽装j させてカラスを忌避させる

といった，カラスのヒト個体識別能力と記憶力を

逆に利用した防除法の方が有効なのかもしれない.
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カラスによるヒトの個体識別

Identification of human individuals from different facial photograph and 
its memory retention period by a jungle crow (Corvus macrorhynchos) 

Takeshi YASUEへEiichiSAKUMA and Yasuoお1ATSUZAWA

School of Agriculture， Ibaraki University， Ami， Inashiki， 300・0393，Japan 
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Summary 

In order to investigate the ability of identification and the memory retention period for the human .in 

jungle crows (Corvus mαcrorhynchos) ，wild-caught jungle αows (n=19) were tested to discriminate a 

correct human face from 4 facial photographs in the discrimination test consisted by some sessions of 20 
trials. In experiment 1 which investigated出eidentification ability， the crows were tested to choose a 
correct man企omthe 4 facial photographs in 6 tasks which differ among the facial direction (i.e.，企ont，
450right， 900right) and也ewearing some accessories (i.e.， hat， sunglass and m倒的.In也enext experiment 
2 which investigated the memory retention period for the human face，仕le16 of 19 crows were assigned 
into three non-experimental periods (1， 3， 6 months) and were tested to choose a correct man from the 4 
facial photographs as experiment 1 after each non-experimental period. In both experiments， when the 
population percentage of crows which chose the correct man in the first trial was significantly higher than 
the probability of the chance (25%) by binomial test，託 wasdefined that crows could ide凶命 thecorrect 
mans' face. From the results of experiment 1， the crow could identi命 thecorrect mans' face企omthe 4 
front face， and could also identi命thecorrect face企omthe 4 front face worn the hat and sunglass. However， 
crow became impossible to identi命thecorrect man when the facial direction changed or出eface wore the 
hat， sunglass and mask at the same time. From the results of experiment 2， it was suggested that crow could 
remember the correct mans' face for 6 months. 

Keywords: Identification for human， Long-term memoηT， Facial photograph， 
Facial direction and accessory， Jungle crow 
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