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集団遺伝分野

庄武孝義 ･川本 芳 ･平井腎久

研究概要

A)ニホンザルの集団遺伝学的研究

庄武孝義 ･川本 芳 ･Gurja.Bolayl)

ニホンザルの血液蛋白変異や ミトコンドリアD

NAの変異を検索し,群内.群問の退伝的変異性

を定立する｡得られたデータをもとに統計的検討

を加えニホンザルの繁殖柄近 ･種分化の解明をめ

ざす｡幸島群の退伝的特赦を再開杢するため94年

度未には幸島群の88頭のうち81頭を採血したム

B)Macaca屑サルの系統的相互関係

川本 芳 ･庄武孝義

ニホンザルを含むMacaca屑サル各車軸 らゝ材料

を採集し,前項A)と同一の方法によって種内 ･

種問の遺伝的変異性を定立化し,それら種間の遺

伝的分化 ･系統的関係を検討している｡'94年度

は川本がインドネシアのカリマンタンにて調査を

行い,各種の新たなサンプルを収典 した｡また,I

PSバリ大会にて研究成果を発表した｡

C)ヒヒ類の種分化に餌する典田並伝学的研究

庄武孝義

94年皮は文部省科学研究於により,セミエソ山

岳地帯(海抜3800m)でih伝的変異と高地適応メカ

ニズムの解明のためサル施設松林泊明氏とケダラ

ヒヒの捕獲調査を行い.25頭分の試料を収輿した.

D)サバンナモンキーの集団適伝学的研究

場田 城 l)･庄武孝義

エチオピア中央部を流れるアワッシュ川の川辺林

に生息するサバンナモンキー(グリベットモンキー)

CercopitheczLSaethiopsaethiopsの集団構造を

調べるために,約600kmにわたる範EfIの10集団の

比較研究をしている｡'94年度は血中蛋白質の多

座位屯気泳動法により各集団の遺伝子頻度を求め

た｡

E)家畜化現象と家畜系統史の研究

庄武孝義 ･川本 芳

1)大学院学生
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在来家畜とそれらの野生原種の野外調査によっ

て,家畜化現象そのものの集B]遺伝学的解明と,

各種家畜の集団間遺伝分化,系統的相互関係の解

明を行いっつある｡94年度はILRADとの共同研

究継続の確約をJICAより得た｡また,中国雲南

省における調査結果をまとめ公表した｡

F)霊長頬の染色体進化に関する分子細胞遺伝学

的研究

平井啓久 ･WilliamS.Procunier2)･川本 芳

染色体再配列に直接関与したと思われる染色体

部位のDNA,および霊長類独自のDNAを採取す

る目的で,染色体の顕徴切断法の導入を試みた｡

先ず,B榛とする染色体DNAを倒立顕微鏡とマtィ

クロマニピュレーターを使って削りとる方法を改

良した｡

霊長校の染色体進化を概括するために,18Sr

DNAをプローブとして7種を検索した｡その結果,

1対だけにrDNAを持つグループと4対以上の染色

体にそれを持つグループに大別された.

ヒトX染色体の動原体に特異的なDNA配列 (P

CR産物)を用いて,ヒト上科における染色体分

化のメカニズムを検討した｡

G)霊長頬の生田細胞遺伝学的研究

平井啓久 ･庄武孝義

霊長校の染色休進化を数量的に解析するため各

種のC-バンドを解析したoテナガザル頬のC-バン

ドは,従来報告されていない特異的なパターンで

ある串を発見した｡C-バンドバク-ンによって,

マカカ屈の各種およびマントヒヒとゲラダヒヒを

特定できる可能性を兄い出した｡

H)生物種問のキアズマ分化

平井啓久

住血吸虫2種および肺吸虫1種のキアズマ扱皮の

解析を行った｡極端に少ないキアズマ頻度を持つ

日本住血吸虫は.何らかの遺伝的偏りによってそ

の特性を獲得したものと結論付けられた｡さらに,

末端キアズマは本来のキアズマではないことを示

唆した｡また,アジア産住血吸虫は,各種特異的

なキアズマ頻度を有することが明らかになった｡

Ⅰ) トビキバハ リアリ類におけるrDNAの多重化

と染色体進化

平井啓久

■文部省海外学術調査(国立遺伝学研究所:今井

2) 外国人研究員

弘民)の班員として.オーストラリアCSIROにお

いて,28SrDNAをプローブとして16種の染色体を

FISH法.T.解析した.その結果,染色体は数の少
ない(2n-2)方から多い(2m-78)方へ進化してい

る示唆を得た｡
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系統発生分野

茂原信生1)･相見満 ･高井正成

研究概要

A)舌代日本人の形質入校学的研究

茂原信生

東北から中国地方にかけての縄文時代から江戸

1)19954年2月1日苛任

時代に至る古代人､特に縄文時代人の地方差を中

心に調査し､日本人の由来や地方変矧 こついて研

究 している｡

ち)舌代日本犬の頭蓋骨の研究

茂原倍生

首代日本犬の頭蓋骨の形質の変遷を調査し､時

代的な変化とともに人との共通点が多く見られる

岨咽器官の退化様式を明らかにする研究を行って

いる｡

C)霊長類の岨喝器官の変化様式の研究

茂原信生

化石人類からヒトに向かう変化のなかで岨喝器

官の退化は重要な意味を持っている｡その退化様

式を言語に関する器官の保存や退化を補償する形

質の発達との開脚 こついて研究を行っている｡

D)インドネシアにおける第4紀霊長類の研究

相見 満

インドネシアの現世及び化石霊長類の系統 ･進

化 ･分類について､詳細な研究をおこなった｡

E)南アメリカにおける郊三紀の化石霊長類の研

究

高井正成

(1)ボリビア国のサジャ地域において後期漸新

世(約2500万年前)の地層の発掘調査をおこない､

最古の広鼻投頬化石BTYZnisel血の新模本を発見

した｡この標本の系統的記載をおこないながら､

広舟殻頬の起源に関する問題について研究をお

こなっている｡

(2)コロンビア国のラベンタ地域において中期

中新世(約1500万年前)の地層の発掘調査をおこ

ない､現生広鼻損矧 こ近縁なさまざまな化石霊

長類の標本を発見した｡これらの化石種と現生

種との関連性をもとに､現在の広鼻猿類の形態

的な多様性について系統分粒学的研究をおこなっ

ている.'

F)中央アジア地域における歯科人類学的研究

高井正成

中央アジア地域の現代人(94年度はモンゴル共

和国のモンゴル人)を対象に､歯科人頬学的調査

をおこなっている｡歯科疾患調査として食生活の

変化による歯科疾患の増加について検討 し､歯科

人頬学的調査として歯列の印象採得をおこない､

同じモンゴロイド系のタジク人 ･現代日本人との

比較検討をおこなっている｡
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