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心 理 研 究 部 門

室伏靖子･浅野俊夫 ･小嶋祥二･松沢哲郎

研究概 要

1) チンパンジーの図形語による記述行動の分

析

室伏靖子 ･浅野俊夫 ･小嶋祥三 ･松沢哲郎

チンパンジーまたはヒトの動く画像を図形語に

よって記述する場合の,主体と客体の関係および

話者の視点の効果についての分析を試みる｡

2) チンパンジーの自己認識に関する実験的研

究

室伏靖子 ･浅野俊夫 ･小嶋祥三 ･松沢哲郎

鏡にうつろ自分の像に対する反応から推定され

るチンパンジーの感覚 ･知覚的自己認知を.自他

の社会的認知の成立という観点から実験的に解明

する｡実験は次の段階を追って進行中である｡1)

個体名とその身体部位の名前の獲得,2)種と性

による個体の記述,3)代名詞,わたし,あなた,

彼,彼女の導入｡

3) チンパンジーにおける数の概念の形成l)

室伏靖子 ･浅野俊夫 ･板合昭二

チンパンジーに数の体系がどこまで理解できる

かについては未だ明らかでない｡その節一段階と

して.ビデオ画面にランダム･パタンであらわれ

る点 (直径1.5cm)の数に,系列的なキー押し反

応をマッチさせる学習が訓練される｡現在,点の

数は4個まで進行中｡

4)ニホンザルの袋田場面におけるオペラント

行動の接待と伝播

浅野俊夫

本研究所の放飼場の若桜群を対象にして,パネ

ルを押すと大豆等の食物が入手できるという新し

い行動を集団場面での条件づけによって形成し,

伝播する様子を観察した｡今後はパネル押しより

も一層むずかしいゴ ルフボールを拾って交換台に

入れ.大豆を入手するという集団場面におけるト

ークン使用の伝播を分析する｡

5)オペラント強化の性質に関する実験的研究

浅野俊夫

主としてニホンザルの摂食行動をとり上げ.･摂

1)本吉良治 ･山田恒夫(京大文学部,58*度共

同利用研究員 )との共同研究｡

2)昭和58年度研修員｡
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企スケジュールがオペラント行動の強化子の強化

力にどのように脚与するのかを.近年のエコロジ

ー的視点と環境適応における行動の配分(行動経

折 )という観点から分析する｡

6) チンパンジーにおける刺激等価性の泣矧 こ

関する実験的分析

浅野俊夫

ヒトの言語習符過程において,もともと異なっ

た刺激が機能的に等価な性質を獲得する過程が重

要であることが明らかにされて来ているので,そ

の過程をチンパンジーで吟味する｡

7) チンパンジーの聴覚と音声の発達
3 )

小鴨祥三 ･浅野俊夫 ･松沢哲郎 ･室伏靖子

胎児期 ･新生児期のチンパンジーの聴覚刺激に

対する反応を,超音波スキャナー.心音 ･心悶計

により.心拍,体動などから検討した｡また,也

生直後からの音声の記録を行い,ソナグラフで分

析し,その発達の過程を追っている｡さらに.罪

声行動を強化して.●音声言語招待の可能性を追求

する予定である｡

8)詔長類の聴覚と音声の研究

小鴨祥三

聴覚については.チンパンジーの音の大きさの

知覚に関する研究,ニホンザルにおける合成音声

の弁別.記憶に関する研究を行った｡また.音声

については,人工1電気喉頭によって,チンパンジ

ーがどのような音声を発することが可能なのか検

討し.また,こホンザルの発声行動のオペラント

条件づけの予備的な研究を行った｡

9)詔長類乳幼児の認知機能の発達

松沢哲郎

チンパンジーとニホンザルを主たる対象として,

出生直後からの知覚 ･認知機能の発達を身体 ･運

動 ･生理的な発達と関連させて観察した｡

10)チンパンジーの祝知覚機能の心理物理学的

測定

松沢哲郎

チンパンジーの色知覚等の祝知覚槻能をその行

動を通じて解析する.人工言語による言語反応,

見本合わせ,感覚性強化にJ:るPf料をもとに知覚

の尺度捕成をこころみた｡

ll)食物嫌悪条件づけによる野生ニホンザルの

8)神経生理.生理部門.サル施設との共同

研究｡

-15-

食性統制J)
松沢哲郎

ニホンザル野生群を対象として.催吐剤を用い

た嫌恋条件づけにより,特定食物に対する嫌悪を

人鵜的に形成できることがわかった｡食物選択の

牧略の解明をすすめている.

12)条件性強化子の成立要件の分析

藤田和生

こホンザルの observingbehaviorの分析を

通じて,条件性強化子が ｢強化 との対提示｣,
｢強化に関する情報｣のいずれに基いて成立する

のかを検討した｡

13)感覚性強化を用いた霊長類の認知世界の分

析

藤田和生

詔長類が,ヒト･サル ･物などをどのように把

握分析しているかを,それらの感覚性強化子とし

ての機能に基づいて分析する｡

14)ニホンザルにおける ｢同 ･罪｣概念の形成

藤田和生

｢同 ･異｣概念の形成を容易にする要因を分析

する｡訓練試行円の比率強化スケジュールの効果

を検討中である｡
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58-74.

5)践野俊夫 (1983):最近の学習理論:Skinner

の流れ｡ "現代基礎心理学第6巻,学習 Ⅱ -I

pp.255-㌘l｡ 東大出版会｡

4)長谷川芳典 (京大 ･文 ).乗滋 (社会部門 )

和田一雄 (変異部門 ),川村俊三(社会部門)

との共同研究｡

5)本研究所非常勤講師｡
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ら｡第21回日本医学会総会会誌,2781-2734 ｡
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プレーン出版｡

8)小嶋祥三(1984):動物の記憶コードとその

生理学的対応｡早稲田心理学年報,16,29-

35.

9)松沢哲郎(1983):ニホンザル ･チンパンジ

ー･ヒトの姿勢の発達｡霊長類の比較発達心

理学(丑｡発達,16,30-39.

10)松沢哲郎(1983):つかむ,つまむ,ゆびさ

す- 霊長技の手と指のはたらき- 詔長短

の比較発達心理学②｡発達.17,23-33.

ll)松沢哲郎(1984):蛭間比較言語学 チン

パンジーとヒトの色彩語桑の比較｡言語生活,

385,70-80.
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学会発 表

1)泣伏杓子 :概念の控得.その比較心理学的考

群.日本動物心理学会第43回大会(1983).

2)浅野俊夫･富久保夫- :チンパンジーの条件

性弁別:対面切面とキーボード場面の比較.

日本動物心理学会邦43回大会(1983).

3)浅野俊夫 ･樋口義治 .'ニホンザル野外群にお

けるオペラント行動(2).動位づけ要因の検討.

日本心理学会第47回大会,発表論文染352.

(1983).

4)樋口義治 ･浅野俊夫 :ニホンザル野外酢にお

けるオペラント行動(1),負荷と社会的頓位.

日本心理学会第47回大会,発表論文染351.

(1983).

5)浅野俊夫 :閉鎖食物環境におけるFR反応 :

自由摂食時間の場合.日本基礎心理学会(19

83).

6) 樋口義治 ･浅野俊夫 :ニホンザル柴Emこおけ

るトークン使用の形成.日本基礎心理学会

(1983),

7)小嶋祥三 :霊長類の合成音声の弁別.日本動

物心理学会第43回大会 (1983).

8)小嶋祥三 :霊長類の音の記憶に関する研究

- 系列位置効果 - .日本心理学会邦47回

大会,発表論文集386.(1983).

9)松沢哲郎 :チンパンジーの見えの世非と視力.

日本動物心理学会第43回大会(1983).

10)長谷川芳典 ･松沢哲郎 :野生ニホンザルにお

ける食物選択の戦略.日本動物心理学会邦43

回大会(19㍊).

ll)松沢哲郎 :チンパンジーにおける ｢文法｣の

生成.日本心理学会第47回大会.発表論文娘

390.(1983).

12)岩脇三艮 ･松沢哲郎 :ヒトとチンパンジーに

おける図形および文字の認知.日本心理学会

第47回大会.発表論文染158.(1983).

13)林部敬吉 ･原政敏･辻敬一郎 ･松沢哲郎 :ニ

ホンザルの奥行祝の発達に関する研究(3)･日

本心理学会第47回大会.発表論文雄201,(19

883)

14)藤田和生 :ニホンザルの observingbehavior.

日本動物心理学会第43回大会(1983).

15)藤田和生 :ニホンザルの弁別学習に及ぼす独

化スケジュールの効果.日本心理学会耶47回

大会,発表論文染394.(1983).

社 会 研 究 部 門

川村俊蔵･鈴木 晃･小山直税･森 梅代

研究概 要

1)ニホンザルの耕地回避学習

川村俊成 ･曳山茂之

国内では木曽研究林の整備に努力し,とくにし

ょうぶ平観察場開設準備を行った｡従来よりつづ

けているニホンザルの耕地回避学習実験では. こ

れまでの木曽に加え,滋賀県朽木村での比較対照

実験を行った｡

2) ニホンザルの地域個体群の動態とき‡れのス

ペーシングに関する研究
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