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Abstract: サル類は，群れを形成しその中でコミュニケーションする点で，ヒトとの類似性が高
い．音声によるコミュニケーションを分析すると，発声者間のやり取りの時間規則性は，会話と類似
する傾向が確認され，個体間の「会話」頻度の計測可能性は，音声コミュニケーションに基づいた社
会ネットワーク分析の良い研究対象となる．本稿では，テナガザルの歌を例題としてマイクロフォン
アレイとロボット聴覚技術を利用することで，サルの群れ社会のなかで運用される音声の社会生態学
的な役割を明らかにする試みと将来性について論じる．

1 ヒトの会話とサルの「会話」
分類学上，ヒトは霊長類 (サル類)の一種に分類される
哺乳類である．脳の構造という点も含め身体設計にお
いて高い相同性を保持しながら多くの共通点が見られ
る．行動や心理現象，さらには群れと言った社会は，基
本的に身体と生理などの生物基盤の上で実現されてい
る現象である．そのため，行動や社会などの化石に残
らない「人らしさ」については，サルの行動や脳機能，
社会や生態の適応状況などの証拠と比較して，その進
化と起源を推定する方法が有力となる．中でも，ヒト
の会話は，個体間で言語活動を相互作用させる行為と
言える．ここでいう言語活動とは，表象や意図を記号
化する思考だとすれば，そのような記号変換行為はサ
ルでは困難であるため，サルではヒトと同じ会話行為
は見つからない．こうしたヒト固有な言語活動を排除
すれば，共通成分としては，個体間の信号のやり取り
が残る．そして，その信号のやり取りの規則性を客観
的に解析すると，ヒトの会話と共通する規則が発見で
きることが知られてきた [1]．
ヒトとサルの発声のやり取りのなかで，共通する

規則性として客観的に定義できるのは，時間的規則性
である [1]．古くは，Sacks と Schegloff, Jefferson が，
ヒトの会話における話者交代現象を単純な時間的規則
によって定義した [2]．二者間の発話のやり取り，時間
の流れに着目すると，その発話の時間間隔 (inter-call
intervals)の生起頻度の分布は，1秒以内の短時間に最

∗連絡先：京都大学霊長類研究所
　　　　　　〒 484-8506 愛知県犬山市官林 41-2
　　　　　 E-mail: koda.hiroki.7a@kyoto-u.ac.jp

頻値を示す．誰かが話したのち，「返事」や「相槌」は
一定時間以内に応答する，という規則である．サルの
発声にも同じ傾向が発見できる．サルは群れを形成し，
空間的なまとまりを維持して，森の中を移動する．特
定の意味を記号的に符号化し，情報をやり取りする発
話とは異なり，サルの発声は個体間の空間的な位置確
認を行い，凝集性を保つ生態学的な役割があると考え
られている．二個体間の発声のやり取りを分析すると，
類似した時間規則性が確認できる (図 1)．実際のとこ
ろ，これらの現象は飼育室でくらすサルでも，声のや
り取りが確認できる，同様の時間規則が確認できる [1]．
こうして，サルの発声を検出し，時間間隔を評価する
ことで，コミュニケーションを頻繁にとりあう関係性
が客観的に評価できる．

2 サル研究での様々な問題
霊長類研究者は，発声のやり取りの時間的規則の会話
との類似性に着目し，個体間の会話関係についての研
究を実施してきた．例えば，飼育下でのリスザルの研
究によると，親和的な個体（個体間の距離が近いなど）
どうしほど，音声コミュニケーションの頻度が高いと
いう [3]．一方で，野生ニホンザルの会話分析では，普
段毛づくろいなどの身体接触が少ない個体同士でむし
ろ音声コミュニケーションが頻繁であるという，逆の傾
向も報告されている [4]．飼育下のピグミーマーモセッ
トの研究では，鳴き交わす個体間で，音声の特徴が似
てくるという報告がある [5]．母子間のやり取りという，
特別な関係性に着目した会話分析も研究例として存在
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図 1: サルの発声の時間間隔には一定の最頻値が存在
する．この値を境界として，音声に対する反応かどう
かを客観的に定義することができる．

する．飼育下のコモンマーモセットの母子間の音声コ
ミュニケーションの研究では，会話頻度とコドモの音
声発達との間に相関関係が見られる (より「会話」す
る母子では，コドモの音声が素早く発達する)[6]．母子
が同時に発声する時間的規則が，発達に伴い変化する
という報告も，複数のサル種で存在する [7, 8]．このよ
うに，発声者間のやり取りの頻度，すなわち，「会話頻
度」，は，霊長類の社会性を評価するような良い指標
の一つであると言える．一方で，このような「会話頻
度」が十分に調べられてきたとは言えないのも事実で
ある．一連の先行研究の背景には，発声者情報の特定
が必要不可欠な技術となる. しかし，これには方法的
に極めて困難な作業であった．例えば，野生下の研究
では，発声者の特定は観察者の技術と判断に依存する．
典型的でわかりやすく，目視で確認もできる状況での
み，２者間での発声やり取りを記載できるが，多くの
観察データは発声者特定が困難であり，分析に利用で
きるデータは限られる．飼育下でのやり取りについて
は，マイクロフォンを首輪などの形で装着させる方法
で特定することが手段の一つとして考えられるが，動
物への負担などの面で，必ず採用できるとは限らない．
音声コミュニケーションに基づく，社会ネットワーク
の評価は，サルの社会維持や音声発達という面で，重
要性が認識されているが，方法の困難さから十分な評
価がされていない．

3 応用問題としての類人猿歌の音源
位置特定

発声者を特定し会話を可視化することは，重要な問題
でありながら，未だ十分な形で取り組まれているとは
言えない．サルの群れ社会での音声が，彼らの空間移
動や集団凝集性と関わる媒体として生態学的に機能し
ているのであれば，群れ内と群れ間での音声コミュニ
ケーションの全体像を把握することは，彼らの集団行
動を理解する上で極めて重要であろう．
そこで，テナガザル類の歌に着目した我々の近年

の取り組みについて紹介する．主に，マイクロフォン
アレイによる録音とロボット聴覚技術 HARK(Honda
Research Institute Japan Audition for Robots with
Kyoto University)[9, 10]を用いた，テナガザル歌の音
源定位問題についての予備的な報告をする．

3.1 生物学的背景
テナガザルが会話可視化の良い例題として選んだ理由
となった，いくつかの行動学的な特徴について述べる．
テナガザルは，主に東南アジアに生息するサルの仲間
である．ヒトに近縁なサル類として類人猿が知られて
いるが，テナガザルも類人猿に分類される [11]．ただ
し，チンパンジーやゴリラ，オランウータンといった
大型類人猿とは異なり，体重は 5kgから 10kg程度と
小柄なことから，小型類人猿と言われる．小柄な体格
は，樹上生活によく適応している．ほとんどの時間を
熱帯雨林の樹上 30mの場所で暮らし，枝から枝に腕渡
りしながら落下せず暮らしている．社会も特徴的であ
る．群れの中心は，オトナメスとオトナオスの夫婦で
あり，その夫婦で 1 km2程度の広さの縄張りを防衛す
る．その夫婦には，２年から３年おきにコドモを１頭
が生まれる．コドモは８歳ごろまでは，その家族で暮
らし，性成熟後群れを移出し，新しい家族を形成して
いく．このように，夫婦に数頭のコドモが共にある，核
家族を形成する．家族関係は，敵対的とされる．つま
り，縄張りを家族間で防衛する．
彼らは，「歌」を歌うことで知られている [12]．ここ

でいうテナガザルの「歌」とは，連続的な発声のこと
である．多くのサル類の発声は，「単発」であり，連続
的な発声はあまり見られない．しかし，テナガザルは，
系列的な規則性を伴った発声をする (図 2)．この系列
規則性は，種に特異的とされる．すなわち，種に応じ
て歌の系列的な特長があることが知られている．さら
に，この歌の系列的な特長は，雌雄差があることがわ
かっている．すなわち，オスの歌とメスの歌が存在す
る．核家族を形成するテナガザルの家族の中で，夫婦
ではデュエットとしてやり取りをすることが知られて
いる．夫婦間のデュエットの生態学的な機能としては，
二つ提唱されている．一つは，夫婦間の絆の強化とさ
れる．よく唱和することで，夫婦の関係性を強化する
と考えれている．もう一つは，縄張り防衛機能である．
森林内では，複数の家族が連続的に暮らしている状況
となる．家族は縄張りを持つが，お互いの家族デュエッ
トを歌い合い，縄張りの防衛に役立っていると考えら
えている．このデュエットは，多くのテナガザルで毎朝
早朝に見られる．大変興味深いことに，歌は一旦開始
されると２時間以上継続することが多い．さらに，歌
は群れの縄張り防衛の役割を果たすことからも，音は
2 km 程度と，かなり長距離まで到達する．まとめる
と，以下のような特徴があると言える．

• 歌は家族単位で長時間連続的に鳴く．

• 歌はオスとメスで特徴があり音響的に区別できる．

• 歌は種によって特徴が異なり歌の特徴から種を区
別できる．

• 歌は２キロ程度届くため，遠くからの歌による観
測が可能である．

こうした，生物学的な特徴は音源定位を扱う問題とし
て，大変有望な可能性を有していると考えられた．そ
こで，我々は，まずテナガザルが飼育されている集団
ケージを対象に，歌の可視化可能性について検討した．
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図 2: テナガザルの歌のサウンドスペクトログラム．図
は，テナガザルの一種であるボウシテナガザルのオス
の歌．こうした歌声が，長時間にわたって観察できる．

3.2 対象
対象は，タイ国 Krabok Koo Wildlife Breeding Cen-
ter(以下，センターとする)で飼育されているテナガザ
ルを対象に実施した．録音は，2019年 1月に実施した．
センターでは，3m x 10m x 5m程度のケージに，一

つの家族が飼育されるケージを配置してテナガザルを
飼育していた．そして，そのケージは，10個が連続し
た形で配置され，それぞれに家族 (1-4頭が暮らしてい
る)が飼育されていた．そこで，10連ケージを一つを
対象し，歌の発声時の音源定位を試みた (図 3)．

図 3: 10連ケージを正面から撮影．正面に，マイクロ
フォンアレイが三脚にのせて設置されている．

3.3 装置
音源定位に利用する録音には市販されている 8chマイ
クロフォンアレイ (TAMAGO-03, System-In-Frontier
Inc. Tokyo, Japan) を利用した．図のように，10 連
ケージに対し，3台を挟み込むように配置した (図 4)．
録音にはRaspberry Pi 3を利用し，スマートフォンの
Wi-Fiテザリングを利用して簡易ネットワーク環境を
構築した上で，時刻同期と録音制御を sshを経由して
制御・実施した．

3.4 予備的分析
図 5は，10連ケージの個体の鳴き声を定位するために
設置した，同じ側にある 2つのマイクロフォンアレイ
の録音を用いて予備的分析を行った例である．2019年
1月に行った録音のうちの一日分，早朝からの約 8時
間の録音を採用した．
図 5(a)は片方のマイクロフォンアレイ（図中印の

ついたもの）を用いて音源到来方向を推定した例であ
り，図 5(b)は，そのうち約 2分のスペクトログラム，

図 4: 10 連ケージとマイク配置の位置関係の模式図．
レーサー測位により，マイク位置とケージのは位置関
係を測位した．単位はm．

MUSICスペクトル，定位音源情報（矩形）を示してい
る．MUSICスペクトルの算出には鳥類の鳴き声音源定
位ツールHARKBird[13]を利用しテナガザルの鳴き声
のみを抽出しやすいように 500-1800Hzの周波数域を
対象とした．音源定位情報は，各時刻におけるスペク
トルのピーク（図中の点）をクラスタリングして算出
した．これは，現環境ではMUSICスペクトルのノイ
ズや揺れが大きいため，時間と方位の空間においてば
らつきながらも集中して存在するピークを音源として
抽出することを狙った．その結果，同図下段のように，
異なる方位で交互に定位される音源が抽出され，その
パターンが上段のスペクトログラムにおける鳴き声の
周波数パターンと概ね対応する状況を確認した．これ
は，前述の個体間における会話を抽出できることを示
唆している．同時に，図 5(a)からは，時刻によって複
数の方向で音源が繰り返し定位され，上記のような会
話が断続的に生じている可能性示している．
図 5(c)は，両マイクロフォンアレイが同時に定位

した音源の方向から三点測量の要領で位置を定位でき
た音源を，時間経過に伴って色を変えながらプロット
したものである．ケージ内で音源が集中する領域が複
数見られ，一部のケージ内の個体が頻繁に鳴き声を発
したことが示唆される．その他，ケージを挟んで反対
側に設置したマイクロフォンアレイからは，10連ケー
ジの個体に加え，隣接するケージの個体の鳴き声も観
測され，ケージ間での相互作用の分析の可能性も示唆
された．また，音源定位結果の重複状況から一個体に
よる単独の鳴き声の抽出が可能であることも示唆され
た．しかし，ノイズの大きい環境である上に鳴き声が
複雑であり，個体間の間隔もごく小さいため，高い精
度で個体・集団レベルの鳴き声相互作用を抽出するに
は更なる工夫が必要な状況にあるといえる．

4 将来に向けた展望
飼育下とはいえ，東南アジア地域の不安定なネットワー
ク環境および電源環境でのマイクロフォンアレイによ
る録音は，様々な困難に直面する．短期間での実装に
は，安価なリチウムイオン電池やラズベリーパイに代
表される簡便な録音装置開発環境の登場，またスマー
トフォンでも実装可能な簡易ネットワークなど技術面
での運用のしやすさの向上が関与している．今回の取
り組みでは，3台の録音装置を用い，同期録音を試みた
が，10台程度の環境構築も不可能ではない．実際，筆
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図 5: HARKで予測した音源到来方位を利用して 10連ケージ内の個体の鳴き声を抽出した一例．予備的段階で多
くの雑音等が含まれる状況に基づく結果だが，明瞭な歌信号の特定も数多く存在する．

者たちの研究グループは，10台以上のマイクロフォン
アレイによる同期録音を試み，一部データを得ている．
ケージという場所の情報が明らかである環境でもあり，
環境計測を合わせて進めることで，音源定位の精度向
上，最終的にテナガザル家族間の会話の可視化の実現
が期待できる．
さらに，テナガザル固有の問題にも，こうした音源

定位技術は将来有望な技術の一つと認識している．筆
者は 10年ほど前に，インドネシア・スマトラ島にて，
長期間に渡り，生態調査をおこなっていた．その調査
では，毎朝早朝に，森に調査仲間とともに出かけ，尾根
に登り歌の聞こえる方位と時刻を，GPSと録音機を用
いて，ひたすら地図上に記録していた．観察者の計測
位置をGPSにより取得し，歌の聞こえる時刻・方位を
時計とコンパスによって記録した．複数人の調査デー
タ (歌の時刻・方位データ)を持ち合わせ，地図上でそ
の音源を定位し，日々テナガザル家族の「歌地図」を
手で作成していた (図 6)．歌の一記録から縄張り面積
の推定などを実施したが，以前，こうした作業の自動
化は遠い将来と考えていた．技術向上とりわけ環境構
築上の簡易化と安価は，テナガザルという絶滅危惧種
の社会と生態を解き明かす手段として有望であろうと
期待される．
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図 6: 筆者らの研究チームで自作した地図の上に，音の
定位の記録を描き，交点を求め音源場所を推定してい
る．当時は，自由に利用可能な衛星地図も少なく，位
置計測などは研究者自身で実施した．図の中で見られ
るたくさんの線分は，音が聞こえた「方位」を書き込
んだものである．
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