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一国アウトリーチ：霊長類学・ワイルドライフサイエンス・
リーディング大学院の発足

松沢哲郎
京都大学霊長類研究所

ヒマラヤ学誌　No.15, 93-99, 2014

はじめに：一国アウトリーチとは何か
　2013年 10月 1日、京都大学に「霊長類学・ワ
イルドライフサイエンス・リーディング大学院」
が発足した 1）。英文で、”The Leading Graduate 
Program of Kyoto University: Primatology and 
Wildlife Science”というのが正式名称である。そ
の英文名称の頭文字をとって、PWSと略称する。
本稿では、新たに生まれた大学院プログラム PWS
のめざすところを紹介するとともに、「一国アウ
トリーチ」という試みについて詳述したい。
　アウトリーチ（Outreach）という用語は近年さ
まざまな分野でよく耳にする。外交の分野で

「Strategy of global outreach」といえば 国際展開戦
略のことである。福祉の分野で「Outreach worker」
といえば福祉士や貧困救済に携わる方々であり、
行政が「Outreach activities」といえば社会奉仕活
動であり、学問一般や博物館や美術館の活動で

「Outreach」といえば啓蒙・啓発・普及活動のこと
である。
　アウトリーチの英語の原義は、「out / reach」で、
手をさし伸ばすこと、を意味する。なお「一国ア
ウトリーチ」という日本語は筆者の造語で、まさ
に一国に対して手をさし伸ばすことである。
　日本語に翻訳したときに微妙な相違になるが、

「手をさし伸べる」ではない。「手をさし伸ばす」
である。「手をさし伸べる」というと、強者から
弱者に、上から下へ、手をさし伸べて助けるとい
うニュアンスがどこかに漂う。一国アウトリーチ
が目指すこところはそうではない。「手をさし伸
ばす」のである。お互いは対等な立場なのだが、
相手に向かっておずおずと手をさし伸ばすイメー
ジだ。自らすすんでそれをする。相手をよく理解
したうえで、自主的に手をさし伸ばす。それを「ア
ウトリーチ」と呼びたい。
　そもそも大学の使命とは何か。平成 22年に成

立した新しい学校教育法において、第九章・　大
学、その冒頭に以下のように書かれている。同法
第八十三条、「大学は、学術の中心として、広く
知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研
究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させる
ことを目的とする」。同条第 2項、「大学は、その
目的を実現するための教育研究を行い、その成果
を広く社会に提供することにより、社会の発展に
寄与するものとする」。すなわち、大学の果たす
べき使命は、要約すれば、研究・教育・社会貢献
の 3つである。その研究と教育を通じて、どうい
う社会貢献をするかが今こそ問われている。
　以下に詳述する霊長類学・ワイルドライフサン
エンス・リーディング大学院 PWSでは、プラグ
ラムが実施する 3つの事業を考えた。そもそも霊
長類学も、ワイルドライフサイエンスも、人間を
この自然の一部だと認識する視点に立って、人間
がそれ以外の動物にどのように関わっていくかを
探求する学問だ。学問を通じての社会貢献として、
アカデミズムの再生産ではなくて、3つの出口を
考えた。保全（Conservation）、福祉（Welfare）、
アウトリーチ（Outreach）である。
　保全と省略したがこれは野生生物保全のことで
あり、福祉は動物福祉のことであり、アウトリー
チはさらにそれらのすべてを含んだ、より広い学
問分野からの社会への具体的な貢献をさしてい
る。ただしそのアウトリーチする焦点を明示する
ために、一国、ある国、取り組む対象となるひと
つの国、そのまるごと全体と関わる活動をイメー
ジした。

霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リー
ディング大学院
　リーディング大学院という事業は平成 23年度
に始まった。文部科学省が推進し、独立行政法人・
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日本学術振興会（JSPS）が審査所轄する大学院プ
ログラムである 2）。
　正式名称は、「博士課程教育リーディングプロ
グラム」である。この事業は、「優秀な学生を俯
瞰力と独創力を備え広く産学官にわたりグローバ
ルに活躍するリーダーへと導くため、国内外の第
一級の教員・学生を結集し、産・学・官の参画を
得つつ、専門分野の枠を超えて博士課程前期・後
期一貫した世界に通用する質の保証された学位プ
ログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改
革を支援し、最高学府に相応しい大学院の形成を
推進する事業です」というのが謳い文句である。
　平成 23 － 24年度の最初の 2年間で、24大学
の 44プログラムが採択された。平成 25年度 10
月に新たに 18プログラムが追加されて、全国に
合計 62の学位プログラムがあることになる。
PWSは、そのひとつである。京都大学には、
PWSを含めて 5つの学位プログラムが現在進行
している 3）。
　京都大学の大学院教育は、これまで世界に伍す
る、さらには国際的に卓越するような研究と教育
に力を注いできた。一方で、現代社会のニーズに
即して、社会貢献に直結する人材を育成してきた
かというと、必ずしもそうではない。かんたんに
いえば、次の時代を担う学者の卵を養成するのが
従来の本務だった。それに対して、大学院を修了
した博士学位取得者が、社会のさまざまな場所で
ユニークな活躍がもっとできるし、それが期待さ
れてもいる。
　霊長類学（Primatology）も例外ではない。霊長
類学は、日本から世界に向けて発信し、日本が世
界の第一線を保持してきた稀有な学問である。さ
らにまた、霊長類学を基盤にして、大型の絶滅危
惧種を対象にした「ワイルドライフサイエンス

（Wildlife Science）」という新興の学問分野を確立
しつつある。日本の霊長類学が興ったのは 1948
年である。約 20年の蓄積を経て 1967年に京都大
学霊長類研究所が設立された。その後の研鑽が
あって、約 40年後の 2008年に、野生動物研究セ
ンターが設立された 4）。
　野生動物研究センター（Wildlife Research 
Center）は、野生動物の研究を通じて地球社会の
調和ある共存に貢献することを目指している。そ
こには、チンパンジー・ゴリラ・オランウータン・

ニホンザルなど霊長類だけではない、ゾウやキリ
ンやライオンやイルカの研究をする若人が育って
いる。
　こうして霊長類学やワイルドライフサイエンス
の分野において、学問としては最先端を担ってい
ながら、欧米にあって日本に明確に欠けているも
のが 3つある。それが、保全（Conservation）、福
祉（Welfare）、アウトリーチ（Outreach）である。
　第 1の保全の意味するのは、野生生物保全の専
門家として国連や国際機関・国際 NGO等で働く
若手人材である。
　第 2の福祉の意味するのは、博物館・動物園・
水族館等におけるキュレーター（博士学芸員）と
して活躍し、生息地で展開する博物館動物園とし
ての「フィールドミュージアム」構想を具現する
者である。
　第 3のアウトリーチの意味するのは、長い歳月
をかけて一国まるごとを対象としたアウトリーチ
活動を担う実践者である。
　日本が抱える 3つの欠陥を、逆に将来の伸びし
ろと考えることもできるだろう。本プログラムは、
霊長類学・ワイルドライフサイエンスという学問
領域において、研究・教育・社会貢献を実践する
新たな展開の場だといえるだろう。大学院を卒業
したあとの就職、すなわち出口を 3つ考えた。以
下に、それぞれについて人材育成の要点を概説す
る。

国際機関や国際NGO等における野生生物
保全の専門家
　第 1の、野生生物保全の専門家として国連や国
際機関・国際 NGO等で働く若手人材について説
明する。
　日本は国際連合（UN）の主要なドナー国である。
外務省の公表する「2011 ～ 13年国連通常予算分
担率・分担金」によると、日本は毎年、2億 7600
万ドルから 2億 9500万ドルを拠出し、その割合
は全体の 10.8％から 12.5％を占めている。1位の
米国の約半分であり、2位が日本で、3位のドイ
ツの約 1.5倍を拠出している。ちなみに 2013年
度の国連の総予算は 26億ドル（約 2600億円）で
ある。
　しかし国連の職員数の比率において、他国に比
べて日本は著しく低い。国連は、日本人の「望ま
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しい職員数」を 202 ～ 273人と算定している。だ
が実際の日本人職員数はその 4分の 1程度の 60
人（2012年統計）にとどまっている。日本人は
全体の約 3％でしかない。さらに視野を広げて
100以上ある国際機関で働く者をみると、日本人
の合計は 765人で、全体の約 2.5％である。こう
した国連ないし国際機関で働くには、①学歴、②
関連職務経験、③語学力の 3つが必須な要素であ
る。大学院修士以上できれば博士号の取得、実地
の体験、英仏語その他の言語に流暢である必要が
ある。
　国連の公用語は、アラビア語、英語、スペイン
語、中国語、フランス語、ロシア語の 6か国語で
ある。ただし、「作業言語」は英語とフランス語
のみである。国連のほかにも世界的機関は多数あ
るが、英語とフランス語は必ず公用語になってい
る。植民地支配等の歴史的な経緯があって、現実
にこの 2つの言語を知っていれば、多くの国や地
域の人々と会話できるからだ。
　国連には UNESCO, UNEP, UNICEF等の関連機
関や国際プログラムがある。それらと深く結びつ
いて連動するものとして、野生生物保全（Wildlife 
Conservation）の分野では、欧米には IUCN（世界
自然保護連合）、WWF（世界動物保護基金），
WCS, FFI, CIなど、歴史と伝統をもった巨大な
NGO組織がある。
　国連や国際機関や国際 NGO組織で働ける、専
門性、フィールドワークの現場経験、語学力・情
報発信力、その 3つを兼ね備えた人材が日本には
きわめて乏しい。国連や、国際機関や、国際的
NGO等で働ける博士学位をもった人材を養成す
る必要がある。

キュレーター（博士学芸員）
　第 2の、博物館・動物園・水族館等におけるキュ
レーター（博士学芸員）として活躍し、生息地で
展開する博物館動物園としての「フィールド
ミュージアム」構想を具現する者について説明す
る。
　日本の動物園の職員は、飼育員、獣医師、事務
職員で成り立っている。欧米の動物園にいくと、

「キュレーター」という職業が確立している。「博
士学芸員」と翻訳するのが妥当だろう。大学院で
動物学を学んだ人が、実際に野生動物を観察し、

研究と教育を両立させつつ園館の運営にも深く関
わっている。日本の学芸員は大学卒の資格である。
専門性は高くない。欧米並みの博士学位を取得し
た、博士学芸員の養成が必須だ。
　われわれの社会を取り巻く環境に広く眼を転じ
てみよう。あまり一般に知られていないが、小学
校・中学校・高等学校の教師の資格は、欧米では
修士卒に移行しつつある。日本では大学卒である。
まさに世界の潮流に遅れようとしている。一般の
意識で言って、医師や弁護士と同様に、教師とい
う職業がある。そうであれば、教師にはそれなり
の広い教養と、高い専門性と、教授法に関する深
い知識・経験が必須だろう。医師の養成は、学部
6年間とそれに続く 3年間の研修医という合計 9
年間の制度によって成り立っている。同様に、教
師という資格にも学部 4年間に加えて、最低でも
大学院 2年間、あるいは 5年間の合計 9年間があっ
てよいだろう。その間に、豊富な実務経験・実習
を含めて、多様な角度から教師となりうるかとい
う適性と資質を評価する。実際に、大学教師のば
あいは、さらに大学院修了後 3年間のポスドク経
験を経て、約 30歳ころにその職に就くのが現在
の一般的なキャリアパスになっている。つまり大
学入学以前の小・中・高の初等・中等教育に 12
年間があり、大学以降の高等教育に 12年間かか
る。大学で講じるには、博士の学位をもつことは
ほぼ必須条件になっている。大学の教師は、いわ
ば「博士教員」である。
　大学の事務職員も、欧米にならって URA

（University Research Administrator）と呼ばれる「博
士事務職員」が急速に導入されつつある。京都大
学には約 3000名の教員がいて、約 2500名の事務
職員・技術職員がいて、約 22000名の学部学生・
大学院生がいる。すでに述べたように、大学は研
究・教育・社会貢献の場である。かつ、教職員と
総称されるように、教員と事務職員等は車の両輪
の関係にある。一方は専門性を活かしてそれを深
めていく。他方は総合的に広く研究と教育と社会
貢献の基盤を支える。けっして上下関係ではない。
同じ使命を共有するパートナーである。たとえば
日本という国のかたちを見てみよう。明治以来
100年以上にわたって、「官僚」と呼ばれる事務
職員がこの国の行政組織を担ってきた。官僚が国
を切り盛りするように、事務職員等が大学を切り
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盛りしてすこしもおかしくない。ところが日本で
は、教授になった者がもっぱら大学運営をしてい
る。彼らは、高い専門性をもつだろうが、必ずし
も学術行政には通暁していない。教員はそもそも
大学を運営するような訓練を受けていない。欧米
と同様に、大学の運営を担える事務職員が必須で
ある。URAとは何か？　それは事務職員である。
3つの資質、U/R/Aが求められている。U（大学）、
すなわち大学の制度や置かれている学術行政につ
いての広い知識と理解が要る。R（研究）、すなわ
ち学術研究の内容や方法に関する実践と深い理解
が必須だ。A（事務）、すなわち旅行命令や会計
伝票の処理といった事務職員であればだれでもが
備えるべき一般的な技量があり、かつ研究と教育
と社会貢献を広く支えるという職業意識をもつ。
　博士教員と博士事務職員について述べたのと同
様に、博士学芸員について立ち戻って考えてみよ
う。博士学芸員に求められるものは、①野外での
豊富な実践経験、②英語やフランス語など外国語
での発信力、③そして国や地域や学術行政にも明
るいことだ。日本動物園水族館協会には約 90の
動物園と 70の水族館が加盟している。日本には、
法令上、動物園法というものはない。博物館法が
ある。動物園や植物園や水族館は、法令上は「博
物館等みなし施設」だ。博士学位をもった、国際
的な情報発信の役割を果たす人材を育成する必要
がある。日本の動物園にこうした欧米発のキュ
レーターの制度が根付いてほしい。それは、植物
園でも水族館でも博物館でも同様である。さらに
はそうして園館の運営を知悉した博士学芸員が、
やがてその園館の長となる日を夢見たい。
　こうした人材育成の先に、「フィールドミュー
ジアム」の実現をめざしたい。国内外の生息地そ
のもので展開する、新しい博物館動物園のかたち
である。かんたんに言うと、生息地に作る動物園
である。欧米や日本の都会のまんなかの動物園で
はない。生息地に動物園を作る。動物園と併設し
て、サンクチュアリを作る。これは野生復帰のた
めの施設である。その動物園・サンクチュアリは、
自然の保護区に隣接して存在する。いわば、人間
とそれ以外の自然をつなぐ場所だ。こうした斬新
なアイデアは日本から生まれて、世界に発信する
ものだ。「里山」「森山里海の連環」そうした日本
の伝統知に根ざした新しい試みを、世界に向けて

発信していく必要があるだろう。

一国アウトリーチ活動を担える人材
　第 3の、長い歳月をかけて一国まるごとを対象
としたアウトリーチ活動を担う実践者について説
明する。
　京都大学は、平成 22年度から自覚的に、全学
を挙げて 1国を対象としたアウトリーチ活動をお
こなっている。最初の対象はブータンである。
　ブータンと京都大学は、1957年からの半世紀
を越える縁がある。それをもとに一国アウトリー
チ活動を展開している。過去 2年半のあいだに
10次合計 71名の訪問団と、2次合計 12名の受け
入れをおこなってきた。京都大学のフィールド
ワークの伝統を活かした国際交流プログラムであ
る 7,8）。
　それをロールモデルとして、フィールドワーク
を基本とした手法で、生物多様性のホットスポッ
トにおける生物保全活動をめざしたい。
　具体的には、アマゾン、ボルネオ、中国・雲南
省、インド、アフリカ東部のタンザニア・ウガン
ダ、中部のコンゴ・ガボン、西部のガーナ、ギニ
アといった国と地域である。そこでは、具体的構
想や貢献を、一国の政策として実現していく手腕
をもった人材が必要不可欠だ。長い歳月をかけ 1
国を対象としたアウトリーチ活動を通じて、オー
ルラウンドな指導者となる人材を育成したい。そ
うした一国アウトリーチと、そのめざすところに
ついては、冒頭で詳述した。

フィールドワークを主体とした実践カリ
キュラム
　保全と福祉とアウトリーチという視点から、①
野生生物保全の専門家、②博士学芸員、③一国ア
ウトリーチ人材、そうした 3つの出口を掲げて、
新しい大学院プログラム PWSを構想した。そこ
では、入試・教育・学位まで一貫した英語による
世界標準の教育をする。
　ユニークなのは、外国語 3語（たとえば、アフ
リカ中央部で活躍するには英語・仏語・リンガラ
語が必須）の習得を義務づけた。なぜならば、国
連など国際的な視野で活動するには、英仏語が必
須であり、さらに地元の言語が必要だからである。
日本人であれば日本語を含めて 4か国語に通暁し
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たエキスパートを育てることになる。
　カリキュラムには、3つの主要なコースワーク
がある。①フィールドワーク、②ラボワーク、そ
して③インターン研修である。
　第 1に、外に出てフィールドワークをする。書
を捨てて野山に出よう。京大が保有する国内の野
外実習拠点を活用する。天然記念物の幸島での野
生ニホンザルの生態観察、世界自然遺産の屋久島
でのヤクザルとシカの共存する森でのゲノム実
習、妙高高原京大ヒュッテを拠点とした野外生活・
観察実習に、自主企画の野外研究を加えた 4つの
野外実習を 1年次の必修とした。さらに琉球大学
と連携して、沖縄本島北部のヤンバルの森や西表
島での研修を将来的に展望している。2年次以降
は、国際連携拠点で海外野外実習をする。かんた
んにいえば、ブータンでも、アフリカでも、ボル
ネオでも、アマゾンでも、北極でも、どこでもよ
い。自分の好きな時に好きな場所に行って、森羅
万象に思いをめぐらせ、「人間とは何か」という
ことを深く自省する人材に育ってほしい。人間に
対する深い興味と理解と実体験があってこそ、他
者を理解し、他の生物に思いをはせられるように
なるだろう。
　第 2に、ラボワークを課す。京大が保有する研
究施設である霊長類研究所、野生動物研究セン
ター、熊本サンクチュアリや、学外連携施設の京
都市動物園、京都水族館、名古屋市東山動物園、
日本モンキーセンター等である。ラボワークとは
いえ、座して学ぶ「座学」ではない。つねに体を
動かし手を動かして、こころ・からだ・くらし・
ゲノムの広い視野から人間とそれ以外の動物の関
係を、現場に近いところで学ぶ。なお必修の 3外
国語についても、現場での学修を奨励する。
　第 3に、インターン研修である。実践の現場に
身を置いて学ぶ。国内ならびに国際連携機関との
研修交流を各年次で義務付けた。すでに実績があ
る。平成 16年度（2004年）に始まって本年度ま
で 10年続く「HOPE事業」を霊長類研究所はお
こなってきた。日独米英仏伊の先進 6か国、さら
には生息地国の主要研究機関との覚書も整ってお
り、そこで海外研修をおこなう。幸い、京都大学
と UNESCOはインターン研修についての協定書
を 2012年 11月に締結した。したがって国連機関
での研修も可能である。さらにまた、プログラム

担当教員には、日本科学未来館館長、WWF自然
保護室長、京都市動物園生き物・学び研究センター
長、前京都市長、前マレーシア日本大使、原子力
行政に詳しい弁護士など、多様な学外の教授陣が
いる。彼らを窓口として、インターンとして腕を
磨いてほしい。
　入試はすべて英語である。春秋入学の年 2回の
入試も認めた。すでに平成 21年度（2009年）に
霊長類研究所に国際共同先端研究センター
CICASPを立ち上げてある。研究所の大学院生の
外国人比率は、現在すでに、欧米を中心に 30％
に達している。過去 5年間蓄積したものを活かし
て、入り口から出口まで一貫した展望で、国際性
をもった大学院プログラム PWSを運営したい。
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Summary

Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science: 
Outreach to a Particular Country

Tetsuro Matsuzawa

Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science, Kyoto University

　 The aim of this article is to introduce a new initiative called the Leading Graduate Program in Primatology and 
Wildlife Science (PWS). In terms of studying nonhuman primates, Japan holds a unique position. There are no 
species of monkeys or apes native to either North America or Europe. In contrast, Japan has its own species of 
monkey; the Japanese macaque. Thus, in Japan, the discipline of Primatology grew out of a curiosity about this 
native monkey and benefitted enormously from its presence. The Primate Research Institute (PRI) of Kyoto 
University was founded in 1967. Following an upsurge in research interest in primates, and other wildlife at primate 
field-sites, in 2008, Kyoto University founded a new research center called The ’Wildlife Research Center (WRC)’. 
The WRC focuses on flagship endangered species other than primates, such as lions, elephants, giraffes and 
dolphins. However, despite the growing research expertise in Japanese Primatology and Wildlife Science, there are 
distinct deficiencies in terms of applied research. There are very few wildlife conservationists working in the field, 
a shortage of zoo and aquarium curators, and insufficient young people with the skills and means to dedicate 
themselves to outreach programs in foreign countries. In short, Kyoto University has produced academic 
professionals, but, as yet, no vocation-oriented wildlife professionals. In response, on October 1st, 2013, Kyoto 
University started a new leading graduate program in “Primatology and Wildlife Science” (PWS). The aim of this 
exceptional and novel PWS leading program is to produce professionals in: conservation, welfare, and outreach 
development. To achieve this goal, the PWS Program focuses on education in wildlife conservation, animal welfare, 
and skills for outreach programs in particular countries. The target countries are those with biodiversity hotspots 
within Asia, Africa, Central and South America. PWS involves a unique curriculum; based predominantly on 
practical field work experience. Such fieldwork will take place: in areas of great Natural importance within Japan, 
such as Koshima Island, Yakushima Island, Ryukyu Islands and Myoko-Highland; and at important, long-running 
field sites abroad, such as Bossou, Mahale, Wamba, and Kalinzu. In addition, PWS provides the option to take 
laboratory courses in comparative cognitive science, animal behavior, ecology and sociology, genome science, etc. 
This innovative Program also offers invaluable opportunities to take part in internship programs at zoos and 
aquariums, and within UN-related organizations and NGOs under the MoU. In sum, PWS will provide a new 
generation of trained professionals to protect the environment by conserving wildlife, informing the public and 
developing overseas outreach.




