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ⅤⅠ.COEとしての活動

COE形成基礎研究費
｢類人猿の進化と人類の成立｣

､1.14年度研究全般について

｢類人猿の進化と人類の成立｣との研究課題で,

この5年間研究を進めてきた.文部省(現文部科学省)

科学研究費の補助による.当初は COE(Centerof

Excellence)拠点形成基礎研究費,現在は特別推進研

究(COE)という名前である.京都大学霊長類研究所お

よび京都大学大学院理学研究科の,類人猿進化を主た

るテーマとするスタッフを主体に 1)社会 ･生態,2)

形態 ･古生物',3)認知 ･脳科学,4)分子 ･遺伝の4班

構成で研究を進める計画を立てた.これらの学問分野

は｢並長類の進化を明らかにし人類の起源を考察す

る｣とする霊長類学の根本的な課題である.研究課題

そのものは類人猿を前面としたが,比較研究も重要で

ある.多くの霊長類研究はもとより最近注目を集め始

めた動物福祉研究までをサポー トし得たと思ってい

る.●本成果報告書は日本霊長類学会の機関誌である英

文学術雑誌｢primates｣と和文を主とした学術雑誌｢霊

長琉研究｣の特集号の論文を合本とさせていただいた.

これらは最近の成果でありこの 5年間の研究成果の
まとめたものではない.そこでこの研究期間にすでに

発衣された論文の別刷りをまとめたものを加えた.以

下本研究課題の成果を概説したい.

社会 ･生態研究

チンパンジー研究の世界的な研究拠点であるタ

ンザニア国マハレに,2人の大学院生を一年間派遣

し研究を行った.毛づくろいの詳細な研究がなされ`

た.･この行動は他個体の外部寄生虫の除去という毛

づくろいされる側にはメリットがある.種々の検討

の結凪 やはり母親から子供-のものが多かった.

一方,チンパンジーが薬を両手で持ち口を付けると

いう行動に注目した.50枚に及ぶそのような葉の回

収検査から薬に死んだシラミが付着していることが

明らかになり,グルーミングで捕ったシラミを薬に

挟みつぶしてから食べることによる再寄生防止のた

めと考えられた.また文化的行動パターンの発達で

も進展があった.例えば 11歳のワカモノオスが｢落

ちばかき｣をした直後,3歳の弟が同じ行動をしたよ

うに,幼児如 こ年長者の行動を模倣する例が多く観

察され,いわば文化的行動の伝承が明にされた.同

研究地を統括する分担者西田は世界中のチシパンジ

｢研究者と各地のチンパンジーの行動比較を行い,
チンパンジーの文化的行動という論文を共同研究者

とともにNatureに発表した.ゴリラの研究ではカメ

ルーンとガボンで調査を行い,集団のサイズと構成

一について観察資料を収集した.低地熱帯林に生息す

るゴリラでは平均集団サイズが 10頭前後で山地林

のゴリラ集団に比べ少ないこと,これは前者が果実

食で,山地林ゴリラの菜食傾向に比べ採食競合によ

ると推測した. 分担者山極による20年に及ぶゴリ

ラ観察を元に研究成果報告会では｢類人猿比較から
人間性について何がわかるのか｣という考察がなさ
れた.

ウガンダ国カリンズ森林のチンパンジーの研究

ではいわゆる人付け,彼らが観察者の存在になれる

ことによるアクセスが容易になったのに加え,別の

観点から進展があった.現在のフィール ド研究は,
他方に自然保護との接点を目指しながら進めねばな

らない.それほど人間の影響がますます大きくなっ

ている.同地ではいわゆる節度を持ってチンパンジ

ーを観察するエコツーリズムとして,ウガンダ国の

森林省の賛同を得て進展中である.ピグミーチン六

ンジー(ボノボ)の研究でも再開が期待される.コン

ゴ民主共和国(旧ザイール)ワンバ奉林のボノボの研
究は日本の研究グループが世界に先駆けて始めたも

のである.多くの新発見があったが,内戦でここ10

年ほど中断していた.研究分担者の古市による現地

との接触により,かつて個体識別の明らかな彼らが

一頭を除き生存していることが明らかになり,近い

将来の研究再開が期待される.さらに比較研究とし

て離合集散型の社会構造を有する南アメリカのクモ

ザルについてパーティーサイズ,菜食,土地利用な

どが明らかになり,彼らの社会構造について,東ア

フリカ,西アフリカのチンパンジー社会モデルとの

比較研究がまとめられた.

形態 ･古生物研究

熊本県にあるチンパンジーコロニーの個体を対

象としだ個体発達の縦断的研究により,チンパンジ

ーにも思春期発達はあるもののヒトほどは朗著では

ないとする研究がまとめられた.霊長類研究所では

1998,99年にアジルテナガザル 2頭,2000年にチン

パンジー3頭の誕生があった.彼らを対象とした身

体プロポーションの変化等の形態学的発達研究が行

われている.それに加え定期的な血液試料採取によ

る血液中の成長ホルモンレベル等の発達変化研究が

継続している.さらにチンパンジ二の発達研究では,

MRIを用いた方法により咽頭構造の変化が調べられ

た.発声機能と密接な関係を持つヒトの咽頭構造の

発達的変化との比較である.ヒトのような言薬の発

声には咽頭の沈下と構造の増大が必要とされるが,

チンパンジーでは傾向はあるが小さいことが明にな

っている.DEXA(DualEnergyX-rayAbsorptiometr

y),PQCT(PeripheralQuantitativeComputepdTomo

graphy)等非侵襲的方法を用いた研究が進展してい

る.チンパンジー乳児での測定とヒトの乳児との比

較により,ヒトはチンパンジー乳児に比べ突出した

高い体脂肪含量を示す.これはサバンナに進出した

ヒトの祖先が時に訪れる低栄養状態に耐えるためと

推測した.同様にチンパンジー上肢,下肢の骨盤量

発達変化の比較研究がまとめられつつある.霊長類

の中で最も速い速度で疾走できる/.,.タスモンキーの
運動様式研究もまとめられた.このサルは長い四肢

を持っている.このことから人類進化の過程でオー

ストラロピテクスは下肢が短く歩行効率は良くなか
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ったが 200万年前のホモエレクトスは下肢が長く二
足歩行が完成したと推測された.またパタスモンキ

ーはよく後肢で立ち上がる.チンパンジーの約8倍,

ヒヒの2.5倍に及ぶ.サバンナで捕食者の発見に有

利であると推測した.

ヒトを含む霊長類の古生物学,化石発掘による

忠良頬 ･人獅進化研究は主としてアフリカでなされ

てきた.しかしながら東南アジアでの化石発掘研究

は新た地平を開きつつある.ミャンマー国中央部で

中和始新世末期のボンダウン層から多数発見された

初期真猿類化石は5属 6種に分類された.体サイズ

も変異に富み,大きい種で約8kgついで5kg,1.5kg,

500g,100gと高い変異性を示し,多様な詔長叛が生
息していたことが明らかになった.また火山灰が発

見され化石の絶対年代を3,700万年前とした.高等

霊長類である英検類のアジア起原も視野に入ってき

た.他方,タイ国北部のチアンムアン累屈での大型

類人猿化石(歯)二つの発見もされた.同時に多数の

輔乳類化石も発見され生物の多様性も明らかにされ

た.それら他の動物の化石の比較から約 1,100万年

前と推測した.東南アジアにおける大型類人猿化石

としては初めての発見である.これらはアフリカで

の起源と進化という笠長類進化史を串き換える可能

性もあり将来の研究が期待される.

脳 ･認知科学研究

上述したごとく誕生をみたテナガザル 2頭とチ

ンパンジー3頭について,統制のとれた実験条件下

での発達研究が進展している.テナガザルでは身体

的成長はマカクであるニホンザルとほとんど同じか

少し早い.一方,種々の行動の初出はニホンザルと

チンパンジーの中間に位置し,類人猿としての特徴

を示している.テナガザルは自らのテリトリーの境

界域でテリトリーソングを発することが知られてい

るが,それらが一才で発出されることも明かとなっ
た.チンパンジーの発達では,24時間ビデオ投影観

矧 こより,ヒトと同様な新生児微笑を示すこと,諺

生直後はすべて母親依存であるが生後一年を過ぎる

頃から子供達の問での遊びが始まること等,今後ヒ

トの発達過程との詳細な比較考察研究が可能な記録

が集積できている.他方MRI等を用いた脳全体およ

び脳各部位容柿の発達的増加等のデータも集積され,
ヒトとの比較解析研究が進行している.チンパンジ

ーの脳の発達では,脳のサイズの拡大は,1才まで

急速に拡大しその後減速すること,またTl強調画像

で高信号を示した大脳白質と判断される部分が人と

同様にゆっくりと発達することを示した.成体のチ

ンパンジーのMRI研究では,ヒト,チンパンジー,

テナガザル,ニホンザルのMRI画像により脳の左右

差を検討した.側頭椛に沿ったスライス画像でヒト

とチンパンジーでのみ左右差が見られた.他方テナ

ガザル,ニホンザルでは左右差はなかった.ヒトの
男性で 5-8%存在する赤緑色盲色弱はマカカ属サル

のオスではきわめて少なく約 0.4%であることがわ

れわれの研究で明らかになっている.そこでオスチ

ンパンジー約 100好iのDN̂ を検索し,1頭の色弱個

体を発見した.網膜応答記録,色弁別行動実験から,

ヒトの色覚苑常と相同であることを示した.他方,

不幸なことではあったが,チンパンジーが死産児を

出産し,末期胎児脳の組織を検査する機会があった.

ヒトと大型類人猿の脳の前部子持状回に存在し,日印

神経 ･内分泌系制御,発声発語等と関係するとされ
るスピンドル細胞がすでに胎生末期のチンパンジー

にあることが明らかになった.また現在では放射性

物質を投与した動物は実験後の殺処分という｢法｣の

関係で類人猿を用いた研究は出来ないが将来に備え,
18F とアカゲザルを用いPETのシミュレーション実

験に成功した.

飼育下チンパンジーの認知研究では｢概念｣の獲
1.rlpという税点での検査を行った.チンパンジーは｢花

という概念｣を持ち,見たことのない花を花であると

認識することが可能である.刺激として写真の代わ

りに,正確に拙写した絵,カット画,白黒の線画を

用いたところ個体により成績が異なり全てのチンパ

ンジーが,ヒトが使用している絵画的表象を認識で

きるわけではないことが明らかとなった.

分子 ･迫伝研究
テナガザルの社会研究で進展があった.テナガ

ザルは 1頭のオスと1頭のメスが厳格なペアー型社

会を作るとされる.迫伝分析による彼等の血縁判定

を目的とし,ヒトおよびニホンザルで開発された,

高い多型性を示すマイクロサテライ ト分析用プライ

マーからテナガザルに応用可能なものを 16種選定

した.インドネシア東カリマンタン島の隣接する野

生テナガザル6群の解析を行い5群の父 ･母 ･子関

係を明らかにした.さらに森林火災により生息地が

縮小した際,テナガザルの両親は自分たちの息子と
その相手(嫁).また他の両親は娘とその相手(捕)逮

にテリトリーの共有を許した.火災より4年後には

それぞれの血縁集団はもとのペアー型に戻り,相互

に敵対的になっている.テナガザル社会の可塑性の

世界に先駆けた発見であった.他方,コンゴ民主共

和国東端のカフジ国立公園にて収処したゴリラ2群

の体毛サンプルを用い,迫伝分析を行った.変異性

に富むミトコンドリアD-Loop領域590bpを増幅し塩
基配列を決定した.カフジ群 44討科 内で 18の,イ
テベロ群 14試料内で9ハプロタイプが見つかった.

しかし 1ハプロタイプが共有されているのみで,
200km離れた両群で連続した森があるにもかかわら

ずメスの移動がきわめてまれであることが解った.

分子 ･迫伝の研究分野では,粁入城を研究対象とす

る場合,彼らを一時的にせよ捕粧し血液などの試料

を採収することは全く不可能である.体毛,戻,糞,

彼らが織維質の食物を食べ吐き出したシガミカス等

を出発とし,PCRによる方法を検討してきた.その

際現地の トラッカー等の収集者や分析担当する実験

者からの汚染をさけることは困難である.そこで対

象とするDNA領域でヒトには存在し,類人猿には存

在しない制限酵素サイ トを検索した.汚染されたヒ

トのDNAのみをPCRの前に破壊しておこうという方

法である.モデル実験では成功した.現在実際の極

微量試料の条件を検討している.

霊長類は基本的には果実,燕食であるが,柾々
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の食性を有する.食物消化の第一段階である胃の蛋

白消化酵素ペプシンについて,各種霊長類について

の進化研究が進展した.ヒトはペプシンとして多く

の分子種を持っている.しかし南アメリカの新世界

ザルでは分子種は少ない.アジアアフリカの旧世界

ザル,類人猿と進化するに従い分子種は増加する.

他方ペプシンはよく切断する基質やあまり切断消化

できない基質がある.ペプシンの分子の多様化はい

ろいろな食物に適応する方向の進化と考えられる.

他方種々の晴乳動物胃のペプシン活性には大きな差

違がある.例えば肉が主要な食物である食肉目では

活性が低く,逆に果実や菜が主食である霊長類で高

い.植物の場合タンパク質がセルロースマ トリック

に囲まれており,またタンニンなどの阻害剤を含む.

それ故に活性を高くしていると推測した.また飼育

下の 4種の類人猿で,尿や糞等の非侵襲的試料を用

いた生殖関連の内分泌状態解析のための方法が確立

された.野生類人猿に応用可能で,今後自然状態で

の試料の採集と行動観察で彼らの行動のより深い考

餌が可能になると期待される.霊長類研究所では15

年来各種霊長類,動物からのDNAを精製し保存して

きた.3000個体を越え,霊長類DNA研究の拠点とし

て機能していると言える.それらのDNA試料を用い

分析した.類人猿における脳内性格関連神経伝達物

質の迫伝子(岐阜大農との共同研究),進化の過程で

ゲノムに進入したレトロウイルス関連遺伝子の霊長

桁における進化研究(大韓民国釜山大学理との共同

研究)でも進展があった.■

(文責 :竹中修)

2.COE国際シンポジウム及び

その他の学術集会

第 2回COE国際シンポジウム

｢類人猿の進化と人類の成立｣

日時 :2002年 11月 15 (金)～17日 (日)

場所 :犬山国際観光センター ｢フロイデ｣

このシンポジウムは,1999年 11月に開催された第

1回COE国際シンポジウム｢類人猿の進化と人類の成立｣

(第2回サガ･シンポジウムと共催)のフォロウ･アッ

プのシンポジウムとして企画実行されたものである.ま

た,同名の研究課題のもとに,平成 10-14年度に文部省

(堤,文部科学省)の支援を受けて実施された5年間に

わたる研究プロジェクト (代表者 :竹中修)が,この2

つのシンポジウム開催の基盤となっている.

この ｢類人猿の進化と人類の成立｣研究プロジェク

トは,最初の4年間はCOE(CenterofExcellence)拠点

形成基礎研究として位置づけられ,最終年度だけ特別推

進研究と位置づけられた.京都大学霊長類研究所ならび

に京都大学理学研究科に所属する,類人猿およびヒトの

進化を主たる研究テーマとするスタッフを中心として,

その研究組織が構成された.4つの大きな研究領域から

なっている.1)社会･生態,2)形態 ･古生物,3)認知 ･

脳科学,4)分子 ･遺伝の4領域である.こうした学問分

野は多岐にわたるが,｢霊長類の進化を明らかにし,人

類の起源を考察する｣という霊長類学の根本的な課題と

関連している.類人猿研究を前面に押し出したものだが,

他の霊長類との比較研究もまた人類進化の解明には必

須であるため,それらを対象とした研究も広く推進され

た.またこうした学術的研究の推進だけでなく,動物福

祉や野生保全の試みと提携し,それらを強力に支援する

研究プログラムだったといえる.本シンポジウムは,基

盤となる研究プロジェクトがもつ上述の性格を反映し,

上記の4つの研究領域からの研究発表がなされた.その

招待講演者による口頭発表のセッションについて,日を

追って内容を概説する.

011月 15日 (金)
古市剛史

エリザベス･ランズドルフがゴンべの野生チンパン

ジーのシロアリつり行動の発達について,中村美知夫が

マハレの野生チンパンジーの文化的伝統としての毛づ

くろい行動とそこにおける r積極的教示｣の可能性につ

いて,リチャー ド･ランガムが ｢ホールバック･フード｣
という概念の提唱と人類における料理の起源について

話題提供をおこなった.野生チンパンジーの長期調査基

地であるゴンベ,マハレ,キバレからの報告で,野生チ

ンパンジーの文化についての最近の研究成果を聞くこ

とができた.

斎藤成也

スパンテ･ペ-ボが｢比較霊長類ゲノム学｣について,

榊佳之が ｢われわれ自身を知るためのチンパンジー･ゲ

ノム･プロジェクト｣について話題提供した.マックス

ブランク進化人類学研究所のゲノム科学のリーダーで

あるペ-ボは,その同僚と共に,2002年のサイエンス

誌の論文で,ヒトとチンパンジーの迫伝子発現を臓器別

に比較したとき,脳でその差が大きいことを見出した.

榊は,ヒトゲノム解読計画の日本のリーダーであり,ポ
スト･ヒトゲノム研究としてのチンパンジー･ゲノム研

究の重要性を指摘した.洋の東西を代表するゲノム研究

者による講演で,大型類人猿を対象としたゲノム研究の

魅力と将来展望が示された.
上記のセッションとサンドイッチにされるかたち

で3つのポスターセッションがおこなわれた.各演足削こ

5分間の口頭発表の時間が割り当てられた.田中正之が

司会した 12演題,ジョェル ･フアゴーが司会した12演

題,大石高生が司会した 18演題があった.この第 1日

目の最後に,前日開催されたサテライト.･シンポジウム

である第 5回サガ ･シンポジウムとの共催で,ジェー

ン･グドールによる｢野生チンパンジーの親子のきずな｣

にかんする特別講演がおこなわれた.この一般講演には,

犬山市など地元の方々,高校生や中学生も参加しており,

類人猿研究人の感心を高める役割を果たしたと思われ

る.

011月 16日 (土)
<第3セッション>認知,.座長 :藤田和生
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ジョゼップ･コールが ｢好i人狼における自然的因果

の理解｣,友永雅己が ｢チンパンジー幼児における視線

の認知の発達的変化Jについて話題捉供した.それに続

いて,ブライアン･-アが,ヒトとチンパンジーが成合
する ｢物を隠す場面｣でチンパンジーが見せる欺きのテ

クニックを紹介した.ヨハン･バースは,L大型析人綬4
柾 (チンパンジー,ボノボ,ゴリラ,オランウータン)

を対空如こした認知実験で種差ならびに個体差を測る研

究の展望_を述べた.最後に,平田聡が,チンパンジーの

母親が習得した道具使用 (ハチミツなめ)の技術が,千

どものチンパンジーに,いつ,だれからだれ-,どのよ

うにして伝播するのかを実証した研究例を紹介した.マ

ックスブランク進化人類学研究所での研究3題と,京大

霊長類研究所での研究2倍が,互いに切碇琢磨し響きあ

うような発表だった.

<第4セッシヨツ >脳科学,座長 :林基治
ジョゼフ･ア-ウインが,チンパンジーを対象とし

た加齢研究あるいは加齢とともにあらわれる機能薩事

の研究について紹介し,そうした研究が類人猿の飼育や

福祉や研究倫理という視点でも重要だという指摘をし
た.カテリーナ･セメンデフェリは大型類人猿の脳の形

態学的･比較解剖学的な研究の現状を紹介した.三上章

允は,色盲について (マカクのプロタノピアとチンパン
ジーのプロタノマリア)の研究を紹介した.

<第5セッション>ゴリラ,座長 :山極寿-

リンダ ･ビジラントは,｢野生類人猿個体群の進化

的ダイナミクスを非侵襲的ゲノム科学的解析によって

考察する｣という題で話題提供した.マーサ･ロビンス

は;｢ゴリラの行動と生態の多様性｣と題した講演で,

とくにマウンテン･ゴリラの長期継続研究の研究成果を

総括した.エンマ ･ストークスは,｢コンゴのムペソ･
バイにおけるニシローランドゴリラの社会生態学:種間

の多様性とそれがもつ野生保仝-の適用課題｣と屈して

話題提供した.座長の山極のゴリラ研究とあわせると,

マウンテンゴリラ,ヒガシローランドゴリラ,ニシロー
ランドゴリラのそれぞれの研究の最前線が語られると

ともに,野外調査にもとづくゲノム研究の重要性と展望
が如実に示された.

上記のセッションとサンドイッチにされるかたち

で2つのポスターセッションがおこなわれた.各演題に

5分間の口頭発表の時間が割り当てられた.中道正之が
司会した12WPt'題,平井啓久が司会した12演題があった.

この第2日目の最後には自由討論の場が設けられた.

011月 17日 (日)

<第6セッション>化石,座長 :石田英夫
ブリジット･スニューが,｢最も初期の人類 :どこ

で,いつ,どのように｣と屈して話題提供した.スニュ

ーは化石人類オロリン･ツーゲネンシスの発見で知られ
る調査チームのリーダーである.ついで,諏訪元が ｢過

去 10年間における初期人類化石の発見 :その形態学的

証拠｣と超して話題提供した.諏訪は,アダブシピテク
ス･ラミグス (アルディピテクス･ラミグス)の発見者

の 1人である.この2つの発表に対して,ディスカッサ

ントとしてマーティン･ピックフォードが討論に加わっ

た.座長の石田をあわせて,初期人類の化石研究の第一
人者が一堂に会したセッションとなった.

<第7セッション>オラ

シェリル ･ノットが,｢ボルネオの野生オランウー

タンのオスにおけるテス トステロンの相違と行動の相

逮,そして行動発達について｣と屈して話題提供した.

ノットらのハーバー ド大学チームの長期継続研究の成

果の一端が,於丑で鮮明な写苅とともに迫力をもって語

られた.ついで,スリ･スチ ･ウタミ･ア トモコがやは

り野生オランウータンの性成熟の二血性について報告

し,アンドリュー ･マーシャルが ｢野生オランウータン

の個体群密度における生態学的制約｣と超して話題提供
した.

スティーブン･リーが ｢霊長頬の生活史の進化｣と

超して話題提供した.ローラ･ニューエル ･モリスは,

ヒトの生活史と進化における初期の適応的移行を解明
するうえで,身体成長や発達の研究がいかに寄与しうる

かを紹介した.わかりやすい解説と興味深い諮データの
提示があって,人類進化の解明において形態学的研究が

もたらす知見の重要性を聴衆に強く印象付けた.最後に,

洛田積が,｢ヒトの成長と発達のパターンの進化 :チン

パンジー研究の視点から｣と超した話題提供をおこない,

ニューエル･モリスの総説と相互に照応する興味深い資

料を提出した.

<節 9̀セッション>生態,座長 :大沢秀行
マイク･ウィルソンが ｢キバレとゴンベにおける野

生チンパンジーの英田間の攻幣行勤｣と題して話題提供

した.ゴンベにおける隣接群の若者を完膚なきまでに攻

撃するチンパンジーの行動がビデオで紹介され,会場に

大きな衝撃を与えた.山越言は,ポッソウでの野生チン

パンジー調査を素材に,｢チンパンジーの道具使用の生

態学 :ホミニドならびにホミノイドの進化と関連して｣

と越して辞退提供した.続いて,ジョン･ミクニが,ウ
ガンダのキバレのンゴゴ群の野生チンパンジーにおけ

る狩猟と肉の分配行動について報告した.狩猟と分配行

動に関して圧倒的な量を誇るデータの蓄積をもとに説

得力のある話題提供がされた.最後に,デイビッド･モ

ルガンが,コンゴ共和国のグアロウゴ･トライアングル

における最新の生態学的調査を紹介した.ここにはチン

パンジーとゴリラの双方がすんでいる.直接観察とネス

トの調査から,個体数密度や生息地利用の実態が報告さ
れた.

｣二記のセッションのあいまに,1つのポスターセッ
ションがおこなわれた.司会は国松豊.これも各演題に

5分間の口頭発表の時間が割り当てられた.この第3日

目の最後にはサヨナラ･パーティ｣が催された.

まる3日間の,質量共にたい-ん充実した国際シン

ポジウムだった.サテライ トのサガ･シンポジウムを含

めるとま亭4日間にわたって,国内外の大型類人猿研究
の多様な広がりと深さを垣間見ることのできる稀有な
機会となった.外国人参加者46名,日本人参加者約 120

名だった.｢類人猿の進化と人類の成立｣と題した 2つ

のシンポジウムを比べてみると,第1回(1999年)では,
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それぞれの野外研究や飼育研究のサイ トを主宰するす

でにエスタブリッシュした研究者から,大所高所からの

総説的な講演がおこなわれた.それに対してこの第2回

(2002年)では,現在,研究の最前線で活躍する30歳台

のボス ドクを含む若手研究者からの話題提供が中心だ

った.きわめて躍動感のある興味深い講演が多かった.

それらに混じる形で組み入れられたエスタブリッシュ

した研究者の講演も,永年の蓄積から初めて見えてくる

視点を提供していた.

前回のシンポジウムにない本シンポジウムのもう

ひとつの特徴は,発展途上国からの若手研究者を多数招

蒋したことである.6つのポスターセッションにおいて,

総計 78演題の発表があった.各 5分間という時間の限

られた短い講演だったが,いずれも興味深いテーマが熱

く論じられた.合計6時間半に及ぶ口頭での説明と,大

会期間中展示されたポスターとによって,ポスターセッ

ションが重要な発表の場として機能していた.以下に,

招碑された外国人参加者の氏名と国名 ･所属を掲げる.

外国人参加者リスト:S.P畠abo ドイツ ･マックス

ブランク研究所,∫.Callドイツ･マックスブランク研

究所,M.Robbins ドイツ ･マックスブランク研究所,

L vigilant ドイツ ･マックスブランク研究所,氏.

wranghamアメリカ合衆国 ･ハーバー ド大学,B.Senut
フランス ･フランス自然史博物館,K.Semendeferiア

メリカ合衆国 ･カウフォルニア大学,J.Mitaniアメリ

カ合衆国 ･ミシガン大学,C.Knottアメリカ合衆国 ･

ハーバード大学,∫.Erwinアメリカ合衆国 ･メリーラ

ンド大学,C.Andreコンゴ共和国 ･AAC,S.R.Leigh

アメリカ合衆国 ･イリノイ大学,D.Shepherdsonアメ

リカ合衆国 ･オレゴン動物園,LN･Morrisア､メリカ
合衆国 ･ワシントン大学,B.Hareアメリカ合衆国 ･ハ

ーバー ド大学,E.Stokesコンゴ共和国 ･野生生物保護

協会,E.V.Lonsdorfアメリカ合衆国 ･ミネソタ大学,

D.Morganコンゴ共和国 ･ヌアバレ･ンドキ国立公園,

∫.Barthドイツ･マックスブランク研究所,A.Marshall
アメリカ合衆国 ･ハーバー ド大学,ーS.S.U.Atomokoイ

ンドネシア共和国 ･ナショナル大学,M.Wil芦Onアメリ

カ合衆国 ･ミネソタ大学,H.M.Kim大韓民国 ･プサン

大学,D.S.Kirn大韓民国 ･プサン大学,J.W.Huh大

韓民国 ･プサン大学,AK.W.Hong大韓民国 ･プサン大

学,J.M.Yi大韓民国 ･プサン大学,A.M.Odaアメリ

カ合衆国 ･ラトガ-ズ大学,∫.C.Choe大韓民国 ･ソ

ウル国際大学,T.C.Raeドイツ ･ダーハム大学,∫.∫.

Elyアメリカ合衆国 ･ゲノム研究所,S.McFarlinアメ

リカ合衆国 ･コロンビア大学,C.Sherwoodアメリカ合

衆国･コロンビア大学,D.Bovetフランス･パリ大学,

M.Beranアメリカ合衆国⊥ジョージア州立大学,C.suda

ドイツ ･ア ックスブランク研究所,Y･Su中華人民共和
国･北京大学,W.Wongjutatipタイ王国 ･クラボック･

クー野生生物繁殖センター,Ⅰ.K.Junithaインドネシ

ア共和国･ウダナヤ大学,W.Candramilaイ ンドネシア

共和国 ･ボゴール農科大学,D.P.Farajallahインド

ネシア共和国 ･ボゴール農科大学,H.Hyun大韓民国･

韓国生命科学研究所,S.Agarwalカナダ ･トロント大

学,∫.Taglialatelaアメリカ合衆国 ･ジョージア州立

大学,S.Malaivijitnondタイ王国 ･チュラロンコン大

学,M.Pickfordフランス ･国立自然史博物館.

本シンポジウムは,京都大学霊長類研究所と理学研

究科･動物学教室の研究者が協力しておこなったCOE拠

点形成研究 ｢類人猿の進化と人類の成立｣の樟尾を飾る､

にふさわしい質量をもった国際シンポジウムとなった.

関係各位のこれまでのご尽力･ご支援に深く感謝したい.

とくに,今回のシンポジウムについては,かくも多数の

外国人研究者の招碑にあたって,COE関連事務室ならび

に研究所事務室の職員の方々には並々ならぬご協力を

いただいた.記して感謝するとともに,深く御礼申し上
げたい.

(文責 :竹中修)

第 5回サガ ･シンポジウム

｢zooasLiaisons｣

日時 :2002年 11月 14日 (木)～15日 (金)

場所 :犬山国際観光センター ｢フロイデ｣

第-2回COE国際シンポジウム｢類人猿の進化と人類

の成立｣のサテライ ト･シンポジウムとして,第5回サ

ガ ･シンポジウムがその前日(11月 14日)と第 1日目の

一部に重複するかたちでおこなわれた.今回は,｢Zooas

Liaisons(リエゾンとしての動物園)｣に焦点を当てたも

のである.動物園は,市民と野生を結びつけるメディア

として重琴な役割を担っている,と位置づけた.つまり
一般市民にとってみれば,類人猿をはじめとする野生動

物とのリアルな関係を体験できる場は動物園であり,ま

たそれは環境問題や動物福祉に対する関心を引き出せ

る場でもある.サガ(SAGA:大型類人猿を支援する集い,

の英文略称)は,3つの原則を掲げてシンポジウム活動を

おこなってきた.｢野生の大型類人猿とその生息域を保

全する｣｢飼育下の大型類人猿の生活の質(QOL)を向上さ

せる｣｢大型類人猿を侵襲的な研究の対象とせず,非侵

襲的な方法によって人間理解を深める研究を推進する｣

の3つである.こうした目標を達成するうえで,動物園

は重要な存在であり,それをより良いものにするくふう

が必要だと考えられる.動物園は,市民と動物をつなぎ,

動物と自然をつなぎ,そうして市民と自然をつなぐリエ

ゾンだといえる.そこで ｢リエゾンとしての動物園｣に

着目して,その教育的役割の可能性と,展示手法として

の環境エンリッチメントについて検討することを目的

とした.なお,こうした動物園を焦点としたセッション

を補完するものとして,野生保全の試みについてのセッ

ションも設けた.第5回サガ･シンポジウムの招聴外国

人研究者は,クローディーン･アンド/,デイビッド･

シェパードソン,リチャード･ランガム,ティム･ラモ
ンの4氏だった.

第 1セッションは ｢教育の場としての動物園｣で,

五百部裕(椙山女学園大学)を座長に 4名の話題提供が

あった.とくに,コンゴでボノボを中心としたサンクチ

ュアリを主宰しているクローディーン･アンドレ(1es

AmisdesAmimauxauCongo,AAC)から,大型類人狼の

サンクチュアリを運営することの具体例の報告があっ

た.他の話題提供者は,小田泰史(蒲郡市立形原北小学
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校),金森正臣(愛知教訂大学),山本茂行(宵山市ファミ
リーパーク)だった.

第2セッションは｢展示手法としての窮境エンリッ

チメント｣で,上野吉-(京大霞長按研究所)を座長に4

名の話題提供があった.とくに,アメリカのオレゴン動

物国で窮境エンリッチメントを実践しているデイビッ

ド･シェパー ドソンから,動物園における展示技術とし

て不可欠の視点となった環境エンリッチメントの具体

例について紹介があった.なおシェパー ドソンは ｢The

ShapeofEnrichment｣と題された環境エンリッチメン
トを推進する団体(1991年に創立され,1996年から非営

利企業NPCとなった)の創始者の1人として著名であり,

この団体が同名の季刊雑誌を発行して環境エンリッチ

メン.トの推進役を果たしてきた.他の話題提供者は,罪

鳥英俊(東京都多摩動物園),古市剛史(明治学院大学),

若生謙二(大阪芸術大学)だった.

第 3セッションは,中村美知夫(日本モンキーセン

ター)と友永雅己(京大霊長類研究所)を座長に総合討論

をおこなった.第4セッションは｢野生保全｣に焦点をあ

てた.座長は松沢がつとめた.まずリチャード･ランガム

(ハーバー ド大学)が,大型類人猿の保全を進める.｢大型

校人猿世界自然道産種プロジェクト｣について報告をお

こなった.世界自然迫産種(WorldHeritageSpecies)
とは,世界自然迫産や世界文化道産にならって,費式な

動植物をユネスコの主宰する ｢世界道産｣として登録し

ようというアイデアである.日本の西田利貞やアメリカ

のランガムらが,国際霊長類学会の支援も受けて活動を

展開している.その現状と展望の報告があった.この件

については,さらに翌日にも討議が継続され,SAGA と

しての支援の声明が出された.ランガムについで,ティ

ム･ラマン(職業写真家)が,インドネシアの野生オラン

ウータンをはじめとする豊かな動物相について,すぼら

しいスライド写真の数々をもとに報告をおこない,会場

の聴衆を魅了した.

節 1セッションと第 2セッションのあいだに,日本

語によるポスター ･セッション(1時間半)があった.全

部で23件の発表があった.すべてのセッションの終了

後に,COE国際シンポジウムと合同の懇親会が開かれた.

翌 15日の夕方に,毎回恒例となっているジェーン･グ

ドールの講演会が,第2回COE国際シンポジウムと共同

で開催された.

(文責 :松沢哲郎)

国際シンポジウム｢東アジアにおける

霊長類の逸化 :･アジア大陸における

第三紀霊長類の進化J

rAsianPaleopnnatOlogy･'Evolution
●

oftheTertiaryPrimatesinAsiaJ

日 時 :2003年 1月 20日(月)～22日(水)

場 所 :犬山国際観光センター ｢フロイデ｣

参加者 :約 100名

<プログラム>

1月20日(月)13:46～17:00

Chair:R.F.Ray(DukeUniv.)
&N.Shigehara(KyotoUniv.)

OpeningRemark:N.Shigehara

ONiXijun(InstituteofVertebratePaleontology&
Paleoanthropology,China)

"A Skullof7古L'IhazdL'L70from theearliest
EoceneofChina''

OMaungMaung(MandaleyUniv.,Myanmar)
"Stratigraphy and geologic-age or the
primate･bearing Pondaung Formation at
Paukkaungarea,Myanmar"I

OM.Takai(KyotoUniv.),T.TBubamoto(KyotoUniv.),
N.Egi(KyotoUniv.)&N.Shigehara(KyotoUniv.)

"ThePondaungprimatesinrelationshiptothe
faunaltransition during the middle/late
EoceneinEastASia"

OJ/J.Jaeger(Univ.ofMonpellier,France)
"The Importance of South Asia in the
EvolutionofAnthropoidPrimates:Factsand
Guesses"

OR.Tabuce(UniⅥorMonpellier,France)
"NewMiddleEoceneprimatesandafrotheres
from northwestern Africa and t.heir

contribution to the understanding of
African･Asianfaunalexchanges''

1月21日(火)9:30

Chair:J/I.Jaeger(Univ.ofMonpellier)
&M.Takni(EyotoUniv.)

OR.F.Kay(DukeUniv.,USA)
"The adaptations of-PondauDg7a and
AmphJbJ'thecus,South Asian late Eocene
Primate"

OlL.C.Beard(CarnegieMus.,U.S.A.)
"DiscoveryoranewCladeorAsianPrimates
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from thelateEoceneoftheBaiseBasin

(Guangxi Zhuang Autonomous Region,
people'sRepublicof血ina):Thelmpactof
GlobalClimateChangeonPrimatePhylogeny
andBiogeography''

OT.Harrison(NewYわrkUniv:,U.S.A.)

"The zoogeographic and phylogenetic
relationshipsofearlycatarrhineprimatesin
Asia''

OPanYuerong(InstituteofVertebratePaleontology
&paleoanthropology,China)

"New materialofsmall･sizedprimatesfrom
theLateMioceneoftheYuanmou,Ⅵlnnan''

し1月21日(火)13:30 ｢A8ianHominOidSl｣

chair:M.Pickfo/rd&Y.KuninatSu(KyotoUniv.)

OD.R.Begun(Univ.ofToronto)
`̀Eastiseastandwestiswest:Relations

among European and Asian Miocene
hominids"

OB.G.Richmond(GerorgeWashingtonUniv.,USA),
∫.Ⅸappelman,&M.Maga

`̀Postcranial fossils of Ankaz:apJthecus
metea)Iandthe evolution ofhominoid
locomotion"

OR.Patnaik(PanjabUniⅥ,India)&D.Cameron
"EvolutionandExtinctionofSiwalikFossil

Ape8: A review based on new
palaeoecological and palaeoclimatological
data"

OJ.Kelley(Univ.ofIllinois,USA)
"Late Miocene ASian hominoids and

orangutanahcestry"

OS.Nelson(Univ.ofMichigan,USA)

"Thepreferredhabitat畠ofSl'vapl'thecusand
paleoenvironmentalchangesleadingtoits
extinctionintheSiwaliksofPakistan"

OZhaoLingxia(InstituteofVertebratePaleontology
&paleoanthropology,China)

`̀StudyonenamelmicrostructureorLate
MiocenehominoidsfromYunnanofChina"

rA8ianHominoids2i

Chair:A.Uchida(ChibaUniv.)
&Y.Ku血 at8u(EyotoUniv.)

OY.Kunimatsu(KyotoUmiV.),B.Ratanasthien,H.
Nakaya,H.Saegusa,&S.Nagaoka

"Hominoid fossilsdiscovered from Chiang
Muan,northern Thailand:The丘rstStep
towardstheunderstandingofthehominoid

evolutionintheNeogeneSoutheastASia''

OM.Pickford&B.Senut

"Apelowermolarswith chimpanzee-and
gorilla･likefeaturesfrom thelateMiddle

Miocene and late Miocene of Kerlya:
Implications for the chronology of the
ape･humandivergenceandbiogeographyof
Miocenehominoidsわ

OVuTheLong(Inst.ofArchaeology,Vietnam)
"TheOrangutanfossilsinVietnam"

Mohkey8j

Chair:M.Tdkni(EyotoUniv.)
&N.Shigehara(EyototJniv.)

OE.N.Maschenko(RussianAcademyofScience,
RuSSia)

"EvolutionaryhistoryofcolobinemonlieySin
theTransbaikalianProvince"

ON.G.Jablonski(CaliforniaAcademyofScience,
USA)

"Forest Refugia and the Evolution of
primateSDuringthetertiaryandQuaternary
inEastAsia''

OM.Iwamoto(JapanMonkeyCenter),Y.Hasegawa
&A.Koizumi

uAPlioceneColobineSkullfromtheNakatSu

Group,Kanagawa,Japan"

-1月20日(月)～1月22日(水)ポスター発表

OChitSein&ThaungHtike
"TheLateCenozoiclrrawaddyFormation
(Myanmar)anditsmammalianfauna"

ON.Egi,T.Tsubamoto,P.A.Holroyd,N.Shigehara&
M.Takai

"BiogeographyofhyaenodontidcreodontSin
PaleogeneAsia"

OE.Maschenko

"ReviewofthefossilprimatesofEastern
Eurasia(Russiaandadjacentterritories)"

OH.Naknya,H.Saegusa,B.Ratanasthien,Y.
Kunimatsu, S.Nagaoka, P.Chintaskul,Y.
Suganuma&A.Fukuchi

`̀Neogenemammalianbiostratigraphyand
ageoffossilapefromThailand"

O N.Shigehara,M.Takai,T.Tsubamoto,T.
Nishimura&N.Egi

"Structureofthetwomaxillaeof

Pondaung7aCOtten'fromcentralMyanmar"
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OT.Tsubamoto,M.Takai,N.Egi&N.Shigehara
"ReevaluationoftheEoceneanthracotheres

(Mammalia; Artiodactyla) from the
PondaungFormation,Myanmar"

OA.Koizumi.

"Faunalchange from the late Pliocene
ColobineMonkey bearingmarinestrata
(Kanzawaformation)totheCanidbearing
StratanearthePlio･Pleistoceneboundary
(upper partofthe Kasumifわrmation,
KazusaGroup),WesternTbkyo,Japan"

アジア大陸を舞台にした第三紀の誼長類の進化は

複雑なプロセスを示している.始新世後半に始まる地球

規模での大規模な気温変動は大陸内部の桔生の変化を

もたらし,熱帯･亜熟柿地域を主な生息域とする歪長叛

の分布域を大きく変動させた.また地球表面のプレー ト

の移動に伴い,アジア大陸が北米 ･ヨーロッパ ･アフリ

カなどの他大陸と連絡 ･隔離を繰り返し,霊長類を含む
陸上性動物はこういった大陸同士の配置に応じて大陸

間の移動を繰り返してきた.こういった地球上の大規模

な環境変動が,アジアの霊長類の進化を左右してきた.

地質時代における歪長類の進化についての知見は,ここ

10年ほどで格段に発展しつつある.アジア各地では古

生物学的な発掘調査がすすみ,霊長類の化石が次々と見

つかっている他,地質学･古植物学･古気候学などの研

究により,古環境の復元が進められつつある.こういっ

た化石記録に基づく形態学的解析と,古生物学的な立場
からの古気温･古動物相･大陸配置といった古環境の解

析が組み合わさることにより,アジア大陸の古霊長類学

が進展しつつある.

本シンポジウムでは,こういった第三紀(約6500-
180万年前)のアジア大陸における霊長類の進化に関し

て,国内外から多くの専門家を招待して総合的な討論を
行った.今回のシンポジウムはあまり大規模ではなく,

また講演者もアジア各地の節三紀の化石霊長叛の研究

者に絞ったので,参加者間の興隆も非常に親密であり,

議論も活発に行われた.特に発展途上国からの参加者と

先進国の研究者との交流がすすみ,現在の各分野での研

究の進展具合の紹介や今後の共同研究プロジェクトの

提案が行われていた.アジア地域の研究者の交流の場と

して,非常に有意義なシンポジウムであった.

今回のシンポジウムでは,それぞれ独自に行われて
いたアジア大陸各地の化石缶長柄に関する研究成果が

発表され,大陸全体における盃長姉の進化プロセスに関

する理解が飛躍的に高まった.参加者の問ではこういっ
たアジア大陸の古霊長斯学のシンポジウムを今後も定

期的に閃くべきだという意見も聞かれた.また他大陸と

の関連性を追求するために,もっと大規模な古霊長頬学

-の発展をめざすべきだという意見も聞かれた.

講演者は外国人研究者が 19名 (内,海外からの招-い

者 17名),日本人研究者が3名であった.会議に参加し
た人数は国内研究者が49名,外国人研究者が20名,令

計69名であった.全部で5つのセッションに分け,計

22腿の謂脳が提供された.この他に 3日間を通じたポ

スター発表があり外国人2名,日本人2名が発表してい

た.参加者は合計約60名であった.

本シンポジウムの企画･運営は茂原信生,高井正成,

hlichaelA.lIuffman,本郷一美,囲松豊の5名が中心と

なって行った.また実行に当たっては系統発生分野及び

形態進化分野の大学院生や研究生.中筋担当者の多大な

協力を得た.ここに深く感謝したい.なお,本シンポジ

ウムの内容は,AnthropologicalScience誌でProceed
ing集として印刷される予定である.

(文rf:前非正成)

第 32回ホミニゼ-ション研究会

一太陽系 ･地球の進化から

人類の進化まで一

第一部 節一部犬山市市民公開講演会

日時 :平成 15年 3月 13日 (木)

場所 :犬山国際観光センター ｢フロイデ｣

題重
第-日は一般公開の講演会を行った.竹中代表がこ

のプロジェクトの概要を紹介した後,宇宙や太陽系の起

源の時間スケールの中で,地球の歴史,生命の誕生,生

命の多様性の実現,人類の誕生に至る壮大なスケールの

話題を取り上げた.太陽系と地球の起源の話題では,防

石の衝突によって生命誕生のきっかけが作られたとす

る仮設が紹介され,生命の多様性の問題では,迫伝子の

多様性が生物の多様性に先行して既に実現していたこ
とが紹介された.人間性の由来の詣では,チンパンジー

の生活に人間性につながる行動様式が数多く観察され

ることがビデオ上映によって紹介された.また,大脳皮

質の進化の話では,高等な霊長矧 ま大脳新皮質が拡大す

ることによって高次の脳機能を獲得したことが紹介さ

れ,大脳新皮質が学習などの環暁条件で変化することの

デモが行われた.多数の市民の参加があり,講演の後,

質疑応答も行われた.
(世話人 :竹中修,三上孝允,大将秀行,相見澗)

<プログラム>

竹中修 (京都大 ･霊長研)

｢今回のCOE研究の目指したもの｣

三上章允(京都大霊長研)

｢脳の世界｣

松井孝典 (束京大 ･新領域)

｢太陽系と地球の起源と進化｣

宮田隆 (京都大 ･理)

｢分子でたどる生物の歴史一動物の爆発的多様

性の獲得-｣
西田利貞 (京都大 ･理)

｢人間性の由来｣

第二部 特別推鹿研究 (COB)5カ年成果報告会

日時 :平成 15年 3月 14日 (木),15日 (金)

場所 :京都大学霊長類研究所 1階大会議室
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03ノ月14日 (木)
社会生態

下岡ゆき子 :京都大学霊長類研究所

｢クモザルの遊動行動-チンパンジーとの比較｣

座馬耕一郎 :京都大学理学研究科

｢チンパンジTの毛づくろい相手による除去的行
動の差異｣

古市剛史 :明治学院大学

｢ボノボの生態は何を語るか :研究の現状と展望｣

橋本千絵 :京都大学霊長類研究所

｢カリンズ森林のエコツーリズム計画の進行状況

について｣

山極好一 :京都大学大学院理学研究科

｢類人猿の比較から人間性について何がわかるか｣

形態古生物

相見満 :京都大学霊長類研究所

｢ニホンザルの出産季の変異｣

茂原信生,高井正成,江木直子,鍔本武久:京都大学霊
長類研究所

｢系統発生分野の5カ年の研究 (その2)｣

菊池-#弘 ･.佐賀医科大学 解剖学講座

｢チンパンジー,ヒト,マカクにおける骨内部特性

値の比較｣

中坊i'l人 :京都大学大学院理学研究科 動物学教室

r人頬の誕生 :化石研究の展望｣

茶谷煎 :京都大学霊長類研究所

｢草原生活は二足歩行を促進したのか-パタスモン

キーの二足立位行動の走塁的研究｣

坊田梯 :京都大学霊長類研究所

｢ホミノイ ドを中心とする形態学 ･古霊長類学的研

究の トピックス｣

03月 15日 (金)
脳富客知科学

林誠治 :京都大学霊長類研究所

｢大型類人猿の前部帯状回におけるスピンドル細

胞について｣

田中正之 :京都大学霊長類研究所

｢チンパンジー発達研究-の新たな試み-3組のチ

ンパンジー母子の発達研究プロジェクトー｣
打越万喜子 :京都大学霊長類研究所

｢アジルテナガザルの行動発達一最初の4年間-｣

加藤啓一郎 :京都大学霊長類研究所

｢報酬及び嫌悪刺激の予期に関わるサル前部帯状

回の神経細胞活動｣

三上章允 :京都大学霊長類研究所

｢MRIによる類人猿の脳研究｣

分子遺伝学

田代靖子 :京都大学霊長類研究所

｢フィール ドサンプルの遺伝子解析の問題点一解

決法はあるか-｣

景山節 :京都大学霊長類研究所

｢霊長類におけるペプシノゲン遺伝子の分子進化｣

井上一村山美穂 :岐阜大学農学部

｢霊長類の神経伝達関連遺伝子の多様性｣

清水慶子 :京都大学霊長類研究所

｢尿中ホルモン動態から見た類人猿の繁殖特性｣

岡輝樹 :森林総合研究所 東北支所

生物多様性研究グループ

◆｢大規模火災後に見られたテナガザル家族群なわ

ぼりの崩壊と再成立の過程｣

Heui･SooKim1andOsamuTakenaka2

｢MolecularPhylogenyandEvolutionof
RetroviralElementsinPrimatesJ

IDivisionofBiologicalScienceS,College
ofNaturalScienceS,PuSanNational

_ University,Pusan609･735,Korea,
2DepartmentofCellularandMolecular
Biology,PrimateResearchInstitute

(文責 :三上孝允)
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