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人類進化モデル研究センター

松林清明 (センター長 ･併任)･景山 節 ･MichaelA.Hu触Ianり平井啓久2)･上野書一 ･

後藤俊二 ･鈴木樹理 ･松林伸子3)･三輪宣勝4)･熊崎活則4)･阿部政光4)･

釜中慶郎4)･前田典彦4)･橋本ちひろ4)

平成 12年度には､センターとして取り組んできたチンパンジー繁殖が成功し､4月にアイ

(子の名はアユム､オス)､6月にタロエ (子の名はクレオ､メス)､8月にパン (子の名はパル､

メス)の3頭が由産した｡いずれも母親噛青で順調に生育し､多くの研究者による各種発達検査

も定期的に行われ､貴重なデータが蓄積されつつある｡

センターの将来構想に開通して､郊外にリサーチ･リソース･ステーションを建設するため

の概算要求が､研究所の重点項目に挙げられた｡現有するサル用汚水処理施設も老朽化のため機

能低下しているが､これの更新も重点項目として要求中である｡

研究所のサルの研究利用に関しては､大きな変化があった｡サル取り扱いに必要な知識 ･技

術を身に付けてもらうため､初期講習を体系化し､平成 13年度から全所員について3段階のラ

イセンス制度を設けることがサル委員会から提案され､承認された｡センターはこのための講習

や実習を担当することになる｡また､平成 13年4月から施行される ｢情報公開法｣に対応する

ため､これまでの ｢特殊実験許可願い｣が ｢動物実験計画書｣に変更され､実験内容をカテゴリ

ーA-Dに区別して申請する様式になった｡同時に｢サル類の飼育管理および使用に関する指針｣
も一部が改訂され､生命倫理により配慮する内容となった｡霊長類研究をより豊かに推進するた

めには､倫理面の充分な手だてが不可欠であり､霊長類研究所はこの点でも学界をリードする存

在であり続けたい｡

10月に､第2放飼場のアカゲザル 1頭が脱出する事件があり.原因と思われたコンクリー

ト塀の一部の補修を行Iつた.

教官以外の人事異動では､技術補佐員亀谷秀子が退職し､宋宮幸子､池谷囲代が採用された｡

また､センター最初の大学院生として､福原亮史が修士課程 1年に入学した｡
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<研究概要>

A)サル類の生殖生物学に関する研究

松林清明

オス生抽機能の進化を生殖器構造の面から検討する目的で､各校サル頬の梢鵜微細構造の組

紙学的検,索･を進めている.平成 12年度はこのため､国内動物園で過去に死亡した類人猿を含む

サル甥の液没標本の中から､精巣試料収集を重点的に行った.これらを組織標本化し､造梢機能

の詳細な節折を行っている｡

応用面としてチンパンジー椛液の凍結保存システム開発をめざして､共同研究を行っている.

B)サル規の細菌 ･ウイルスの迫伝子診断

景山 節 ･小笠原麻美 5)･松林伸子

エルシニア菌株のRAPDIPCRによるタイピングを行った占ネズミ､ハ ト糞などについてエ

ルシニア症の感染源としての可能性をPCRにより調べ､クマネズミ糞から菌を検出した｡

C)胃内ペプシノゲンの研究

3栗山 節

タンパク質発現研究のため､ヒト､サルペプシノゲンの酵母での発現に関する?rS斑研究を進

めた｡

D)類人猿の進化研究

成田裕一 6)･栗山 節.

オランウータン､テナガザルなど類人猿の胃ペプシノゲンは新､旧世界ザルに比べifH云子_7ri

複による多様化が進んでいることを明らかにした｡オランウータンでは cDNAの配列決定を進

めた｡

E)活性酸素生成 ･分解酵素系の研究

福原亮史 7)･景山 節

様々な病気､ス トレスと密接に関係している活性酸素の生成と分解に関するSODなど5種

の酵素について､ニホンザルの各組織での分布とアイソザイム多様性を明らかにした｡

F)霊長軒の自己健康管理に関する研究

MichaelA.Huffman

霊長類の自己健康管理の解明のため､ニホンザル (嵐山)の餌づけ群を対象に井川分析のた

め摂取植物や土の採集を断続した｡タンザニア国マハレの野生チンパンジーについて､寄生虫感

牡に対する自己健康管理行動の行動生態･化学的調査を行い､探食品目と非栄養的摂取物の薬効

作用について研究した (霊長研 ･後藤俊二､京大 ･大束 肇､京大 ･JamesWakibara､近弘大 ･

小柄水弘一､村上 明と兆同研究)｡

G)研究用霊長掛 二村する動物福祉に関する基碇研究

上野書-

研究用霊艮掛 こ対する動物柿祉を確立することを目的として､放飼場ならびに個別ケージに
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おける環境エンリッチメントを試みた｡また､こうした環境操作による効果を評価するために､

行動学的 ･生理学的指標にもとづ く評価法の検討を進めた｡

H)チンパンジーにおける三次元構築物利用の検討

上野書一

昨年相次いで国内の2つ動物園で建設された､チンパンジー舎のタワー型三次元構築物 (高

さ 15m)が､どのように利用されているかを分析 した｡これら2つの間には､利用時間に関し

大きな違いが見られた｡三次元構築物のデザインが影響 していることが示唆された占
I

I)霊長類における喚覚 ･味覚の発達

上野書-

チンパンジーやフサオオマキザルの乳児を対象に､喚覚 ･味覚の発達を調べた｡母子間の結

び付きへの匂いの働きなどが検討された｡

∫)霊長類の寄生虫感染に関する研究

後藤俊二

･霊長類の野生集団における､寄生虫の感染状況と宿主の生息環境との関連性､寄生虫感染の

宿主の健康状態に与える影響等を明らかにするため､ニホンザルやカニクイザル､チンパンジー

を対象として糞便検査や血液性状の分析による継続的な調査を進めている｡また､肺糸状虫症の

感染実験モデルの確立や病態解明を目的として､飼育下マカク類での感染個体を用いた臨床病理

学的解析を行っている｡

K)サル類の成長の生理学的及び形態学的研究

鈴木樹理

2歳令のニホンザルについて縦断的手法を用いで性成熟期の成長関連ホルモンの分泌動態

を調べた｡また､野生の個体について横断的手法によって IGF･1分泌の年齢変化を調べた｡そ

の結果､性成熟期までは雌雄ともに年齢が上がるに従ってこのホルモンの分泌量が優位に増加す

ることが明らかになった｡メスでのこの知見は昨年まで行った研究では明らかにならなかった新

たな知見であった｡

L)サル類のス トレス定量のための研究

鈴木樹理

実際の飼育環境でのス トレス反応を定量するために､異常行動を示すニホンザルを用いて､

ケージ内に遊具 (木片)を入れた時に起こる行動と血中コーチゾルと尿中カテ･コールアミンの経

時変化を調べている｡また非侵襲的なサンプルとして唾液に注目し､それに含まれるコーチゾル

の定量系を開発 した｡マカクでは十分信頼できるデータが得られたが､チンパンジーについては

不十分なために測定系の改良を行っている｡

1)外国人客員 2)遺伝子情報分野助教授兼任 3)教務技官 4)技官 5)技術補佐員 6)COE非常

勤研究員 7)大学院生
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<研究業凍>

給文

一英文-

1)Abe.K..Inami.T..Ishikawa,K..Nakamura.S.&Goto,S.(2000)TTVirusinfectioninnonhuman

pnmatesandcharacterizationoftheviralgenome:IdentirICalionofsimianTTVirusisolatcs.Joumal

orⅥrology74:1549･1553･ ■

2)Aufreiter,S..Mahaney,W.C.,Milner.M.W.,Huffman,M.A..Hancock.R.G.V..Wink.M..Reich,

M.&Rana,S.(2001)MineraIogicalandchemicalinteractionsofsoilseatenbychimpanzeesofthe

MahaleMountainsandGombeStream NationalParks.Tanzania.JournalofChemicalEcology

27(2):285-311.

3)Fukuhara.R.,Kageyama,T.,Suzuki,H.&TTezuka,T.(2001)Tissuedistributionandmultiplicityof

enzymesthatgenerateandscavengereactiveoxygenspeciesinJapanesemonkey.Zoological

Science18:207-213.

4)Gotoh,S･(2000)RegionaldifferencesintheinfectionofwildJapanesemacaquesbygastrointestinal

helminthParasites.Primates41:291-298.

5)Gotoh,S/ITakenaka,0.,Watanabe,K.,Hamada,Y.,Kawam oto,Y.,Watanabe,T.,Suryobroto,B.&

Sajuthi,D.(2001)Hematologicalvaluesandparasitefaunainfree-rangingMacacaheckl.andtheM･

heckLM .tonkeanahybridgroupofSulawesiIsland,Indonesia.Primates42:27-34.

6)Kageyama,T.(2000)NewWorldmonkeypepsinogensAandC,andprochymosins.Purification,

characterizationofenzymaticproperties,CDNA clonlng,andmolecular evolulion.Journal of

Biochemistry127:761-770.

7)Kageyama,T..Ichinose,M.,Tsukada-Kato,S.,Omata.M.,Narita.Y.,Moriyama,A.&Yonezawa,S.

(2000)Molecularcloningofneonate/infant-specificpepsinogensfromratstomachmucosaandtheir

expressionalchangeduringdevelopment.BiochemicalandBiophysicalResearchCommunications

267:806-812.

8)Ketch,L.A.,MalIoch,D.,Mal1aney,W.C.&Huffman,M.A.(2001).Themicrobiologyandclay

mineralogyofsoilseatenbychimpanzees(PantrDgtOdytesschweL'nfurth.'L')intheMal1a]eMountains

NationalPark.Tanzania.SoilBiologyandBiochemistry33(2):199-203.

9)Kin,H-S･.Kageyama,T.&Takenaka,0･(2000)TheArgandLys-richmotifintheTSPYgeneof

humansandJapanesemonkeys(Macacafusca(a)isconservedinvariousprimatespecies.Korean

JoumalofLifeScience10:37-39.

10)Narita,Y･,.Oda,S･,Takenaka,0.皮 Kageyama,T.(2000)Multjplicitiesandsomeenzymatic

characteristicsorapepepslnOgenSandpepslnS.JoumalorMedicalPrimatology29:402-410.

II)Soltis,J..Thomsen,R..Matsubayashi,K,&Takenaga,0.(2000)Tnranticidebyresidentmalesand

femaIecounter･StrategiesinwildJapanesemacaqucs(Macacafuscata).Behavior,Ecologyand

Sociobiology48:195-202.

12)Suzuki∫,GotohS,MiwaN,TeraoK,NakayamaH(2000):Autoimmunehemolyticanemia(AIHA)

inaninfantrhesusmacaque(Macacamutat(a).JournalofMedicalPrimatology29:88-94.

13)Suzuki,I.,Ohkura,S.,Hayakawa.S.皮 Hamada,Y.(2000)Time seriesanalysisofplasma

insuIin-)ikegrowthfactor-Iandgonadalsteroidsinado)escentJapanesemacaques(Macacafusca(a).

JoumalorReproductionandDevelopment46:157･166.
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14)Tachibana,H.,Cheng,X.J･,Kobayashi,S"Matsubayashi,N･,Goto,S.&Matsubayashi,K.(2000)

HighprevalenceofinfectionwithEntamoebadispar,butnotE･histoLytica,incaptlVemaCaqueS.

ParasitologyResearch87:14-17･

15)Takenaka,A.,Matsumoto,Y.,Nagaya,A.,Watanabe,K.,Goto,S.,Suryobroto,̀B.良'mkenaka,0.

(2000)Plasmacholesterollevelsinfree-rangingmacaquescomparedwithcaptivemacaquesa叫

humans.Primates41:299-309.

16)Yonezawa,S.,Kimura,A･,Koshiba,S.,Masaki,S.,Ono,T･,Hanai,A.,Sonta,S"Kageyama,T.,

TAkahashi,T.& Moriyama,A.(2000)MousemyosinX:moleculararchitectureandtissue

expressionasrevealedbynorthem blotandinSftuhybridizationaJlalyses.Biochemicaland

BiophysicalResearchComm unications27I:526-533.

-和文-

1)保坂和彦 ･松本晶子 ･マイケル A.ハフマン･川中健二 (2000)マハレチンパンジーにおけ

る同種個体の死体にたいする反応.霊長類研究 16(1):1-15.

2)松林清明 (2000)サルの飼育空間について.実験動物と環境 8(1):49-57.●

3)上野善一 (2000)ヒトは匂いをどのように捉えることができるか:生物学的制約と文化的要

因からの検討.アロマリサーチ 4:9-14.

着専

一英文-

1)Hofer,A.,Huffman,M.A,& Ziesler,G.(2000)Mahale;aphotographicencounterwith

chimpanzees.SterlingPublishing(NewYわrk).160pp･

一和文-

1)Huffman,M.A.･小清水弘一､･大東肇 (2000)サルの薬膳料理.｢霊長類生態学-環境と行動

のダイナミズム｣(杉山幸丸編著),京都大学学術出版会,pp.85-108.

総説

一英文-

1)Ueno,Y(2001)Howdoweeat?:HypothesisofForagingStrategyfromtheViewpointofGustation.

In:PrimateOriginofHumanCognitionandBehavior.(ed.Matsuzawa,T.).Springer-Verlag,Tokyo,

pp.104-111.

-和文-

1)成田裕一 ･景山 節 (2000)霊長類における胃内タンパク消化酵素ペプシノゲンの多様化

霊長類研究 16(2):125-131

2)上野書- (2000)グルメの生物学的起源:ヒトはなぜいろいろなものが食べたくなるか.｢心

の進化-人間性の起源を求めて｣(松沢哲郎 ･長谷川寿一編),岩波書店,pp.167-172.

報告 ･その他

一和文-

1)大蔵聡 ･鈴木樹理 ･~早川清治 ･横田穣 (2001)栄養による生殖機能の制御一飼育下ニホンザ

ルの性成熟過程に関する縦断的研究から一.An山ropologicalScience108:145-146.
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一英文-

1)Hurfman,M.A.(2000)TheSacredMonkeysofBali.BruceP.Wheatley,WavelandPress,Inc.

(ProspectHeights,Illinois,USA),1999.Primates41:235.

2)Hummn,M.A.(2000)TheMentalitiesorGorillasandOrangutans-Comparativeperspectives.

Tay]orP.S.,Mitchcll.R.W.&Miles,H.L.,UniversityofCambridgePress(Cambridge,UK).1999.

BioScience50(12):I122-1124.

学会発表専

一英文-

1)Bardi,M.,Shimizu,K.,Fujita,S.,Borgognini-1もri,S.& Huffman,M.A.(2000)Hormonal

correlatesofmatemalstyleincaptlVemaCaqueS.The16thAnnualMeetingofPrimateSocietyof

Japan(July2000,Nagoya).PrimateResearch16(3):256.

2)Fukuhara,R..Tezuka,T.&Kageyama,T.(2000)Tissuedistribution,multiplicity.andmolccular

structureofprimatesuperoxidedismutases(SODs)thatareenzymescorrelatedwithlife-span.

COEIntemationalSymposium "Developmentandagingofprimates''(Nov.2000,Inuyama).

Abstractsp.64.

3)Huffman,M.A.(2000)Investigatingtheanimaloriginsofherbalmedicine.Oldwaysofsolving

newproblems?The4thEuropeanColloquiumonEthnopharmacology(PlenarySpcakcr)(May2000,

Metz,France).

4)Huffman,M.A.(2000)GreatApeSelf-MedicationandHumanTraditionalMedicine-A

Bio-CulturalApproachtoEvaluatingHerbalAnlheIminticsforHumansandProductionAnimalsin

Africa.FirstEastAfricanRegionalConferenceonMedicinalPlants,TraditionalMedicinesand

LocalCommunitiesinAfrica:ChallengesandOpportunitiesoftheNewMillennium(May2000.

Nairobi,Kenya).

5)Huffman,M.A.(2000)Cross-Sitecomparisonofself-medicativebehaviorintheAfricanGreatApes.

BehavioralDiversityintheGreatApes,MaxPIanckInstituteforEvolutionaryAnthropology(June

2000,Munich,Gemany).

6)Humllan,M.A.(2000)Ecologicalandbiologicalbasisorprimatebehavioraltraditions.

IntemationalSymposiumonTraditionsinNonhumanPrimates:ModelsandEvidence(Nov.2000,

'Atlanta,Georgia,USA).

7)Matsubayashi,K.,Enomoto,T.,Nakano,M.&Fujii-Hanamoto,Ii.(2000)Reproductivestrategies

orgreatapesinviewortesticularhistology.The18thCongressorthelntemationalPrimatologlCal

Society(Jam.2001.Adelaide,Australia).AbstractsandProgrammep.379.

8)Matsuyama,S.,Suzuki.J.,Tsukamura.H.,Macda,K.-I.&Ohkura,S.(2000)Effectoflipoprivation

byintravenousadministrationofb-oxidationinhibitor,2-mercaptoacetate,OnpulsatilelutelnlZlng

hormonesecretioninovariectomizedJapanesemacaques(Macacafusca(a).Brain,Nose&Pituitary

lntemationalSymposium(Dec.2000,Tokyo).ProgramandAbstractsp.90.

9)Ohkura,S.,Suzuki,J.,Matsuyama,S.,Tsukamura,H.&Maeda,K.-I.(2000)Suppressiveeffectof

theantimctabolicglucoseanalog,2-deoxy-D-glucose,Onpulsatileluteinizinghormonesecretionin

Japanesemacaqucs(Macaca/LLSCataftLSCata).Brain,Nose&PituitaryInternationalSymposium
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(Dec.2000,Tbkyo).ProgramandAbstractsp.84.

10)SuzukiJ.,IshidaT.,OhkuraS..UdonoT.,HayasakaI.&Arsaithamkul,V.(2001)plasmaIGF-I

levelsin山egreatandlesserapes･The18山Congressor山elntemationalPrimatologicalSociety

(Jan･2001,Adelaide,Australia).AbstractsandProgram mep.485.

ll)Suzuki,J･,Ohkura,S･,Hamada,Y･& Hayakawa,S･(2000)Timeseriesanalysisofplasma

insulin-likegrowthfactor-landgonadal SteroidsinadolescentJapanesemacaques.TheJapan

SocietyfわrComparativeEndocrinology25山AnnualMeeting.(Nov･2000,Noto)･Proceedingsof山e

JapanSocietyfわrComparativeEndocrinology15:21.

-和文-

1)榎本知郎 ･中野まゆみ ･松林清明 ･長谷川有美 (2000)ニホン東 レの成長 ･加齢に伴う精子

形成の変化 第 16回日本霊長類学会大会 (2000年 7月,名古屋).霊長類研究 16(3):296.

2)福原亮史 ･景山節 ･手塚修文 (2000)ニホンザルにおける活性酸素の生成 ･,ti肖去に関する酵素
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