
シャチのコミュニケーションとかを研
究して、いつかシャチと会話したい。

大波

大波君、これからシャチの研究者に
なりたいの？　どんなことしたい？

森阪

シャチは鼻から音を出していて、
メロン器官っていう器官から、超
音波を出したりしてる。 大波

コミュニケーションをとったり、
獲物の位置とかを把握したりする。

大波

低い音から高い音。

大波

シャチの音についてどんなこと
知ってる？

森阪

すごい、さすがやな。あれ、大波君
愛知やから、けっこう名古屋港水族館行く？
ところでちょっとシャチの声聞いてみる？
聞こえた？

森阪

超音波出してどうするの？

森阪

どんな声？
真似して。

森阪

うん。

大波

事前に、「シャチの群れのなかではシャ
チ同士が呼び合ったりしますか」って
いうような質問をしてくれたよね。今
日はこっちからその話をします。大波
君、シャチの声聞いたことある？

森阪

うん。

大波

シャチの言語コミニュケーションについて



4匹いたのか。まず、親のシャチは子供に
名前などの特定の呼び声をかけたりする
かということは、まだ研究されていませ
ん。親子間はわからないけど、他の個体で
特別な声があるかどうかっていう研究は
されています。だからその話をしたいん
だけど、そもそもなんで大波君は、水族館
のシャチも自分の名前をわかっていると
いえる？あと、なんでルナは僕の名前を
わかっているっていえるの？

森阪

なるほど。たとえばルナって呼んだ時に、
ルナは来るけど他のやつは来なかったと
いうことね。実は、人間と犬がすごいの。
そこに関しては、多分シャチはそこまで
すごくない。それで、少し考えてほしいん
やけど、シャチって絶対に名前がないと
生きていかれへんかな？シャチってどん
な生き方してんねんやっけ。一緒にだれ
がいるんやっけ、海の中で。

森阪

どんな家族構成してるんやっけ？

森阪

そう、お母さんがリーダーで、本当はおば
あちゃんが一番強いんやけど、とにかく
お母ちゃん系列で、お父ちゃんはあんま
りおれへんねんな。基本はお母ちゃんと
かその兄弟とかで一緒にいるんやんな。
シャチのグループって別れへんねん。
ずーっと一緒で何するときも一緒におん
ねん。そこで、名前必要かな？

森阪

4匹。

大波

家族構成。

大波

母親が群れのリーダー。

大波

大波

見えてないときに犬の名前
を呼ぶと、その犬が近づいて
くることがよくあったから。

森阪

森阪

森阪

森阪

森阪

森阪

今さ、大きな声と、また別の声が聞こえてた
のわかった？　ウイーンって言ってる後ろ
でもう一回ウイーウイーって言ってんねん
けど、それが呼び合いやねん。鳴きかわしっ
て僕らは呼ぶんやけど。シャチは鳴き交わ
してコミュニケーションをとるっていうの
はわかってんねん。けど、細かいところは、
まだまだわかんないことがある。

これは同じ音やけど、違う子が音を出して
んねん。違う子やねんけどすごく同じよう
な音を出すのね。これがシャチの独特な声
の、ディスクリートコールっていうやつね。
要するに、地域によって、声が全然違って、
その地域の中の個体は、同じような音を出
すっていう、そういう会話の仕方を、シャチ
たちはしています。

大波君の質問のまず一つ目は、「シャチの群
れの中ではシャチ同士で呼び合ったりし
ますか？」やったよね。それに対しての答え
は、します。実際に水族館に行って水槽に耳
くっつけたことある？　そこまでせんで
も聞こえるけど、水槽に耳つけたら中の声
がしっかり聞こえるから、一回聞いてみた
らいいと思う。専門的な用語では音声交換、
英語ではVocal exchangeっていいます。

それで、この英語の論文は、ミラーさんが
2004年に研究して論文を書いたんやけど、
シャチがいる野外で水中マイクを使って、
どこのシャチがどういう音を出してたの
かを調べた研究なの。
そうすると、実際に、シャチはこの子が音を
出したら次別の子が出して、しかも5秒以
内にお返事をしてあげるってことがわ
かってきた。お返事の仕方も、必ずこの子が
出した、コールタイプっていうタイプで、違
う子も返してあげるっていうルールがあ
りそうだと、シャチでわかってきている。だ
から、人間とはちょっと違うけど、ある声で
出したらその声で一緒に5秒以内に声を返
してあげるっていうルールで、シャチたち
はお互いつながっていることを確認し
あっているらしいとわかってきています。

同じようなことは、他のイルカたちでも知
られています。例えばハンドウイルカは、ホ
イッスルっていう、ピューピューって音を
出すんだけど、それに個体差があって、名前
みたいなものやねんけど、こっちが名前だ
したら、次に他の個体が1秒以内に必ず声
を返してあげるっていうそういうルール
がある。名古屋港水族館にもいる、ベルー
ガって呼ぶこともあるシロイルカも、
ギーって鳴いたらこっちもギーって1秒以
内に声をかけ返してあげるっていうそう
いうルールがシャチだけでなく鯨類全体
的に、さらに鳥でもそういうことが起こる
とわかっています。これが、動物のコミュニ
ケーションのやりかたです。そこに、個体の
情報が入ってきたりするんですけども、そ
の話はあとでちょっとします。

じゃあ次の質問に行くよ。「親のシャチは
子供に名前などの特定の呼び声をかけた
りしますか？僕の家のルナは、僕の名前や
兄弟の犬の名前を覚えています。水族館の
シャチも自分の名前をわかっているとお
もいます。」っていう質問をもらったね。全
部で何頭いた？



例えば、クジラを狩るときに、このシャチ
はあっちに行くみたいな、それで要るのか
なって思って。 大波

うん、なるほど。その時に名前は絶対必要
かな？　何か一緒にやるときにどうして
も伝えなきゃならないことがあるかもし
れないよね。それで、シャチに特定の呼び
名があるかどうかっていう研究で一番重
要なのは群れで、シャチって、群れの音は
持ってるけど自分の音はあまり持ってな
い。大波君は、大波が家族の名前で、誠太朗
が自分の名前だよね。シャチは、自分の名
前はほとんど持ってなくて、その群れを示
す大波っていう名前を持ってるの。だか
ら、群れのための音は持ってるんやけど、
自分のための音っていうのは、あまり持っ
てないというのがシャチの社会。

なんでかというと、ずっと群れで一緒にい
るから。ちょっと離れて迷子になったとき
には、群れの音を出したらいいねん。そう
すると群れのメンバーが離れてることが
わかる。だから、シャチの世界では群れっ
ていうものがすごく重要だってことがわ
かってきてるんだけど、シャチじゃなくハ
ンドウイルカでは、群れの音は持っていな
くて、自分の名前を持ってることがわかっ
ています。それはなんでかというと、社会
が違うのね。シャチはずっと同じ群れで同
じ個体が一緒に移動するんやけど、ハンド
ウイルカは、僕たちと同じようにくっつい
たり離れたりするような社会を持ってる
の。だから自分にとっての名前がすごく重
要になって、シャチとは違うような音を
持っていることがわかってきてる。だか
ら、親のシャチは子供に名前などの特定の
呼び声をかけたりしますかっていう質問
の答えは、「しない」。シャチも赤ちゃんの
頃はおっぱい飲むんだけど、母ちゃんと子
供の間で一番重要な音として、おっぱいほ
しくなったら赤ちゃんがピーピー鳴くって
のはたぶんある。だけど、個体ごとのだれだ
れちゃんっていうような名前っていうのは
シャチにはないと考えられています。

さっき犬はすごいって話をしたけど、たと
えばルナって呼ぶと他の子は来なくてル
ナが来るっていうのは、実は人間とか犬は
特殊能力を持っていて、特に犬は3年間で
1022の名前を覚えて、これを取ってきな
さいと言ったら取ってくるぐらいの能力
が犬にはある。その能力を持ったのは、人
間に飼いならされたからだと考えられて
います。ということで、犬はすごい。シャチ
とかイルカは、普通の動物やから、そうい
う能力ってそんなに発達していないので、
この質問に対しては、犬がそうやからと
言ってシャチはそうではないっていうこ
とが言いたかったわけです。

はい、その次に「シャチの群れで狩りをす
るとき、シャチ同士で「キュピー（たとえば
の名前）、アザラシの右側に回れ！」みたい
なやりとりをしますか？」という質問があ
りました。さっき言ったように名前はたぶ
ん持っていないけど、このタイミングでほ
ら行け！というように、役割が決まってい
てばっと回り込んだりするのは日々練習
を重ねてやってると思います。

魚を食べるシャチと海生哺乳類を食べる
シャチがいるのは知ってる？トランジェ
ントとレジデントで、レジデントっていう
のが魚を食べるシャチ。魚はそんなに耳が
よくないから、魚を食べるシャチは餌を食
べるときもピーピー言いながら食べてる
んやけど、海生哺乳類食べるやつっていう
のは、静かにしとかへんと気づかれるか
ら、声出さへんねん。だから、今ここに書い
てくれた「キュピー、アザラシの右側に回
れ」ってのは、シャチの世界では起こらな
い。で、すごいことに、アザラシは、そこに
いるシャチが魚を食べるのか、海生哺乳類
を食べるのかを、そのシャチたちが出して
る音で聞き分けるから、そこに魚を食べる
シャチがいてもアザラシは逃げない。せや
けど、そこに海生哺乳類を食べるような
シャチの声が聞こえた瞬間、バーッて岩の
上に上がるということがわかってる。それ
ぐらい、餌のほうがシャチの声をしっかり
聞いてるから、シャチがちょっとでも音だ
したら、逃げられちゃう。

自然に役割分担が決まりますか？　って
いうその質問は、その通りやと思う。静か
にしながら日々練習して、役割を決めてる
んだと思う。これはシャチじゃなくてハン
ドウイルカの研究なんだけど、ハンドウイ
ルカも魚を食べるときに1個体が追っかけ
て、それ以外のやつがバリアを作って魚を
追い込んで餌を食べるんやけど、その追い
かけ役が決まってるっていう研究がある。
多分シャチもそういうふうに決まってい
て、群れのおばあちゃんの、今までずーっ
と生きてきた知恵で、役割分担して獲物を
食べていると思うので、その役割はしっか
り決まっているはずですけど、でも実際に
はわかっていないです。
 

最後に、「子供のシャチにも、「キョーン
ちゃんもう寝る時間ですよ。遊ぶのは終わ
り」みたいな注意の声をかけたりします
か？」っていう質問がありましたけど、今
のところシャチではそれは知られていま
せん。一つ目は、キョーンちゃんっていう
名前がないっていうところ。注意の声か
けっていうのがあるかどうかは、研究がま
だなされていません。ハンドウイルカで
は、子供がどこか行ったときに怒る、
Thunkっていう声はあります。シャチにも
そういう声があるかもしれない。それは誰
もまだ研究していない。声だけじゃなくて
たぶんアイコンタクトとか、いろんなこと
をして子供のことをずーっと見てるのは
間違いないので、注意は常にしているし、
お母ちゃんの声を聞いてる。名前がなくて
もそれぞれ生きていかないといけないの
で、相手の声を知ってることはすごく重要
になってきます。だからたとえば自分のお
母ちゃんの声がコラって聞こえた瞬間、自
分のお母ちゃんだとわかるし、たぶん自分
が怒られてるとわかるのと同じようなこ
とをたぶんシャチはやってると想像して
います。ただ本当に、研究としてはそんな
に進んでいない。大波君は、プログラミン
グとかやってる？

森阪

森阪

森阪

森阪

森阪

森阪

森阪

へえー。

大波

そうなんだ。

大波



今からAIとかいろんな技術が発達してき
て、音の分析なんてわりと簡単にできる
から、大波君が中学校・高校を終わって
大学ぐらいになると、技術がすごく発達
してるので、たくさんのシャチの音声の
研究をぜひしてもらって、あなたの質問
はすごい核心をついてていいので、これ
からぜひ頑張ってもらいたいなって本当
に思いました。

森阪

それは、実際にどの個体が答えてるかと
いうところまではわからないけど、群れ
の中で誰かが出したら誰かが出すように
なっています。他の研究では、割と仲良し
の個体が、声をかけ返すっていうのはわ
かってきています。

森阪

そうですね。それが出来ればいいですけ
ど、群れ全員につけるのはなかなか難し
いです。森阪

そこにも名前は必要はなくて、声ではな
く、ここに来なさいっていうサインを出
すので、この飼育員さんにはこの子が来
るっていうことが決まっているんです。

森阪

なので、その状態で、常に飼育員さんが
立っている前でサインをしてショーをす
るので、名前は知らなくても、この人のと
ころに行けばいいってことさえ覚えてい
ればいろいろできます。

森阪

その通りなんですけれども、基本的には
1対1というか、まあ2対2の場合もあるん
ですけれど、必ず指示を出す人は個体別
で決まっているんです。例えばみんなと
泳ぎなさいっていうサインを出すと、そ
のサインを受けてみんなで泳ぎ出して
ジャンプして、自分のトレーナーのとこ
ろに戻ってくるので、特に名前は必要な
いと思います。

森阪

それは人間が名前がないと気持ち悪いん
ですよ。それは人間の特性と思います。

森阪

おそらく。声は全部わかってると思いま
す。この声は誰だっていうのはわかって
ると思います。ただ名前を持っていない
状態です。そのへんちょっとややこしい
んですけど、名前っていう情報がなくて
も、動物は声の質で少なくともお互いを
認識できるので、名前と声の質は大きく
違う。だからシャチはお互いの位置を把
握してるということです。そこに名前っ
ていうシグナルは必要ないということに
なります。

森阪

うん。

大波

本田

たとえばその、一番最初に音聞かせてい
ただいたじゃないですか。あれは、群れの
誰かがキューイっていったら、他が一斉
にキューイって応えるんですか？

本田

そうなんですね。難しすぎるかもしれな
いんですけど、群れのすべてのシャチに
バイオロギングみたいに集音マイクみ
たいなものをつけておくと関係性、群れ
の中での呼び交わしのパターンみたい
なものがわかるんじゃないかと思った
んです。

本田

あと、自然状態だったら名前必要ないっ
ていうのはわかるんですけど、たとえば
水族館においては、飼育員さんが、一頭
一頭おそらく名前を付けて、個別的に訓
練をして芸をしてると思います。その時
にシャチは自分の名前っていうのを認
識できてるのですか？

本田

そうなんですか。

本田

そうなんだ。シャチとかイルカのショーっ
て複数がいっぱい飛んだり跳ねたりする
イメージがあるんですけれども。

本田

じゃあ、一応名前が付いているのは飼育員
側の都合に過ぎないんですね。

本田

名前はないけれど、声の音質からこの声を
出しているのはお母ちゃんなのかお姉
ちゃんなのかお兄ちゃんなのか、個体は認
識しているんですね。

本田

なるほど。じゃあシャチ側は
認識してないんですね。



森阪

ただそこで、群れの名前はしっかりとあ
るんですよ。Aっていう群れの音の出し
方の微妙な違いが、個体の違いになって
くるんです。

森阪

存在はしていると言われていて、要する
にカナダのシャチだね。オフショアーは
食べ物も違うと言われている。レジデン
トとトランジェントは、何が違うか聞い
たことある？

森阪

そうやんな。オフショアーは、クジラとか
も襲って食べるけど、それ以外のやつも
割と食べる、食べ方の違いもあると言わ
れています。レジデントとトランジェン
トの遺伝子を調べると、ずいぶん違いが
あるので、最近はトランジェントを違う
種にしようっていう動きがあります。

森阪

そこまできちんと研究されてないんです
けど、シャチではなくハンドウイルカで
は、自分のタイプの音が出てくると、つい
つい声をかけ返してしまうっていうルー
ルみたいですね。でもたぶん気持ち悪い
と思いますけど。だから録音して再生す
れば、きっと声をかけ返してくれると思
うので、大波君がパソコンを使えるよう
になってくると、そういうこともどんど
んできていくと思います。

森阪

一回、そういうことがあって、魚に機械を
つけたら、サメに食べられたらしい。その
サメがうんちしたのか吐き戻したのか
で、機械を回収できたんだって。調べてみ
たら、ある時期に急に変な動きをして、ぴ
たって止まって、そこからもっと大きい
生き物が動いているような波形が取れて
たらしいよ。他にも、たまに死ぬこともあ
るらしい。死んじゃって上に上がってこ
ないとか、回収できないこともある、バイ
オロギング。

森阪

わからない。今のところすごいレアだよ
ね。シャチだけじゃなくて、他の鯨類でも
ちょこちょこと白い奴は出てくるけれ
ど、シャチの白変種ってすごい珍しいよ
ね。だからむちゃくちゃ少ない。

森阪

あまりプレイバック実験をされていない
んですけど、あると思います。

森阪

そうですね。それが何を意味してるのかは
わからないですけど、さっき言いました通
り、声をかけ返すことで、仲良しというこ
とを確認しあっているんだと思います。

森阪

大波君、何か普段考えている
ことはある？

本田

なるほど、ありがとうございます。

本田

なんでも質問していいよ、誠太朗くん。

本田

じゃあ、その意味では会話できるんだ。

本田

群れの音に似た、キュイーンっていう音
を人間が出したときに応えてくれること
はあるんですか？

本田

さっき微妙な声の違いで個体認識してい
るとのお話でしたけど、たとえば人間が
キュイーって言ってみたからといって、
変なやつだから不気味だと思って応えて
くれないことはあるんですか？これ知ら
ん声や、みたいな感じで。

よく、トランジェントとレジデントとかは
聞くけど、オフショアーはあるんですか。

大波

トランジェントは、クジラとかを食べるけ
ど、レジデントは魚とかを食べる。

大波

白変種のシャチは、どれくらいの
確率で出てくる？

大波

バイオロギングの装置をつけた動物が、
食べられたらどうなるんですか。

大波



森阪

じゃあさ、これから中学高校入って何勉
強していこうかなって思ってる？

森阪

すごいね。元東大、今は九州工業大学の、
浦先生っていう人は、海底で自由に動く
ROVを作って、クジラの後ろから自動で
ついていくような海中ロボットを作ろう
としてたよね。
まあ、プログラミング一生懸命やっとい
てな。あと英語もちゃんとやっときや。よ
ろしくお願いします。

森阪

大波君はプログラミングできるから、い
ろんな機械は使えるんですよ。ラズベ
リーパイは使ったことある？小さいパソ
コンやねんけど、加速度とか取れたり、い
ろんなことができるようなセンサー類を
外付けできるんですよ。なのでそういう
ものを作ったらバイオロギングはできる
んです。たとえば自分、あるいは猫とか
で。ただ、水中は難しいんです。だけど、普
通の動物とか、お母ちゃんとか、あなた自
身とか、そういうのにつけて行動を見
るっていうのは、大波君のレベルがあっ
たらすぐできる。

森阪

はい。たとえば鳥とかはテープ
でぺたんと貼ったりします。動
物によって全然違います。

森阪

形態で、骨の違いがあって、遺伝子も違う
から、種がずいぶん違うっていうことが
わかってきている。どういう風に大きさ
の違いがあるかっていうのはちょっと勉
強不足ですいません。調べてみて。

森阪

トランジェントとレジデントでは、レジデ
ントのほうが少し小さかったような気が
する。口の大きさと合わせて、全体的な形
は、トランジェントとレジデントはずいぶ
ん違うということがわかってきている。

森阪

それは難しい質問やな。なかなかいい質
問かもね。尾びれの形は、泳ぐためにすご
く考えられた形になっているの。それで、
尾びれの形を変えて、どういう力が加わ
るかっていう研究をしてるグループがあ
る。例えば、飛行機がどういうふうに飛ぶ
のかとか、車の形が一番燃費が少ないよ
うな形にするにはどうしたらいいかって
いうようなことを考えるのが流体力学っ
ていう分野で、その人たちが一生懸命そ
の尾びれの形を研究してる。たしかシャ
チは、めちゃくちゃ速く泳ぐためのしっ
ぽじゃなかったと思う。たとえばジュゴ
ンのひれの形は効率重視になっていて、
早く泳ぐための形を重視してる。シャチ
やイルカの尾びれとは十分違うことはわ
かってはきてるけど、後ろの切れ目がな
ぜあるか、私が説明することはできない、
ごめん。多分何か意味はあると思う。

森阪

はい。僕らの時代とは全然違いますよね。
もう今の子らはすぐにできると思います。
1回作ってみたら？ロボット作るんやった
ら、たとえば加速度センサーつけてバイオ
ロギングなんてそんなに難しくなくすぐ
できるから、ぜひ1回やってみて。

森阪

吸盤。長いことつけておきたかったら刺
したりするんやけど、鯨類はやっぱり刺
すのかわいそうやし、吸盤を使います。だ
けど、その辺に売ってる100均の吸盤やっ
たらすぐ取れちゃうから、いろいろみん
な試していて、静岡のメーカーに作って
もらった吸盤があるんやけど、高い。一つ
1500円くらいする。

森阪

はい。

本田

森阪先生、海洋生物は難しいかもしれない
ですが、中学生でもできるバイオロギン
グってないですか。

本田

そろそろ時間が来てしまいました。森阪
先生、お忙しいところお時間割いてくだ
さってありがとうございました。

本田

そうなんだ。

本田

シャチとかイルカの場合に吸盤を使う？

本田

動物によってつけ方は違う？

プログラミングのこと、あとは
バイオロギングのこと。

大波

バイオロギングのくっつける
部分ってなんですか。

大波

魚を食べるシャチと、クジラを食べる
シャチでは、口のとがってる部分の長さ
とかが変わったりするんですか？ 大波

シャチの尾びれに切れ目が
あるのはなぜですか。

大波

クジラを食べるシャチと魚を食べる
シャチでは、個体の大きさが違うのか。

大波


