
  
  ヒトの顔部分の隠蔽に対するイヌの反応

  誌名 Animal behaviour and management
ISSN 18802133
著者名 福澤,めぐみ

清時,華代
発行元 日本家畜管理学会
巻/号 49巻3号
掲載ページ p. 113-121
発行年月 2013年9月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



一原著論文一

ヒトの顔部分の隠蔽に対するイヌの反応

福j宰めぐみ・清時華代

日本大学生物資源科学部，藤沢市，神奈川 252・0880

Corresponding au血or.E-mail address:負Iku.zawa.megumi@nihon・u.ac.]p

要約

本研究では、 11頭(オス 5、メス 6頭;6から 78カ月齢)の健康なイヌを供試し、ヒトの顔部分の提示

変化に対するイヌの反応を評価した。実験者は各供試犬に対し未処理の顔(ノーマル)、顔全体を隠す(処理

1)、顔の一部分(目・鼻・口)を隠す(処理 2・3・4)、顔部分の倒立(処理 5)のいずれかを提示した。実験者

とイヌは向かい合い、その距離は 4mだった。実験の様子はビデオカメラで連続記録し、供試犬の行動を

観察した。ノーマルと処理 1""'-'5における各行動継続時間を比較した結果、その継続時間は処理によって

異なったが処理 1、4の接近後の立位時聞は有意に長かった。また各処理内における行動継続時間に異な

る傾向が認められた。これらの結果より、イヌはヒトの顔部分の提示変化を認識している可能性が示唆さ

れた。

キーワード:コミュニケーション、弁別、イヌ、ヒトの顔

緒言

動物が社会的な関係を形成・維持するためには、

効果的な情報交換が必要である (BradshawとNott，

1995)。効果的な情報交換とは、ある個体(送り手)

のメッセージの意図が的確に相手(受け手)に届

き、相手の行動に影響を与えることである。同種

聞の情報交換においては、情報の伝達手段が類似

しているためにお互いのメッセージを送受するこ

とが比較的容易に行なえるが、ヒトとイヌのよう

に異種動物の個体聞における情報交換はその種が

用いるメッセージの特徴が異なるため、同種の個

体聞における情報交換と比べると困難かもしれな
し、。

しかし、近年はヒトのコミュニケーションシグ

ナルに対するイヌの反応を評価する研究に注目が

集まり、ヒトからのメッセージをイヌがどのよう

に認識し、行動しているか明らかになりつつある。

たとえば、イヌはヒトの視線や頭の向きを参考に

食物が隠された場所を認識することができる (e.g.

Miklosiら， 1998; Soproniら， 2001) ことから、イヌ

のヒト視線に対する感受性の強さが示唆されてい

る。さらに、聴覚情報(イヌの名前を呼ぶ声)と

視覚情報(飼い主もしくは見知らぬヒトの顔)の

一致・不一致も認識することができる (Adachiら，

2007)。これらのことから、イヌはヒトがコミュニ
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ケーションに用いるシグナルに対して強し、感受性

を持つようになり、ヒトからの視覚的・聴覚的な

メッセージを効果的に処理で、きる能力が備わって

きていると考えられる。

ヒトが動物とコミュニケーションをとる際に用

いる視覚的なシグ、ナルの中でも、顔の情報はどの

ように認識されているのだろうか。たとえば、リ

スザノレとヒトを対象にした自種・他種の個体顔弁

別において、自種、他種ともに眼が手がかりにな

っていることが報告されており (NakataとOsada，

2008)、眼がその個体の顔の特徴として認識される

重要な部分であると考えられている。しかし、日

常生活においてヒトと緊密に関係しているイヌで

はヒトからの視線に対するイヌの感受性の強さが

報告されている (e.g.Miklosiら， 1998; Soproniら，

2001) ものの、ヒトの顔情報に対するイヌの反応

を評価した報告が少ない (e.g.Guoら， 2009; Racca 

ら， 2010; Nagasawaら， 2011)。これら一連の動物

(イヌも含む)におけるヒトの表情や顔の特徴変

化の弁別研究において、ヒトの表情や顔の特徴変

化の多くは写真や映像を用いて提示されている。

映像は常に同一レベルの刺激を対象個体に提示す

ることが可能であるが、弁別装置へ適応した個体

のみが対象となるだけでなく装置に対する適応レ

ベルに個体差が生じる可能性もある。また、イヌ
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とヒトが生活を共にする中で映像や 2次元的対象

物を介してヒトと動物がコミュニケーションをと

る状況は少ないと考えられる。そのためか、近年

はヒトと対面した時のイヌの反応を評価する研究

で実物のヒトが刺激として用いられている (e.g.

Wells と Hepper，1999; Vas ら， 2005; Horvathら，

2007) が、ヒトの顔情報に対するイヌの反応は検

討されていない。一方、実際のコマンドトレーニ

ングにおけるヒトからの視覚ならびに聴覚シグナ

ノレはイヌの反応に影響を与えることが示唆されて

いる (F叫ωzawaら， 2005)。さらにイヌは、コマン

ド提示者が感情的にコマンドを提示した際、その

感情がネガティブかポジティブかを区別すること

ができることが報告されている (Millsら， 2005)。

しかし、イヌのコマンドに対する反応とコマンド

提示者の顔の特徴変化に対するイヌの反応を評価

した報告がないため、本実験では、イヌと対面し

たヒトが自身の「顔」の一部分を変化させてから

コマンドを提示した際にイヌのコマンド遂行時間

に影響を与えるのか、またコマンドに反応した後

のイヌの行動に影響を与えるのか評価することを

目的とし、コマン ドに対するイ ヌの反応ならびに

コマンドに反応(コマンド提示者に接近)した後

のイヌの行動について検討した。

材料と方法

供試犬

健康なイヌ 11頭(メ ス6頭、オス 5頭 ;6から

78カ月齢)を対象とした。実験期間中において全

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

らびにヒトとの接触も制限しなかった。各個体の

コマンド「スワレ」、「マテ」、「コイ」に対する学

習レベルは同等であり、 4m離れた場所からヒ トが

思刻;£iJim1

コマンドを提示するまで、所定の場所で 「ス ワ

レj・「マテJの維持ができ、「コイ」のコマンドで

4m前方のヒトの場所まで移動できるように事前

に共通のトレーニングプログラムを受けた。

実験手順

本実験開始前に確認、セッションを設けた。確認

セッションでは、供試犬のコマンド「スワレj、「マ

テJ、「コイ」に対する反応を確認することを目的

とした。実験者 (20代、女性)は供試犬にリード

とカラーを装着して犬舎から実験スペースに移動

させた。実験スペース移動後、実験者は供試犬の

リードを外して3分間の自由行動の時間を設けた。

供試犬の探査行動が減少して落ち着いた行動(例、

座位や伏臥位など)が認められた後、実験者は供

試犬を所定の位置 (Figure1) に誘導してコマンド

「スワレ」、「マテj を提示した。その後、実験者

は供試犬の正面 4mの地点まで移動、供試犬と対

面しひざまずいた。実験者は供試犬が「スワレ」、

「マテ」の姿勢を維持していることを確認した後、

ノーマルの顔 (Figure2・a) でコマンド「コイ」を

提示し、供試犬を呼び寄せた。コマンド「コイ」

に正しく反応(実験者の元に移動)したときにの

み、報酬(フード l粒)を与えた。この一連の流

れを l試行とし、lセッション3試行連続して提示、

各供試犬につき 1日 lセッション実施した。確認

セッションは、 lセッション=100%(3試行連続正

しい反応)で終了した。コマンド提示者の無意識

的な合図を避けるため、いずれのコマンドもハン

ドシグナルや頭の動きなどの非言語、ング、ナルを排

除し、感情を伴わない発声を心がけた。

確認セ ッション終了後、本実験に移行した。本実

験では、イヌがヒトの顔の変化に対する感受性を

持っているのか、また、感受性を持っと仮定した

場合、ヒトの顔のどの部分なのかを評価するた

成る

ii刻…
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Fig. 1. The experimental setup. The dog was initi剖Iyrequired to“sit and stay" in the fixed area， 

and the experimenter then squatted in the opposite area and presented the “come" 
command. The dog's behaviour during and after approach were then observed 
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Fig. 2. Visual stimuli used in the test; a-Normal condition， b-Face hidden， c-Eyes hidden， 

d-Nose hidden， e-Mouth hidden， f-Face inverted. 

めに 6つの条件を設定した。本実験も確認、セッシ

ョン同様に、 実験者は供試犬を所定の場所で停座、

待機させてから 4m前方に移動、供試犬と対面しひ

ざまずいた。供試犬の姿勢を確認、後、実験者は顔

にいずれかの処理:ノーマノレ;通常の顔で何も処

理を施さない (Figure2・a)、処理 1;顔全体を黒色

布で隠す (Figure2・b)、処理2、3、4;顔の一部(眼、

鼻、 口)を白布で隠す (Figure2也、 d、・巴)、処理

5 ;ノーマノレの画像を白布に印刷 し、あらかじめ顔

の輪郭に沿って切り取る。正面から実験者の顔を

印刷した布が違和感なく見えるよう、また、顔に

かけた布がゆがまないようにするため、布の上部

(実験者のおでこにあたる部分)と下部(実験者

のあごにあたる部分)に両面テープをつけ、布が

実験者の顔に密着するように装着する (Figure2・0
を施し、供試犬を呼び寄せた。本実験開始前に、

実験者は顔を隠す布を自身の首元にあらかじめ装

着していた(なお、実験時に着用する上着でその

布は隠れており、供試犬が布の存在を確認するこ

とは困難で、あった)。そして、実験者は供試犬と対

面してひざまずいた直後にその布を両手ですばや

く顔の隠蔽部分に移動させた。本実験では、提示

した「コイ」のコマンドに供試犬が正 しい反応を

示しても、報酬は一切与えなかった。処理の提示

順序は乱数表で決定し、供試犬 1頭につき各処理

を l回、 1日2処理提示した。1日に提示する 2

処理における処理提示間隔は最低 60分とした。ま

た、全 6処理の提示は 3から 7日間以内に終了し

た。

反応の記録

実験の様子は、ビデオカメラ(ソニー社、東京

都、日本)で録画するとともに、肉眼観察した。

ビデオカメラは、イヌの待機場所後方ならびに実

験者のコマンド提示場所左前方に 1台ずつ、計 2

台設置した (Figure1)。実験者は、各処理におけ

るコマンド「コイ Jに対するイヌの反応をビデオ

映像によって再確認し、実験者が供試犬に対して

コマンド「コイ」を提示してから 1分間の各行動

(Table 1)の継続時間を記録した。行動の観察は、

大きく 2つに分類した。まず、実験者から提示さ

れたコマンドに供試犬が反応を示してから実験者
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の正面に移動するまで(以下、「接近中j とする)

の行動として、実験者への接近ならびに、表情や

姿勢、発声などと 同様にその個体の心理的状態を

示す (Abr組 tes，1997)尾の動きを連続記録した。

次に、イヌが提示されたコマンドに正しく反応し、

実験者の元に移動を完了させた後(以下、「接近後J
とする)の行動として、実験者の存在ならびに処

理を施した実験者の顔周囲に対する反応を評価す

るため供試犬の姿勢(立位、座位、伏臥位)、実験

者に対する探査行動(ニオイ嘆ぎや実験者の周り

を回る)や拒否行動、実験者の目注視時間、尾の

動きを連続記録した。

統計処理

供試犬の行動継続時間に対する各処理の効果を

検討するため反復測定分散分析 (ANOVA)を用い

て解析した。 さらに、分散分析で有意な効果が認

められた処理については、Tukeyのスチューデント

化した範囲検定により多重比較した。また、ヒト

との関わり 程度 (一般家庭犬と学内管理犬)にお

ける各処理の行動持続時間の差を検討するため

Wilcoxonの符合順位検定を用いた。実験者がコマ

ンドを提示してから供試犬が実験者の元へ移動を

完了させるまでの接近時間と、「接近後」の顔注視

時間の相関係数 (Pearson'scorrelation coe伍cient)

も求めた。

結 果

「接近中」の行動

「接近中」の行動(実験者への接近 ・尾を振る)

において、処理ならびに個体の効果は認められな

かった。各処理におけるコマンドを提示してから

イヌが実験者に接近する平均時間土 SD (秒)は、

3.45土1.39秒(ノーマノレ)、 2.96土1.05秒(処理 1)、

3.13土1.33秒(処理 2)、3.11土1.17秒(処理 3)、

3.12土1.42秒(処理 4)、3.12士0.89秒(処理 5)で

あった。

「接近後」の行動

供試犬の「接近後」の各行動持続時間に対する、
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Table 1. Condensed descriptions of observational categories 

Behavioural category 

in approach to the 
experimenter 

Approaching 

Description 

Dog tries to approach the experimenter. 

Wagging t創| Dog wags its tail. 

after approach to the 
experimenter 

Standing Dog stands facing， or with its back to the experimenter. 

Sitting Dog sits in front or back of the experimenter. 

Lying Dog lies down facing， or with its back to， the experimenter. 

Sniffing 1 Dog sniffs the experimenter's face. 

Sniffing n Dog sniffs the experimenter's body or the floor. 

Wagging t剖|

Watching 

Dog wags its tail. 

Dog gazes at the experimenter's face. 

Refusal Dog refuses to approach the experimenter. 

Circling Dog walks around the experimenter. 

処理の効果は立位においてのみ有意 (ANOVA:F[5， 

53]= 2.23， Pく 0.001)であった。個体の効果と各要

因の交互作用はそれぞ、れ有意ではなかった。ノー

マノレにおける立位時間(平均持続時間士標準誤差=

10.42士3.44秒)は処理 1(22.60土4.56秒)および処

理 4 (25.86:l:5.69秒)の立位時間よりも短かった

(Tukey， P < 0.05) (Table 2)。また、接近時間と「接

近後Jの行動(実験者の顔注視時間)の関連性を

検討したところ、処理3において、接近時間と「接

近後Jの実験者の顔注視時間に正の相関(r=0.63， P 

く 0.05) が認められた。

一方、各処理内において行動持続時間に有意な

差が認められた;ノーマル (F[8，90]= 3.14， Pく 0.01)、

処理 1(F[8， 90]= 4.54， Pく 0.001)、処理2(F[8，90]= 

2.47， P < 0.05)、処理3(F[8， 90]= 4.23， Pく 0.001)、

処理4(F[8， 90]= 6.48， P < 0.001)、処理 5(F[8，90]= 

2.00， P = 0.05) 0 r接近後Jの供試犬の各姿勢(立位、

伏臥位、座位)持続時間において、処理 1では立

位時間 (22.60土4.56秒)が伏臥位時間 (5.38士3.88

秒)よりも長く、処理4では、立位時間 (25.86士5.69

秒)が座位時間 (11.33土4.80秒)ならびに伏臥位時
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間 (5.42:l:3.64秒)よりも長かった (Tukey，Pく 0.05)

(Table 2)。

行動の総持続時間とヒトとの関わり程度の違い

供試犬を学内飼育犬 (A群)と一般家庭犬 (B

群)に分類し、ヒトとの関わり程度の違いが行動

持続時間に及ぼす影響を検討した。 A 群は日本大

学生物資源科学部付属の動物舎内で管理して半年

未満の 5頭で、あった。管理時間内 (07:00'""'-'20:00)

は飼育管理者(日によって異なるが、 1日の飼育管

理者は 20代男性と女性 4'""'-'6名)の滞在する室内

で一緒に過ごした。また、 B群は一般家庭で 1年

半以上家庭犬として生活している 6頭であった。

「接近中Jの行動において、 A群 (2.75秒)の接

近時間は B 群 (3.50秒)よりも有意 (Wilcoxon

signed-rank test， W= 4.17， P < 0.05) に速かった。ま

た、「接近後Jの伏臥位時間はA群 (3.38秒)より

もB群 (13.74秒)が有意 (W=6.73， Pく 0.01) に

長く、接近時間と「接近後Jの実験者の顔注視時

間は、 B群で負の相関 (Peason'scorrelation， r= -0.35， 

P< 0.05)が認められた。



Table 2. Total continuance time (s) and standard errors for each behavioural category 

Experimental condition 

Condition 2 Condition 5 Condition 4 Condition 3 Condition 1 Normal 

(face inveはed)(mouth covered) (nose cove氾 d)(eyes cove陪 d)(face covered) Behavioural category 

in approach 

0.27 + 3.12 0.43 + 3.12 0.35 土3.11 0.40 ± 3.13 0.32 + 2.96 0.42 ± 3.45 Approaching 

0.42 土1.32 0.36 ま0.84 0.34 土1.05 0.40 土1.17 0.31 + 0.91 。圃40± 1.10 Wagging tail 

前
硝
・
部
事

after approach 

5.49 土17.22 5.69 土25.86 5.11 土14.64 4.33 + 17.10 4.56 土22.60 3.44 + 10.42 Standing H
H
J
1
 

4.00 土8.86 4.80 土11.33 6.52 土20.92 3.44 + 9.97 4.52 土13.58 6.19 + 20.59 Sitting 

5.50 土9.10 3.64 土5.42 5.56 土11.89 5.39 ± 11.06 3.88 土5省386.12 ± 11.33 Lying 

0.15 土0.15 0.20 ま0.38 0.00 0.43 土0.43 0.00 0.03 土0.03 Sniffing 1 

4.48 + 9.05 1.38 土3.34 1.41 土4.75 4.01 土8.73 2.33 + 6.48 3.01 + 6.88 Sni背ingII 

2.22 ま7.31 2.66 + 5β8 2.55 土5.95 5.13 ± 10.19 2.60 + 6.23 4開21+-7.45 Wagging tail 

3.26 ::!: 8.03 3.47 + 8.15 1.95 土7.32 5.82 全13.34 5.11 + 9.23 3.36 土9.92 Watching 

1.75 ± 2.32 0.08 土0.08 0.00 0.00 1.30 土1.94 0.00 Refusal 

1.06 土2.40 0.92 + 0.92 0.52 土0.52 0.58 土1.08 1.16 + 1.86 0.08 土1.19 Circling 
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考察

接近時間と顔注視時間

いずれの処理においても、各供試犬はコマンド

を提示した実験者の元へ移動したがその接近時間

に差は認められなかった。これは、コマンド「コ

イJに対する条件づけが成立していたため、イヌ

はコマンド提示者の顔情報よりもコマンド音声へ

の反応が先行していたと考えられる。一方で、接

近時間と接近後の顔注視時間の相関は、処理 3に

おいて正の相関(r=0.63) が認められたものの、

そのほかの処理(ノーマルを含む)においては弱

い負の相関(r=・0.08'"'-'-0.44) で、あった。

これらのことから、イヌは提示されたコマンド

に対して提示者の「顔」の隠蔽部分に関係なく正

しく反応するが、コマンドに反応(本実験では、

実験者の元へ移動)している間にコマンド提示者

の顔を注視していると考えられる。そのため、接

近時間が長くなると接近後の顔注視時間は短くな

ったと考えられる。しかし、処理 3(鼻を隠す)に

おいては、接近時間と接近後の顔注視時間に正の

相闘が認められた。日常生活の中でヒトは、両手

で顔全体を隠したり、マスク(口)、サングラス(目)

で[顔Jの一部位を隠すことはあるが、鼻だけを

隠す場面は少ない。このことは、イヌが日常生活

において、ヒトが鼻をかむなどの短時間の動作で

はなく継続的な変化として鼻を隠したヒトの顔に

出会う機会が少ないことにつながる。本実験にお

いて、大学飼育犬は飼育管理者(日によって異な

るが、 1日の飼育管理者は 20代の男性と女性4'"'-'6

名)の滞在する室内において、管理時間内 (07: 

00'"'-'20 : 00) を過ごした。全供試犬では個体差が

認められなかったことから、この環境により大学

内での飼育犬も家庭犬と同様にとトとの日常生活

を経験できていたと考えられる。しかし、その顔

の部分隠蔽変化に対する経験が少ないと、接近中

だけでなく接近後も顔の部分隠蔽変化を注視する

と考えられる。

一方で、ノーマルと処理 5(顔の倒立)の顔注視

時間に差が認められなかったことは、顔の提示方

法は異なるがRaccaら (2010) の結果と一致して

おり、さらに本実験ではこれら 2処理の接近中・

後の行動持続時間にも差は認められなかった。イ

ヌは提示されたヒトの表情など 2つの画像を比較

し、その違いを認識することは可能である (e.g.

Nagasawaら， 2011)。本実験では、ヒトの顔の一部

分を変化させてコマンドを提示しており、イヌが

ヒトの顔を比較するような環境で、はなかったため、

イヌは自身の記憶の中でコマンド提示者のノーマ

ルの表情と比較をしていたのかもしれない。

DNMS (De1ayed-non-matching to sample) における

イヌの視覚認知において、イヌのパフォーマンス

レベルは 150から 200秒の遅延で 85%以上、さら

に 300秒の遅延でも 75%を示している (Callahan

ら， 2000)。本実験において、イヌを所定の位置に

待機させた実験者が供試犬と対面する位置までの

移動はノーマルの顔で作業を行なっており、この

聞は約 60'"'-'90秒程度であった。つまり、イヌは実

験者が顔の一部分を変化させる前の情報と変化さ

.せた後の情報比較をしていたのかもしれない。も
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しくは、本実験におけるコマンド提示者本人の顔

の変化は、イヌのコマンドへの反応時間やその後

のコマンド提示者の顔注視時間に有意な影響を与

えるほどの大きな変化と認識されていなかったの

かもしれない。ノーマルと処理 1(顔すべてを隠す)

の顔注視時間も類似していたことから、処理 5は

処理 1同様に実験者の顔が見えない状態と認識し

ていた可能性も考えられる。しかし、接近後の実

験者に対する行動はノーマルと処理 1・処理5で異

なっていたことから、黒布で顔を隠した処理 1と

実験者の顔を印刷・倒立提示した処理 5の違いは

認識していたと考えられる。ノーマルと顔の倒立

に対するイヌの反応について、今後は行動だけで

なく生理的指標も取り入れて検討する必要がある

だろう。

また、このヒトの顔部分隠蔽変化に対する認識

の弱さに対しては、供試個体の飼育環境も影響し

ていた。飼育環境の違いで供試犬を A (大学飼育

犬)群と B (一般家庭犬)群に分け、接近時間を

比較したところ、 A群の接近時間は B群よりも有

意に速かった。 A 群は、飼育放棄等の事情により

前管理者から引き取って大学敷地内で管理してい

る個体で、あったが、いずれの個体においても虐待

などの経験は確認されておらず、ヒトに対する反

応も良好であった。しかし、引き取り以前は一般

家庭犬のような環境で管理されておらず、ヒトと

の接触は朝夕の日常管理時間程度と限定されてい

た。また引き取り後の大学内での管理は、ヒトと

の接触は制限しなかったものの、夜間 (20: 00'"'-' 

翌7:00くらいまで)は無人となり 24時間無制限

で、はなかった。そのため、結果としてヒトとの接

触が制限されていた A群はヒトとの接触に対して

B群の個体よりも食欲であり、その結果として A

群の接近時間 (2.75秒)は B群 (3.50秒)よりも

有意に速かったのかもしれない。

また、接近時間と接近後の実験者の顔注視時間

は、 B群で負の相関(r=・0.35，P < 0.05) が認めら

れたが A群(r=0.18， p= 0.35)で相関は認められな

かった。 B群の各個体(ジャーマン・シェパード・

ドッグ I頭、ボーダー・コリー1頭、ゴールデン・

レトリーパー1頭、ラブラドーノレ・レトリーパー2

頭、パピヨン I頭)は幼齢期のころから 1年半以

上同一家庭環境で屋内飼育されており、ヒトとの

接触等に制限はなかった。これらのことから、家
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庭環境等で管理されている個体 (B群)は、日常

生活においてヒトの表情の変化やメガネやマスク

などによる顔の装飾に対する慣れが生じていたの

かもしれない。しかし、頻度は不定期で、あったも

のの B群の各個体は日中 1""'-'10時間程度の留守番

を経験していた。これに対して A群は夜間ヒトと

の接触はなかったものの、日中の管理時間内は終

始複数の管理者と同一室内で生活していた。これ

ら生活環境の違いが接近時間と顔注視時間に影響

を与えたと考えられるが、継続した調査が望まれ

る。

行動の総持続時間

各処理における「接近後」の行動において、処

理 1(顔すべてを隠す)および処理4(口を隠す)

で伏臥位よりも立位持続時聞が有意に長かった。

また、処理 4では、立位は座位持続時間よりも有

意に長かった。さらに、ノーマル(コマンド提示

者の顔を変えなし、)と各処理における行動の差を

検討したところ、ノーマルと処理 1(顔すべてを隠

す)、ノーマルと処理 4(口を隠す)の立位持続時

間に有意な差が認められた。イヌが実験者の元に

接近した後の各行動の持続時間は、各処理で異な

る傾向にあったが、処理 1(顔すべて隠す)と処理

4(口を隠す)では類似傾向が認められた。イヌは、

ヒトの視線や指差し行動によって隠されたフード

を探し当てることができる (Miklosiら， 1998) こ

とからも、イヌはヒトからの視覚的なシグ、ナルを

認識し行動していることが考えられる。本実験で

は、実験者は表情の変化や明確なボデ、ィーシグナ

ノレを供試犬に提示しないように注意していた。そ

して、目を隠す処理 2においては、行動の持続時

間ならびに接近時間において有意な差は認められ

なかった。 Gaunet(2008)は、フードを与える時の盲

導犬と一般家庭犬の行動を比較したところ、フー

ドを見る、フードと飼い主を見比べる、飼い主を

見るなどの各行動に大きな差は認められず、イヌ

は飼い主の目が見えていないことを理解できてい

ないのではないかと結論づけている。実験者の視

親情報の有無に影響を受ける以前の段階として、

本実験における供試犬は、サングラスやマスクで

顔部分を隠したヒトと接触する過去の経験が影響

を与え、行動に有意な差が認められなかったと考

えられる。しかし、顔全体を隠すことによってヒ

トの表情は全く読み取れなくなる。イヌは他個体

と出会ったときに行なう挨拶行動で、劣位の個体

は相手に接近した後相手の口元を祇め相手の様子

をうかがう (Abrantes，1997)。本実験においても、

コマンドに反応した後にコマンド提示者(実験者)

が無反応であったことから、イヌはコマンド提示

者の口元を確認しようとして立位の時聞が長くな

ったのかもしれない。

一方、処理3(鼻を隠す)の各行動の持続時間は

座位 (20.92土 6.52秒)、立位 (14.64土 5.11秒)、伏

臥位 (11.89土 5.56秒)であり、ノーマルの座位

(20.59土6.19秒)、立位 (10.42土3.44秒)、伏臥位

(11.33土 6.12秒)の各行動持続時間割合と類似傾

向を示した。また、処理内の行動持続時間におい

てもノーマルと処理 3は座位の持続時聞が他の行

動よりも有意に長かったことから、供試犬にとっ

て鼻を隠したヒトの顔はノーマルと同等と認識さ

れたのではないかと考えられる。しかし、処理 3

においては、接近時間と接近後の顔注視時間に正

の相闘が認められたことから、ヒトの鼻が隠れて

いることは認識していたと考えられる。以上のこ

とから、イヌはヒトの顔部分隠蔽の変化を認識で

きることが示唆されたが、これら顔の部分変化に

対するイヌの反応は、飼育環境に影響を受けると

考えられる。
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Dogs' responses to categorical transformation of human faces 
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Summary 

In this s加dy，11 healthy dogsゆ1{5，F6; age r組 ge6 to 78 months) were used as subjects to investigate 
behavioural responses to the categorical transformation of human faces.羽花lenshe presented a“come" 
command to a dog， the experimenter varied a section of her face in following ways: no change (normal 
condition); whole face hidden (condition 1); eyes/ nose/ mouth hidden (condition 2， 3， and 4， 
respectively); and face inverted (condition 5). At也estart of the experiment， the experimenter and dog 
were 4 m ap制加dwere facing each other. Tests were filmed by using two video c佃 lerason仕ipods.
Uなlencondition 1 (whole face hidden) or 4 (mouth hidden) was used， the continuance time of the 
“standing" posture after the dog had approached the experimenter was longer th組 whennormal condition 
was used. The trends in behavioural continuance time differed among the various conditions. Dogs might 
therefore recognise such categorical transformations of human faces. 
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