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（続紙１）                             

京都大学 博士（ 理 学） 氏名  ユ リラ 

論文題目 

 

Spontaneous temporal coordination during tapping behavior in dyads: A comparative 

study in chimpanzees and humans 

 

（論文内容の要旨） 

 

Temporal coordination is important in many species, and is seen in behaviors that range 

from the coordinated group behaviors of bird flocks and fish schools, to the social group 

behaviors of humans (e.g., in dancing). To understand evolutionary origins of temporal 

coordination in humans, the current thesis established a novel experimental method for 

examining spontaneous temporal coordination in chimpanzees and humans under a social 

context. Moreover, to understand the causal effect of multimodal cues on the emergence of 

temporal coordination in both species, an effect of auditory and/or visual cues of the partner’s 

movement was examined under two different experimental setups: the side-by-side setup 

where only auditory cues of the partner’s movement were available (Chapter 2) and the face-

to-face setup where both auditory and visual cues of the partner’s movement were available 

(Chapter 3).  

The current comparative study in chimpanzees and humans demonstrated that 

chimpanzees have the ability to temporally coordinate their rhythmic movement with those of 

a partner, an ability they share with humans. The results also show that auditory cues of a 

partner’s movement were sufficient for temporal coordination in both species, when producing 

their own rhythmic movement under multimodal interaction with their partner. In addition to 

the similarities seen between chimpanzees and humans, the current study revealed a notable 

difference between two species: whereas tempo convergence occurs rapidly and completely in 

humans, it is slow and partial in chimpanzees. This finding suggests that an ability to precisely 

coordinate the movement in time with another may have evolved after human lineage 

separated from that of chimpanzees. Taken together, the current studies for the first time 

provide valuable new evidence to understand evolutionary origins of temporal coordination in 

humans. Moreover, this provides an important complement to prior studies of temporal 

coordination in non-human primates, which had so far been limited to chimpanzees examined 

under a non-social context or monkeys without direct comparisons between species in the 

same study. 

 

様式５（課程博士） 



 

（続紙２）                            

（論文審査の結果の要旨） 

 

複数の個体間で行動のタイミングを合わせるなどといった、行動の時間的側面を
個体間で調整するという現象は、ヒトに限らず多くの種で見られる。この現象はさ
まざまな社会的相互作用を円滑に進める上で重要なものであると考えられている。
しかしながら、ヒト以外の動物において個体間での行動の調整に関して統制された
条件下で実証的に行われた研究はきわめて少ない。特にチンパンジーを対象とした
研究は、ヒトにおける行動の時間的調整の進化的起源を探るうえで重要であるにも
かかわらず、全く行われていなかった。そこで申請者は、チンパンジーおよびヒト
を対象として、同じ室内において２個体にタッピング行動を行わせ、自発的な行動
の調整が生起する条件を詳細に検討した。まず第１の研究として、チンパンジー用
ブース内にタッチパネルを横並びで設置し、画面上に呈示される２つのキーを自由
な速度で交互にタップする課題をペアのチンパンジーに与えた。その結果、タッピ
ングに対して聴覚刺激のフィードバックが随伴する場合は、２ペア中１ペアの個体
間でタッピングの間隔が収斂し、またタッピングのタイミングのずれも小さくなる
という行動の調整が観察された。このような現象は聴覚刺激のフィードバックがな
い場合には認められなかった。続く第２の研究では、他者の行動が見える対面型の
装置を導入することによって、聴覚的なフィードバックだけでなく、視覚的な
フィードバックも付加された状況下でテストを行った。その結果、一個体単独で
タッピングを行う統制条件に比べて、タッピングの間隔が収斂することが明らかと
なった。さらに、ペアの両個体が相互に行動を調整するのではなく、ペア個体のう
ち一方の個体のタッピング間隔がより顕著に変化した。また、同一の装置を用いて
ヒトを対象にテストを行ったところ、すべてのペアにおいてチンパンジーと同様の
現象が見られた。つまり、ヒトにおいてもペアの一方が他方のタッピング間隔に近
づいていくという一方向性の行動調整が観察された。さらに、この対面型装置を用
いて、タッピング行動の時間的側面の調整におよぼす視覚的情報および聴覚的情報
の影響について検討したところ、相手が対面しているがその視覚的情報が制限され
ている場合でも、タッピングに随伴するクリック音などの聴覚刺激のフィードバッ
クが存在すれば、行動の調整が生起することが明らかになった。この結果は、外部
の物理的なリズムへの行動の同期における聴覚刺激の効果に関する先行研究の結果
とも合致するものであった。以上の結果から、チンパンジーは、ヒトなどと同様
に、行動の時間的な側面を個体間で自発的に調整していること、そして、その調整
は双方向的ではなく一方向的であること、行動の調整において聴覚情報が重要であ
ることが明らかとなった。その一方で、ヒトの方が収斂の度合いが非常に顕著であ
るなどの種差も明らかとなった。これらの結果は、個体間での反応位相のマッチン
グなどの他の時間的側面への研究の展開を導くものであり、さらに、行動の調整と
社会的相互作用の関係を比較認知科学の観点から検討していく上で極めて重要な知
見であるといえる。よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値あるもの
と認める。また、平成 28 年 5 月 12 日、論文内容とそれに関連した事項について試
問を行った結果、合格と認めた。なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２
項に該当するものと判断し、公表に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を
要約したものとすることを認める。 
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