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0人類進化モデル研究センター

松林清明 (平成 15年 9月までセンター長併任)･景山節 (平成 15年 10月よりセンター長併任)･

sachithanantham Srikantha(外国人客員教授)･平井啓久 (遺伝子情報分野助教授併任)･上野書

一 ･後藤俊二 ･鈴木樹理 ･松林伸子 (教務職員)･熊崎清則 (技官)･阿部政光 (技官)･釜中慶

郎 (技官卜 前田典彦 (技官)･加藤朗野 (技官)･森本真弓 (技官)

霊長類研究所は,人類進化モデル研究センターの研究を推進する場としてリサーチ ･リソース ･ス
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チ-シヨン(RRS)を計画し,概算要求を続けている.このRRS計画は国が実験用生物資源確保のために

進めるナショナルバイオリソースプロジェクトの一部であるマカタザルバイオリソース(MBR)計画と整

合性をもって進めることが求められており,RRSは当面ニホンザルの繁殖と供給をおこなうことでMBR

計画に協力することになった.15年度はRRS計画の大規模放飼場の設計や･T･理の問題点を検討する実

証的研究として,規模を大幅に拡大 した放飼場で東大演習林と共同研究をおこなう予S字が認められた.

このため (財)日本モンキーセンターの敷地の一部を借 りて2つの放飼場を建設し,節4,節5放飼場

とした.MBRのサル呼人体制が整っていなかったので当面は所内の放飼場の群れの移動をおこなうこ

とで研究を開始させることとし,若桜 B群,嵐山B群を第4放飼場の2区画に移動させた.おこなった

研充内容は移動にともなう繁殖への影響,生体指標,血液性状,寄生虫叢などの変化,行動 ･ス トレス

の変化,放飼場内の調整池の水質検査,樹木への影響など多項目におよぷ総合的なものである.節5放

飼場は完成が遅れ年度内にサル移動はできなかったが,樹木,水質などに関する予備調査を終了した.

これらの研究の成果はとりまとめをおこない,今後のRRS計画推進の基礎的資料として活用していく方

針である.

前年度から引き続いて検討がおこなわれた出血症問題は,予定した検査を終え対策委員会での罷終

とりまとめがおこなわれた.完全な原因の究明はできなかったが感染症である可能性が低いことなどが

報告された.またこの件を契機に検査体制の見直し,セキュリティ対策の充実が図られるとともにバイ

オセイフティーなど今後の対策がまとめられた.2003年 5月 14日の協議会で委fl会から抱終報告がお

こなわれ飼育室の使用制限を全面解除した.また経過と対策に関する報告聾が三上委員長を中心にまと

められた.

サルの取 り扱い実験にはライセンスが必要となりサル委員会が主催でライセンス講習会がおこな

われることになっている.センターは実務を担当することになり,教官と技官が分担して講義と実習を

おこなっているが,15年度末の3月にセンター職員を対象に最初の講習会がおこなわれたのに引き続き,

全所員を対象として2003年 11月20,21馴=,2回日,2004年2月 18,19日に3回目をおこなった.

人事面では 32年間に渡って細菌検査や新世界ザルの飼育を担当してきた松林仲子教務技官が退官

することとなった.また長らくさまざまなセンター事務を担当してきた梅田恵子叫務補佐良,サルの飼

育を担当してきた吉村有美絵技能補佐員も退職することとなった.これらの3氏の退職に際し,国立大

学動物実験施設協議会から長年の功績に対して表彰状が送られた.松林技官の後任には兼子明久が採用

されたほか,事務,飼育関係の後任として非常勤職員の配置換えや新規採用がおこなわれた.

<研究概要>

A･1)サル鰯の,W簡 ･ウイルスの遺伝子診断および放飼場溜池 ･排水の環境評価

景山節 ･高木かおり(技術補佐員)･松林仲子 (教務職員)

センター飼育サルに見られる下痢便,暁傷などによる膿,あるいは死亡ザルの組織などから,増菌

培養後 DNA を抽出し pcRによる感染細菌の同定を継続した.また環境評価の一貫として放飼場の溜

池 ･排水の CODと細菌検査をおこない,排水基時値を下回っていること,細菌数が夏から秋にかけて

大きく上昇する結果を得た.

A･2)胃ペプシノゲンの研究

景山節

8種籾のP附し規で得られているペプシン (ペプシノゲンA,プロガストリシン,プロヰモシン)に
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ついて,ペプチ ド基質を用いて切断特異性を検討した.ペプシン側の S-1位の役割について検討を進め

た.

A-3)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 (大学院生)･景山節

活性酸素消去酵素であるGPX-1の活性およびmRNA量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,晴乳類間のGPX-1の分子系統関係を明らか

にした.

A･4)飼育下ニホンザルの肥満に関する研究

高橋知子 (大学院生)･景山節

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種々の血液生化学値の変化を

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重,体脂肪

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

B･1)サル類の生殖生物学に関する研究

松林清明

オス生殖機能の進化を生殖器構造の面から検討する目的で,各種サル類の精巣微細構造の組織学的

検索を進めている.平成 15年度も引き続いて国内動物園で過去に死亡した規人猿を含むサル類の液浸

標本の中から,精巣試料収集と組織標本化を行った.これらの造精機能の詳細な解析を行っている.

応用面として,チンパンジーに引き続いせニホンザルでの精液の凍結保存システム開発の共同研究

を行い,稀釈液の組成および凍結パターンに関して標準的な方法の確立を目指している.

B･2)新しいサル放飼場の開発に関する研究

松林清明 ･熊崎清則

マカクザルバイオリソースプロジェクトの一環として,動物福祉のために自然をできるだけ残し7=

新放飼場を設申し,3区画を設営した.フェンスは通風とコストダウンを図るため,金属ネットと金属

パネルを用いる新構造とした.実際にサルを入れ,植物との共存条件を探る調査を東大演習林との共同

研究で行っている.また,諸外国のサル飼育施設を参考とするため,ドイツ･オランダ･インドネシア

を視察した.

C新世界ザル類の活動と休憩のモニタリング

SachithananthamSriKantha

NathanielK!eitmanのBasicRestActivityCycle(BRAC)の仮説が新世界ザルでも当てはまるかどうか

実験的に検証している.BRACとは,高等脊椎動物の中枢神経の活動が短い周期で活動と休止を繰り返

すというものである.2003年 4月から2004年 3月まで,ヨザル (Aotustrivirgatus)で (両性共 15頭,

1才-26才以上)①≠ジタルテープ録音とソノグラフ分析②首輪につけたミニテレメトリックトランス

ミッター (MINIMITTER)による月間の活動一睡眠のモニタリングの方法でBRACサイクルを測定した.

ヨザルのBRAC時間は点灯時で30分～40分であった.

コモンマTモセット,ブタポウシタマリン,リスザル類についても,BRACを測定し,新世界ザル
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規のBRACの比較分析を続けている.

D-1)ゴリラの飼育環境に関する基礎調査

上野吉一

国内には現在 30流のゴリラが飼育されているが,その多くは2頭程度の小さな社会で,また変化

に乏しい環境にLTかれている.札幌市円山動物園においてもオスのゴリラが 1頭のみ飼育されているが,

給餌条件などの改背として探食環境のエンリッチメントなどが進められている.そこで,こうした取 り

組みの効果を評価することを目的として,フィーダーの利用やビデオの提示による1日の行動パターン

への影響を断続的に調査した.

D･2)チンパンジーの飼育環境に関する拡碇調査

上野書-

天王寺動物園におけるチンパンジーの飼育環境に関する調査を,動物園との協同でおこなった.

D-3)ニホンザルにおける採血協力訓練法の確立

親川千秒千 (大挙院生)･上野膏-

採血は実験動物に対して非常に頻繁におこなわれる処置である.一般に挟体を川いサルを同定しお

こなわれるが,この手技はサルにとってストレスが大きく,また実験者にとっても危険をともなうもの

である.こうした問題を改革するために,採血への協力行動をサルに対し訓練することが考えられる.

しかし,これまでこうした訓練の詳細が報告されることはなく,また個人的な経験をもとに訓練を進め

ることが多かった.そこで,ニホンザルを対象としてより短時間で達成できる採血への協力訓練法を検

討 した.その結果,約4時間以内で,ナイーブな個体を人の指示にしたがい,挟体で固定することなく,

協力的に腕を出し穿刺をゆるすまで訓練する方法を確立した.

D･4)ニホンザル放飼場群における集団移動訓練法の確立

桧垣小百合 (大学院生)･上野告-

飼育環境を改善するためには環境エンリッチメントは有効な方法である.しかし,放飼場において

ジャングルジムや樹木などにより環境エンリッチメントをおこなうと,研究や管理上不可欠なサルを捕

雅するが非常に稚しくなるという問題が生じる-.これは作業をおこなう人にとって而例だったり危険と

いうことに加え,追い回されるサル_にとってもストレスであり危険をともなうものである.そこで,普

響刺激を手掛りとして,サルをよりスムーズに捕獲域へ移動させることための訓練法の検討をおこなっ

た.その結果従来の放飼場 (約500平米)では,20頭程度の群を1分以内に捕雅域や移動させることを

10日で学習させる方法を確立した.しかし,複雑性が増しより広い放飼場 (約 5000平米)では,移動

訓練を達成することはできなかった.カ法の改革が必要である.

D-5)動物園における教育に関する研究

上野書一 ･友永雅己 (思考言語分野)
●

動物園における致菅に関する研究の一環として,2003年8月26日に ｢第二回動物園を利用した教

員研修会 (主催 :学校と動物園 ･科学館等の連携推進のための研究会)｣を 日本モンキーセンターおよ

び京都大学霊長類研究所により開催した.この研修会は, 学校教育関係者,動物園 ･博物館 ･科学館
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等の社会教育施設の関係者,将来これらの仕事に就こうとしている学生を対象として行っているもので,

動物園という場を利用して,さまざまな専門知識を身に付けたり,体験してもらうことを目的としてい

る霊長類研究所において施設見学と講義が行われた.講義終了後,JMCにおいてパネルディスカッショ

ンと総合討論が行われた.その他にも動物園 ･水族館からの協力を得て,研究会を開いたりまた学生実

習への利用の検討を行った

E･1)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

健脚 犬態に与える影響等を明らかにするため,主にタイ,インドネシアのカニクイザルを対象として,

糞便検査や血液性状の分析による継続的な疫学調査を行った.また,肺糸状虫症の慢性感染実験モデル

の確立や病態解明を目的とした臨床病理学的研究を進めている.

E･2)サル類の疾病に関する臨床病理学的研究

飼育下各種サル類における疾患や健康管理に関する臨床病理学的研究を進めている.

F･1)サル類成長の生理学的及び形態学的研究

後藤俊二

鈴木樹理

昨年調べた4歳令のニホンザルを引き続き縦断的手法を用いて性成熟期の成長関連ホルモンの分泌

動態を調べた.また,1998年及び 1999年生まれのアジルテナガザルのオスの子どもについて,昨年の分

析結果から現在性成熟過程にあることが明らかになっキので,その詳細を明らかにするために引き続き

縦l析的に採血と生体計測を行った.

F･2)サル類のストレス定量および動物福祉のための基礎研究

鈴木樹理

冥際の飼育環境でのストレス反応を定量することとその軽減策の検討のために,心理的 ･社会的ス

トレスが生体に及ぼす急性及び慢性の影響について神経 ･免疫 ･′内分泌系の指標を用いて明らかにする

研究を進めている.非侵襲的なサンプルとして,尿および糞に注目しそれに含まれる神経 ･内分泌系の

ストレス指標物質の定量系を開発 している.

<研究業績>

◇原著論文

1)Fukuhara,R.,Kageyama,T.(2003)TissueDistribution,moletularEvolution,andGeneExpressionof

CytosolicGlutathionePeroxidaseinJapaneseMonkey.ZoologicalScience20(7):861-868.

2)Hamada,Y･,Hayakawa,ーS･,Suzuki,J･,Watanabe,K･,Ohkura,S･(2003)Bodyfatanditsseasonalityin

IJapaneseMacqques(Macacafuscata)･MammalStudy28:79-88･●

3)Hanya,G.,Matsubara,M,,Sugiura,H.,Hayakawa,S.,Goto,S.,Tanaka,T.,Soltis,J.,Noma,N.(2004)Mass

mortalityofJapanesemacaquesin awestem coastalforestofYakushima.EcologicalResearch19(2):

179-188.
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