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2.大学院

2003年 (平成 15年)度大学院生

生物科学専攻 (霊長類学系)

氏名 学年 指導教官

船越美穂

上野有理

海野俊平

加藤啓一郎

GordonBarrett

打越万喜子

松元まどか

猿渡正則

森琢磨

権田絵里

山本亜由美

中山桂

大橋岳

細川貴之

田中美希子

福原亮史

大政由美子

深谷もえ

香田啓貴

倉岡康治

西村宏久

林美里

松野響

託見健

山田彩

親川千砂子

高橋知子

桧垣小百合

藤揮珠織

Rizaldi

木場礼子

D6 渡過邦夫

D4 森明雄

D4 三上章允

D4 三上孝允

D3 森明雄

D3 松沢哲郎

D3 三上章允

D3 三上章允

D3 林基治

D2 片山一道

D2 .国松豊

D2 森明雄

D2 松沢哲郎

D2 三上章允

D2 平井啓久

D2 景山節

Dl 片山一道

Dl 森明雄

Dl 正高信男

Dl 中村克樹

M2 MichaelA.Huffman

M2 松沢哲郎

M2 友永雅己

M2 林基治

M2 渡逸邦夫

M2 上野書-

M2 景山節

M2 上野書-

Ml 片山一道

Ml 波速邦夫

Ml 上野書-

C.A.D.Nahallage MI MichaelA.Huffman
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<研究概要>

○野生ニホンザルの土地利用と農林業被害

船越美穂

近年始まった,野生ニホンザルによる夏季におけるカラマツ剥皮被害の発生要田を探食生態学の手

法を用いることと土地利用を調べることによって検討した.

0チンパンジーにおける食行動の発達

上野有理

飼育下のチンパンジー母子を対象に,食物を介した相互交渉について観察をおこなった.

0図形知覚の神経機構の研究

海野俊平

アカゲザルにShape-from-motionを用いた図形識別課題を訓練し,側頭葉より課迎遂行中の神経細胞

活動を記録した

○報酬及び嫌悪利敵に関わる脳内機構の解明

加藤啓一郎

課題を行っているアカゲザルの前部帯状回から神経細胞活動を記録した.

O Neuroendocrineregulationorreproductivebehaviorinmalemacaques

GordonBa汀ett

アロマターゼ阻害剤,GnRHアンタゴニス ト,エス トロゲンを投与したオスニホンザルの行動観察

および血中ホルモン動態を解析 した結果,エス トロゲンとセロトニン系の相互作用により霊長類オスの

交尾行動が制御される可能性が示唆された.

0アジルテナガザルの身体成長と行動発達

打越万喜子

アジルテナガザルのこども 2佃体を対象とし,その身体成長と行動発達に問す右'Zf料を収集 した.

本研究は生後からの縦断的研究であるが,今年度の範囲は一方について4歳8ケ月から5歳8ケ月まで,

もう一方について3歳8ケ月から4歳 8ケ月までだった.観察の結果,5歳 8ケ月までに永久歯が殆ど

萌出したが,身体 ･行動ともに性成熟は未であることがわかった.また,マレーシア,ウル ･ムダ森林

保護区に生息する同種野生群のこどもを予備的に観察した.
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○視覚探索課題遂行中の第四次視覚野の神経細胞活動

猿渡正則

視覚系が目標を捉える際の視覚野の関与を検討するため,アカゲザルに視覚探索課題を訓練し,課

題遂行中の第四次視覚野から単一神経細胞活動を記録した.

0 一次視覚野発達の分子基盤の解明

森琢磨

正常発達過程における神経栄養因子の量的変化と,網膜活動の薬理的な阻害が神経栄養因子の発現

に与える影響を検討した.

0 ポリネシア人の手足の生体計測値の研究

権田絵里

ポリネシアの トンガ人の生体計測値データから,彼らの手足の形態的特徴を分析する.一

〇 霊長規における椎骨の形態比較

山本亜由美

㍊長類研究所所蔵の骨格標本および骨格模型を用いて,椎骨の形態の比較を行った.

0 協力行動の研究

中山桂

飼育下のフサオマキザルを対象に,餌をめぐる個体間の競合と協力行動の成立について検討した.

8組のフサオマキザルで ｢棒を引いて餌を引きよせる課題｣をおこなった.協力的問題解決にいたるサ

ルの戦略および,認知的プロセスについての分析をおこなった.

0野生チンパンジーの離合集散性に関する研究 -

大橋岳

昨年度収集した野生チンパンジーのデータを分析した.

0報酬および嫌悪に関する脳内機構の解明

細川貴之

遅延見本合わせ課題遂行中のアカゲザル前頭眼高野から神経細胞活動を記録した.
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○ チャイロキツネザルの集団生物学

田中美希子

本研究では,マダガスカルのベレンティ私設保護区に生息するチャイロキツネザル雑種集団の生態

学的および遺伝学的特徴を明らかにすることを目的とした.現地調査をおこない,社会行動を観察した

級,識別個体を中心に捕犯し試料を採取した.試料から作製した染色体標本および行動観察データを解

析 した.さらに,維柾･ijS田の韮礎となったとされる2種のチャイロキツネザルを,それぞれナハンポア

ナ保護区およびキリンデイ森林保護区で調査し,試料を採取した.

0ニホンザルにおける活性酸素消去酵素GPXの分子生物学的解析

福原亮史

活性酸素消去酵素であるGPX-1の活性およびmRNA一畳の組織分布をニホンザル各組織を用いて調

べた.またニホンザルGPX-1のcDNA塩基配列を決定し,噛乳類間のGPX-1の分子系統関係を明らか

にした.

0骨格における傍痕の古病理学的研究

大鼓由美子

古人骨に残された傷痕の原因武器を探るため,数種類の道具を用いて骨格標本に借を作成し,侶痕

の形態を分析した.

0 ブルーモンキーとレッドテイルモンキーの混群形成

深谷もえ

ウガンダのカリンズ森林において,ブルーモンキーとレッドテイルモンキーがいつどこで況群を形

成しているのかを明らかにするために予備調査ならびに解析を行った.

0 霊長類のコミュニケーション

香田啓貴

鹿児島県屋久島に生息するニホンザルを対象に,その発声塀皮を調査した.またヒト乳児を対象に

泣き声の発達的な変化を追い,他の霊長類音声との比較検討を試みた.

0霊長類における情動信号の神経処理機構の解明

倉岡康治

霊長類の情動信号処理に関わる神経機構について調べるために,同種個体の表情や音声を刺激に用

いて,アカゲザル扇桃核より単一神経細胞応答を記録した.記録された神経細胞の一部は,視覚 ･聴覚

どちらにも応答する多感覚種応答性神経細胞であった.
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○ ニホンザルのコドモ期における二つの社会)

西村宏久

ニホンザルがコドモ期に接する社会は,大きく ｢母親と一緒にいる社会｣と ｢同年代のコドモとい

る社会｣の二つに分けられ,それぞれにおいて異なる様相の社会交渉をおこなっていることが解明され

た.

0 チンパンジーの対象操作にみる認知発達

一林美里

チンパンジー乳児および成体において,対象操作と道具使用という視点から認知発達研究をおこな

った.ヒトと直接比較可能な課題を用いてチンパンジーの対象操作を調べたほか,飼育群と野生群の双

方で道具使用の実験をおこなった.

○ チンパンジーにおける運動の視覚探索

松野響

迎動している物体の知覚について,ヒトとチンパンジーを対象に,視覚探索課題をもちいて比較検

討 した.

0/川削こおける神経栄養因子免疫陽性構造の発達変化

託見健

マカクサル小脳の発達に伴う神経栄養因子免疫陽性構造の変化を解析した.

0 腿作物被害を起こす野生ニホンザルの生態学的研究

山田彩
ヽ

周辺地域の森林および集落の食物利用可能性がニホンザルの土地利用に与える影響について検討

した.

0 ニホンザルにおける採血協力訓練法の確立 L

親川千妙子

採血の際のサルのストレスを最小限に抑えるため,ニホンザルを対象に,自ら手足を実験者に対 し

提示し採血に協力するよう,オペラント条件付けをおこなった.訓練の学習推移を分析することで多く

のサルに応用可能な効率的な訓練プロトコルを作成した.また,その訓練が及ぼす採血場面以外での行

動への影響についても検討した.
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○飼育下ニホンザルの肥満に関する研究

高橋知子

屋外放飼場飼育のニホンザルを対象に,肥満の発症状況とそれに伴う柾々の血液生化学倍の変化を

調べた.前年度に引き続き種々のデータ収集をおこない若桜群成体雌の肥満個体に関する体丑,体脂肪

率,血中肥満関連ホルモン濃皮,血液化学値を正常個体と比較検討し肥満の安国を考察した.

0放飼場ニホンザル群の誘導訓練法

桧垣小百合

いくつかの放飼場に飼育される群れを対象に,ブザーを手掛かりとする条件付けによって,隣接捕

獲城に誘導する訓練をおこなった.また訓練の効果をストレス指標を用いて評価した.

藤滞珠織 :長野市宮崎追跡から発見された純文晩期の乳児埋葬人骨

長野市宮崎遺跡で石棺基から出土した人骨について,歯牙萌出や各骨の統合 ･癒合の状況等から,

死亡年齢が乳児段階であったことをあきらかにした.また,このように乳児が石和･茄から畔独で検tliさ

れたものは,縄文時代初の検証例であることを確認した.

O SocialDevelopmentofAggressiveBehaviorinaCaptiveGroupJapaneseMonkey(Macaca

luscata).

Rizaldi

lamstudyingabouthowmonkeysacqulreaggressivebehavioralpattemsandhowdoesitdevelopfromearly

periodorage.

0 HistoricalChangeofTheDistributionofLargerandMedium･sizedMammalsinWestSumatra,

Indonesia

SincehabitatdestmctionincreasesrapidlyimIndonesia,existenceorthemammalsneedstobemonitored.

How speciesdistributionchangeoverthetimeconcem､tospeciesvulnerabilityandintensityofhabitat

destmction?BaselinedatawascollectedbyroadsuⅣeyanddirectinteⅣiewstothelocalpeoples.

〇 二ホンザルにおける同種未知個体の性弁別

木場礼子

同種未知個体の写貧を祝党刺激とし,二ホンザルが性弁別できるか visualpairedcomparison

procedureを用いて検討した.

0 StonehandlingandobjectmanipulationofJapanesemacaque-S(Macacaluscata)inthecaptive

TakahamatroopatPRI,Inuyama.

ChamalieNahallage

sinceJu'ne2003,IhavebeenstudyingtheTakahamatroopandArashiyamaAtroop,toinvestlgatethe

demographic,environmentalandsocialfactorsthateffectthestonehandlingbehavior･TnNovemberstarted
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StudyingthePRIRhesustroopforinterspeciescomparison･Usefocalsamplingmethodtodeterminethediumal

andseasonalvariationorthebehavior.

<研究業績>

◇原著論文

30)celli,M.C.,Tomonaga,M.,Udono,T.,Teramoto,M.,Nagano,K.(2003)Toolusetasksasenvironmental

enrichmentf♭rcaptlVeChimpanzees.AppliedAnimalBehaviourScience81:171-182. ･

31)Fukuhara,良.,Kageyama,T (2003)TissueDistribution,molecularEvolution,andGeneExpressionor

cytosolicGlutathionePeroxidaseinJapaneseMonkey.ZムologicalScience201(7):861-868.

32)Go,Y.,Satta,Y.,Kawamoto,Y.,Rakotoarisoa,G.,Randrianjafy,A.,Koyama,N.,Hirai,H.(2003)Frequent

segmentalsequendeexchangesandrapidgeneduplicationcharacterizetheMHCclassIgenpslemurs.

Immunogenetics55:450--461.

33)Hayashi,M.,Matsuzawa,T.(2003)Cognitivedevelopmentinobjectmanipulationbyinfantchimpanzees.

AnimalCognition6:225-233.

34)Matsuno,T.,Kawai,N.,Matsuzawa,T.,(2004)Colorclassificationbychimpanzees(Pantnog/odytes)ina

matchingtosampletask.BehaviouralBrainResearch148:157-165

35)Nakayama,K.(2004)ObservingConspecificsScratchingInducesaContagionofScratchinginJapanese

Monkeys(Macacafusca(a).JoumalofComparativePsychologyI18(I):20-24.

36)Nishimura,T.,Okayasu,N.,Hamada,Y.,Yamagiwa,J.(2003)Acasereportofanoveltypeofstickuseby

wildchimpanzees.Primates44(2):199-201.

37)藤沢珠織,片山一道 (2003)長野市宮崎遺跡で発見された縄文晩期の乳児埋葬人骨.立命館大学考

古学論集 lIト1(1):323-340.

38)平田聡,大橋岳 (2003)オ√ランウ-タンの道具使用に関する実験的研究･霊草類研究 19(1)‥87T95･

39)大政由美子,片山一道 (2003)静岡県磐田市明ケ島29号境で出土した人骨.｢平成 14年度塩蔵文化

IH･発掘調査琴告書｣(磐田市埋蔵文化財センタ一編),磐田市教育委員会 :785-789.

40)上野有理,上野書一,友永雅己 (2003)チンパンジーにおける味覚の発達一表情動作を指標として

-.日本味と匂学会誌 10(3):549-552.

◇報告

I)Nakamura,M.,Ohashi,G.(2003)Eleven-yearoldmalechimpanzeeoutranksex-alphaadultmaleatBossou.

PanA舟icaNews10(1).'9llI.

◇その他雑誌

1)林美里 (2003)ちびっこチンパンジー (第 18回)はじめての積木つみ.科学 73(6):710-711.

2)香田啓貴,竹元博幸,山根明弘 (2003)自由集会記録 :｢信号と情報甲伝達 :個体から個体,世代か

ら世代,種から種へ｣.晒乳類科学 43(2):153-154.

3)松野響 (2003)ちびっこチンパンジー(第24回)子どもたちの ｢自立｣訓郷.科学 73(12):1400-1401.

◇学会発表等

1)Fukaya,m.(2003)Associationbetweenbluemonkeys(Cercopithecusmitis)andredtailedmonkeys
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(C･ascanius)intheKalin2:uForest,Uganda.SAGA6TntcrnationaISymposium(Nov.2003,Tokyo).

2)Hayashi,M.,Matsuzawa,T.(2003)Manipulationofmultipleobjectsbychimpanzees.the4thKyoto

UniversitylntemationalSymposium,(Dec.2003,AnnArbor,USA).

3)Hayashi,M.,Takeshita,H.,Matsuzawa,T.(2003)Slackingblocksanditsdevelopmentinchimpanzees.The

Ifirstinternationalworkshopforyoungpsychologists:EvolutionandDevelopmentorCognition(Jut.2003,

Kyoto).

4)Mori,T,Hayashi,M.(2003)quantitativeanalysisorneurotrophininthecerebralcortex,hippocampusand

cerebellumoragedmacaques.第 26回日本神経科学大会 (2003年7月,名古屋)NeuroscienceResearch

46(Supplement1):S171.

5)ohashi,G.(2004)ConsortshipinChimpanzeesatBossou.AfricanGreatApes:Evolution,Diversityand

ConseⅣation(Mar.2004,Kyoto,Japan)ProgramandAbstmct:27.

6)Hayashi,M.(2004)Developmentofobjectmanipulationinchimpanzees.TheFirstHOPEInternational

Workshop(Mar.2004,Kyoto).

7)Matsuno,T.(2003)Motion-formconjunctionsearchinchimpanzees(Pantroglodytes).COE21International

Symposium DiversityorCognition;Evolution,Development,Domestication,andPathology(Sep.2003,

Kyoto,Japan).

8)Matsuno,T.(2003)Visualattentiontomovingobjectsinchimpanzeesandhumans.Self,Cognition,and

Emotion,Kyoto-MichiganCo一laborationinPsychology(Dec.2003,AnnArbor,U.S.A.).

9)Matsuno,T.(2004)Visualsearchformotioninchimpanzees.ThefirstHOPETntcrnationalWorkshop

Evolutionaryneighbors:fromgenestomind(Mar.2004,Kyoto,Japan).

10)Mori,T.,Hayashi,M.(2003)Age-relatedchangesinneurotrophinsinthemacaquebrain.第 80回日本生理

学会大会 (2003年 3月,福岡)TheJapanseJoumalofPhysiology53(Supplement):S298.

ll)Nakayama,K.(2003)Acriticalreviewoftheresearchonself-directedbehaviourinprimates.The26th

AnnualMeetingortheAmericanSocietyorPrimatologists(Jut.2003,Calgary).

12)Nakayama,K.(2003)ToCooperateornottocooperate-Youworkaloneandyougetone,butyouandI,work

togetherandyougetmore-..Self,Cognition,andEmotion,Kyoto-MichiganCollaborationinPsychology

(Dec.2003,Michigan).

13)shimizu,K.,Itoh,M.,Takumi,K.,Mori,T.,Hashida,S.,Kimura,N.,Katakami,H.(2003)Ghrelinin

macaquemonkeys:tissuelocalization,dynpamicsandsourceofcirculatingghrelininbothplasmaand

cerebrospinalfluid.8thIntemationalPituitaryCongress(Jun.2003,NewYork,U.S.A.).

14)Takumi,K.,Mori,T.,Shimizu,K.,Hayashi,M.(2003)Changesindistributionofneurotrophinsinmonkey

cerebellumduringdevelopment･第80回日本生理学会大会 (2003年3月,福岡)･TIPJapaneseJoumalor

Physiology53(Supplement):S298.

15)Takumi,K.,Mori,T.,Shimizu,K.,Hayashi,M.(2003)Developmentalchangesin concentrationsand

distributionsofneurotrophinsinthecerebellumofmacaquemonkeys.SocietyforNeuroscience(Nov.2003,

NewOrleans,USA)SocietyfわrNeuroscience,2003.Online(2003AbstractViewer):ProgramN0.38.8.

16)Uchikoshi,M.Mafsuzawa,T.(2003)Behavioraldevelopmenltofagilegibbons:Thefirstfiveyearsanerthe

birth.2lstCenturyCOEprogramofKyotoUniversityPsychologyUnionTheFirstTntemationalWorkshop

forYoungpsychologists"EvolutionandDevelopmentofCognition"(July.2003).Program &Abstrucuts:

Ora1-7.
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17)深谷もえ(2003)幸島のニホンザルにおける採食場所の決定要因.第 19回日本霊長類学会大会 (2003

年 6月,仙台).

18)藤揮珠織,片山一道 (2003)長野市宮崎遺跡で発見された縄文晩期の乳児埋葬人骨.第 57回日本人

類学大会 (2003年 10月,伊達市).抄録集 :27.

19)福原亮史,景山節 (2003)霊長類におけるCCSの分子進化.日本動物学会第74回大会 (2003年9月,

函館).zoologicalScinence20(12):1614.

20)福原亮史,景山節 (2003)霊長類における Mn-および cu,zn-soD の分子進化学的解析.日本過酸化

脂質 ･フリーラジカル学会 第27回大会 (2003年 10月,東京).過酸化脂質研究 27:54.
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3.学位取得者と論文題目

京都大学博士 (理学)

海野俊平 (課程):NeuronalActivitiesSelectivetoshapesDefinedbyMotionSignalintheTemporalCortexof

theMacaqueMonkeys (マカクザル側頭葉における動きを手がかりとする図形に選択的な神経細胞活
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京都大学修士 (理学)

親川千秒子 :ニホンザルにおける採血協力訓練法の確立
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受入区分 :人類進化モデル研究センター 客員教授
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