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ご挨拶
京都大学霊長類研究所長

湯本貴和

京都大学霊長類研究所の設立50周年を第13代所長として迎えることができることを、 た い へ
ん慶ばしく、 また栄誉あることだと思っております。
日本の霊長類学は1948年12月3日、 今西錦司先生、 伊谷純 一 郎先生らが、 宮崎県都井岬に岬
馬と い う野生化ウマの調査に訪れた際に、 幸島の野生ニホンザルを観察されて、「これこそが戦
後の日本で築き上げて い くべき新し い 学問であるJと着想されたのが始まりとされて い ます。 ま
ず、 お隣の日本モンキ ー センタ ー が60年前の1956年10月17日に名古屋鉄道と京都大学 ・ 東京
大学の霊長類研究グル ー プの3者によって設立されたのち、 約10年後の1967年6月l日に京都
大学霊長類研究所が設立されました。
ボッソウの野外実験場でのチンパンジ ー （撮影
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それに先立つて、 日本学術会議は全国共同利用の附置研究所として霊長類研究所の必要性を内

野上悦子）

閣総理大臣に勧告しました。 その勧告にともなう設立の趣意には「広範なる人類学の各分野にお
い て、

その基盤をなす霊長類の心理学的・生態学的 ・ 社会学的、 および医学 ・ 薬学 ・ 生理学等に

おける実験動物としてのサルの生理学的・生化学的・遺伝学的研究を推進することの重要性に鑑
み、 それらの研究を有機的

・

総合的に推進できることのできる研究所設立の措置を早急に講じる

必要がある」とあります。 このような2 つのミッションをもって霊長類学研究所は出発し、

いま

に至るまで世界に例をみな い 発展を遂げてきました。
現在、 霊長類研究所は「ヒトとは何かJある い は「ヒトはどこから来て、 どこに向かうのか」
と い う、 わたしたち人類にとって不滅の課題を総合的に研究する囲内H佐 ー の研究所として、「く
らし ・ からだ ・ こころ ・ ゲノム」のさまざまな専門領域からアプロ ー チする独自の体制で、 2010
年度には共同利用 ・ 共同研究拠点「霊長類総合研究拠点Jとして研究教育活動を展開して い ます。
霊長類研究所員は、 日本をはじめとしたアジア ・ アフリカ
ボルネオ島ダナムバレ ー 森林保護区で暮らすオラン
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南米の野生霊長類の生態
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行動の調

査、 現生および化石室長長類の形態や各器官の機能の高度解析、 飼育下ある い は野生霊長類の比較
認知科学的な実験、 遺伝子導入や）問機能イメ

ー

ジングなどの先端技術を駆使した神経細胞や神経

回路の解析、 細胞 ゲノムレベルでの霊長類の感覚系・脳神経系 などの進化や多様性の解析など、
・

さまざまな分野でフィ

ー

ルドや実験室、 さらにその両者を組み合わせた共同研究とそれに関連し

た教育活動、 ある い は研究教育の事務的 ・ 技術的な支援をおこなって い ます。 とくに所内に13
種約1200個体のヒト以外の霊長類を飼育して、 獣医学的

・

集団遺伝学的

をおこな い つつ、 共同利用 共同研究拠点における重要な研究リソ
・
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・

ウイルス学的な研究

スとして大学院生を含む国

内外の研究者が利用できるように努めて い ます。
また、 霊長類研究所は2009年度より国際共同先端研究センタ ー を発足させて、 京都大学の国
際化戦略を先取りするかたちで、 理学研究科霊長類学 ・ 野生動物系独自の春秋2回の国際入試を
おこない、 現在大学院生の約3割が日本国籍以外の国際交流学生、 研究員の約4割が国際交流研
究員となって い ます。
今後、さらに革新的な研究と教育を進めて い くことで、霊長類学のアジアある い は世界の中核研
究所としての役割を果たすべく、研究教育活動の推進とそのサポ ー トに；直進する所存です。関係者
のみなさまのご支援とご協力をここにあらためてお願 い する次第であります。
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ご挨拶
京都大学霊長類研究所長

湯本貴和

京都大学霊長類研究所の設立 50 周年を第 13 代所長として迎えることができることを、たいへ
ん慶ばしく、また栄誉あることだと思っております。
日本の霊長類学は 1948 年 12 月 3 日、今西錦司先生、伊谷純一郎先生らが、宮崎県都井岬に岬
馬という野生化ウマの調査に訪れた際に、幸島の野生ニホンザルを観察されて、
「これこそが戦
後の日本で築き上げていくべき新しい学問である」と着想されたのが始まりとされています。ま
ず、お隣の日本モンキーセンターが 60 年前の 1956 年 10 月 17 日に名古屋鉄道と京都大学・東京
大学の霊長類研究グループの 3 者によって設立されたのち、約 10 年後の 1967 年 6 月 1 日に京都
大学霊長類研究所が設立されました。
それに先立って、日本学術会議は全国共同利用の附置研究所として霊長類研究所の必要性を内
閣総理大臣に勧告しました。その勧告にともなう設立の趣意には「広範なる人類学の各分野にお
いて、その基盤をなす霊長類の心理学的・生態学的・社会学的、および医学・薬学・生理学等に
おける実験動物としてのサルの生理学的・生化学的・遺伝学的研究を推進することの重要性に鑑
み、それらの研究を有機的・総合的に推進できることのできる研究所設立の措置を早急に講じる
必要がある」とあります。このような 2 つのミッションをもって霊長類学研究所は出発し、いま
に至るまで世界に例をみない発展を遂げてきました。
現在、霊長類研究所は「ヒトとは何か」あるいは「ヒトはどこから来て、どこに向かうのか」
という、わたしたち人類にとって不滅の課題を総合的に研究する国内唯一の研究所として、「く
らし・からだ・こころ・ゲノム」のさまざまな専門領域からアプローチする独自の体制で、2010
年度には共同利用・共同研究拠点「霊長類総合研究拠点」として研究教育活動を展開しています。
霊長類研究所員は、日本をはじめとしたアジア・アフリカ・南米の野生霊長類の生態・行動の調
査、現生および化石霊長類の形態や各器官の機能の高度解析、飼育下あるいは野生霊長類の比較
認知科学的な実験、遺伝子導入や脳機能イメージングなどの先端技術を駆使した神経細胞や神経
回路の解析、細胞・ゲノムレベルでの霊長類の感覚系・脳神経系などの進化や多様性の解析など、
さまざまな分野でフィールドや実験室、さらにその両者を組み合わせた共同研究とそれに関連し
た教育活動、あるいは研究教育の事務的・技術的な支援をおこなっています。とくに所内に 13
種約 1200 個体のヒト以外の霊長類を飼育して、獣医学的・集団遺伝学的・ウィルス学的な研究
をおこないつつ、共同利用・共同研究拠点における重要な研究リソースとして大学院生を含む国
内外の研究者が利用できるように努めています。
また、霊長類研究所は 2009 年度より国際共同先端研究センターを発足させて、京都大学の国
際化戦略を先取りするかたちで、理学研究科霊長類学・野生動物系独自の春秋 2 回の国際入試を
おこない、現在大学院生の約 3 割が日本国籍以外の国際交流学生、研究員の約 4 割が国際交流研
究員となっています。
今後、
さらに革新的な研究と教育を進めていくことで、
霊長類学のアジアあるいは世界の中核研
究所としての役割を果たすべく、
研究教育活動の推進とそのサポートに邁進する所存です。
関係者
のみなさまのご支援とご協力をここにあらためてお願いする次第であります。
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創立 50 周年をお祝いして


京都大学総長

山極壽一

京都大学霊長類研究所創立 50 周年を、京都大学として心よりお慶び申し上げます。
霊長類学は日本で始まった学問であり、戦後間もない時期に京都大学の今西錦司博士を中心と
して結成された霊長類研究グループがその基礎を築きました。日本の学界の大半は欧米にその元
となるコミュニティがあり、とりわけ自然科学は日本にやってきた欧米の研究者や欧米に留学し
てきた日本の研究者によって学会が作られ普及してきました。その中で、霊長類学は日本発とい
う珍しい特徴を持って世界に広がったために、学界の発展もユニークな歴史を持っています。
霊長類学を研究する最初の組織は民間の財団法人で、1956 年に愛知県の犬山に設立された日
本モンキーセンターでした。京都大学の研究者が活動の核となり、土地や財政面では名古屋鉄道
株式会社の支援を得て実現しました。1957 年には世界で初めての霊長類学の学術誌 Primates が
刊行され、これは現在も世界をリードする英文の学術誌として存在感を示しています。1950 年
代の終わりにはアジアやアフリカへ学術調査隊を派遣し、博物館や世界サル類動物園をオープン
し、日本モンキーセンターと日本の霊長類研究者は世界へ足を伸ばしていきました。
日本から約 10 年遅れて欧米でも霊長類学が開始され、アジア、アフリカ、南米といった霊長
類の生息地へと研究者が調査の手を広げました。そして、
1964 年には国際霊長類学会が設立され、
霊長類学が国際的に新しい知識を共有しあう舞台が整ったのです。ところが、日本で霊長類学は
まだ学会としての形を持っていませんでした。それは、霊長類学が日本では人類学の一分野と見
なされていたこと、民間の組織が中心だったために学術の専門家としてのまとまりが急務ではな
かったことが理由として挙げられると思います。さらに、野生の霊長類がいない欧米と違って、
日本には各地に野生霊長類が生息していたために、基礎科学を超えた大きな広がりを見せていた
せいもあるでしょう。
そこで、世界に冠たる霊長類学を推進する機関として、1967 年に京都大学に霊長類研究所が
付置されることになったのです。これは、日本モンキーセンターが積み上げてきた野生霊長類の
研究と、霊長類を実験動物として供給する役割を引き継ぎ、新たに心理学、脳生理学、生化学な
ど実験系の最先端科学を加えた組織でした。もっとも、最初は形態基礎研究部門と神経生理研究
部門だけで、その後次々に新部門や、宮崎県の幸島に野外観察施設が設置されて、5 年後に 9 部
門と 2 附属施設が完成し、現在の 4 大部門 10 分野 2 附属施設に至ります。
霊長類研究所は、全国の共同利用研究所として霊長類学の発展に大きく貢献してきました。日
本霊長類学会が設立されたのは 1985 年ですから、
いかに霊長類研究所が霊長類学のコミュニティ
造りに寄与したかがわかります。私はその頃、日本モンキーセンターにリサーチフェロウとして
勤務し、河合雅雄初代会長の下で幹事として学会の設立に関わりました。1988 年からは約 10 年間、
霊長類研究所に助手として勤務し、数々の事業に携わりました。1990 年に名古屋で開催された
国際霊長類学会大会は忘れられない思い出です。このときの外国人研究者との交流によって数々
の国際共同研究が生まれ、屋久島に国際保護機関の重鎮たちを連れて訪問したことによって、屋
久島の世界自然遺産登録が加速しました。以後、国際霊長類学会の会長には 3 人の日本人研究者
が歴任し、私もその一人として、2010 年には京都大学の時計台で大会を主催することになりま
した。人類学・霊長類学の国際的な賞として、私の恩師伊谷純一郎先生がハックスリー賞、京都
大 学 理 学 研 究 科 で 私 の 上 司 だ っ た 西 田 利 貞 教 授 が 国 際 霊 長 類 学 会 リ ー キ ー 賞 と Lifetime
Achievement Award を受賞しています。
ii

日本の霊長類学がこのように広い分野で世界をリードし続けているのは、霊長類研究所を中心
とした幅広い研究者の活躍のおかげです。その間、
霊長類研究所は大部門制への移行やリサーチ・
リソース・ステーションの新設などの変革を実行し、最近では野生動物研究センターの新設にそ
の母体となって取り組みました。リーディング大学院プログラム「霊長類学・ワイルドライフサ
イエンス」や、英語ですべての単位を修得できる国際霊長類学・野生動物学コースも、国内外か
ら高い評価を得ています。新しい世界や学問の動きに的確に対応してきた証だと思います。
霊長類学は人間に近い霊長類を対象とする学問という性格上、動物と人間、自然科学と人文科
学をつなぐ領域に位置しています。霊長類研究所は設立当初から、
「ヒトはどこから来て、どこ
へ向かうのか」という人間にとって不滅の課題を、遺伝子から個体レベル、さらには社会行動に
いたる「くらし・からだ・こころ・ゲノム」のさまざまな専門領域から幅広い研究を推進してき
ました。科学技術が急速に進展して情報社会となり、超スマート社会を目前としている現代、人
間とは何かを視野を広げて見つめなおすことが必要となっています。人間の未来を見極めるうえ
で、霊長類学によって人間の由来と本質をたずねることがますます重要になっていくでしょう。
今後の霊長類学と霊長類研究所の発展を心より期待いたします。
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創設 50 周年を祝して
自然科学研究機構

理事・副機構長・生理学研究所長

井本敬二

京都大学霊長類研究所創設 50 周年を心よりお喜び申し上げます。
霊長類研究所は、まさにその名前が示すとおりわが国の霊長類研究の中核であり、ヒトを含む
霊長類に関する様々な領域での研究で数多くのの研究成果をあげてこられました。霊長類研究所
の特色は、実験室的な生命科学にとどまらず、生態学や進化学、脳科学、認知科学を含めた総合
的な研究をされていることであり、文理融合的な強みを発揮されて来ました。これは研究所の創
設以来受け継がれてきた哲学であり、今後もその強みをますます発揮していただきたいと願って
おります。
また霊長類研究所は、また共同利用・共同研究拠点として活躍されています。共同利用・共同
研究の体制は、わが国が誇るべき研究体制の一つであり、全国でおよそ 90 ある共同利用・共同
研究拠点は、それぞれの研究分野の中核として全国の学術水準の向上に貢献しています。霊長類
研究者コミュニティの拠り所として、霊長類研究所自体が優れた研究成果を上げるとともに、全
国の研究レベルの向上に貢献されることを願っています。
私の所属する自然科学研究機構生理学研究所は、
「ヒトのからだと脳の働き」を研究していま
すが、地理的ばかりでなく研究面でも近い関係にあり、研究連携協定を結んで相互の研究交流を
行っています。
さらに霊長類研究所と生理学研究所は、
共同でナショナルバイオリソースプロジェ
クト（NBRP）
「ニホンザル」を実施しており、2 研究所の結びつきは今後も強化されていくこ
とと期待しています。現在、バイオサイエンスを含め様々な領域の科学の進歩には、目をみはる
ものがあります。このような世界的に激しい科学の進歩の流れの中にあって、世界に競合してわ
が国で優れた学術研究を発展させていくためには、研究者の間、あるいは研究機関の間での連携
協力が一層重要になっていくことは間違いありません。
今後ますます霊長類研究所が発展されることを祈念するとともに、霊長類研究所と生理学研究
所との連携協力が一層深まることを願い、ご挨拶といたします。
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霊長類研究所 50 周年に寄せて
日本霊長類学会長
大阪大学大学院人間科学研究科

教授

中道正之

霊長類研究所に、私が初めて行ったのは大学院に入ってからで、今から 35 年ほど前のことで
した。生態研究に関する共同利用研究会に参加するためでした。研究室の助手の人から、
「大学
院生になったのだから霊長研の研究会に行って来い」と言われ、恐る恐る出向いたのでした。誰
も知り合いのいない中、大会議室の後方にかなり緊張して座って発表を聞いていました。すでに
学会発表を経験していましたが、12，3 分の発表で、1 つか 2 つの質問を受ける程度のものでした。
ところが、霊長研の研究会ではベテラン研究者に混じって、大学院生がニホンザルの社会につい
て 1 時間近く話をし、さらに遠慮のない質問に対して自信に満ちた返答をしておられました。学
会の口頭発表とは全く異なる雰囲気に初めて接し、驚きながらもいつかは自分がここで発表でき
ることになればと、思ったことを記憶しています。
このような霊長研との初めての接触から現在に至るまで、私は霊長類学の分野に身を置いてき
ましたが、この間、霊長研や霊長研の方々とは、外から、折に触れて関わらせてもらってきまし
た。大学院生の時には共同利用研究で餌付けニホンザル集団での行動研究のための資金援助をい
ただき、また、共同利用研究会でも発表させていただきました。大学に職を得てからは、霊長研
で開催される研究会やセミナーなどには、もっぱら新しい研究成果や動向、方法などを取り入れ
る重要な機会として参加してきました。さらに、この 10 年程は霊長研の運営委員会委員として、
霊長研の活動に外から意見を述べる立場としても関わる機会を与えてもらってきました。
私は 40 年近くも霊長類と関わり、まがりなりにも研究を続けてこられたのは、このような霊
長研との接触があればこそ、と思っています。これが私の正直な気持ちです。例えば、大学のゼ
ミでは、大学院生でも 1 時間以上の発表は当然のことでしょう。でも、所属する機関が異なる研
究者が集う研究会で、院生やポスドクが 1 時間も発表できる機会はそんなにあるもではありませ
ん。霊長類に関する内容の濃い研究発表と議論が 1 日だけでなく、2 日、3 日と続く場に頻繁に
接することができる人は特定の研究機関に所属する人に限られていると思います。だから、霊長
類研究に従事する者が若干名という機関に属してきた私は、うらやましさを感じながら、外から
霊長研を見てきたと言ってもいいと思います。
創設から半世紀を迎える今日まで、霊長研が外部にも大きく開かれた霊長類学の研究機関とし
て、日本の霊長類学だけでなく、世界の霊長類学をけん引して来られたことに対して敬意を表し
たいと思います。時代が要請する研究領域の開拓、あるいは、複数の研究領域が結びついた学際
研究の推進や国際研究ネットワークの構築など、とりわけ、近年の霊長研の研究展開は目を見張
るものがあると思います。他方で、35 年ほど前に私が初めて経験したスタイルの研究会が、今
に至るまで継続されていることにも賞賛を送りたいと思います。
所属の異なる若手研究者の院生、
ポスドクもベテラン研究者も集い、自由に発言し、情報交換し、次の研究の足場とする。このよ
うな研究会の企画、そして、準備をすることには毎回かなりの労力が必要なはずですが、それを
霊長研の人たちが行い続けておられることに深く感謝しています。さらに、このような研究会の
中には、ニホンザル研究セミナーなどのように 10 余回続くもの、さらには、ホミニゼーション
研究会のように 40 回を超えるものもあります。スポットライトが当たる研究領域だけでなく、
同じテーマで地道に継続される研究会、
セミナーも尊重される土壌は、
これからも引き継いでいっ
てほしいと思います。
v

今日のさまざま状況は、大学独自の動きを加速させていると思います。しかし、霊長研の半世
紀の歴史は、日本や世界の霊長類研究者あるいは霊長類研究を目指す人たちに多くの機会を提供
しながら、霊長類学や近接の研究領域の発展や新しい研究領域の創設を担ってきた歴史だと思い
ます。これからの半世紀も、外から霊長研を見ている人やあこがれている人に、これまでと同じ
ように大きく開かれた霊長研であることを期待しています。
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霊長類研究所 50 周年記念祝辞
公益財団法人・日本モンキーセンター附属動物園長

伊谷原一

2017 年 6 月に霊長類研究所が設立 50 周年を迎えるにあたり、長い間協力関係を築いてきた隣
人としてお祝いを申し上げます。
日本モンキーセンターは 2016 年 10 月 17 日に創立 60 周年を迎えました。つまり、京都大学附
置全国共同利用霊長類研究所はモンキーセンターの創立から 10 年余りを経て設立されたことに
なります。京都大学の研究機関がこの犬山の地に設置されたことは、日本モンキーセンターが存
在していたことと無関係ではないでしょう。
日本の霊長類学は、1948 年 12 月 3 日に幸島のニホンザル研究によってスタートしたとされま
す。その後、1951 年に京都大学の有志が霊長類研究グループを作り、幸島や高崎山でのニホン
ザル研究が急速に進みました。その背景には、京都大学が築いてきた新しい分野に対するパイオ
ニア精神が受け継がれていたのだと思います。
しかし、
その当時全く未知の学問分野であった霊長
類研究を、大学で活発に展開することは不可能でした。そこで、
京都大学の霊長類研究グループが
中心となって作られたのが日本モンキーセンターです。
創立当初は研究に重きを置いていたモンキーセンターでしたが、1960 年に遊園地が併設され、
民間企業が運営する遊園地に内包されたことで、よりアミューズメント性の高い娯楽施設へと変
化しました。そうしたタイミングで霊長類研究所が設立されたことで、研究の主体はそちらへと
移行していきました。また、京都大学の附属施設が正式に設立されたことは、霊長類の研究が正
式な学問分野として認められた証でしょう。その後、同研究所が霊長類に関する多彩な研究成果
を生み出してきたことは言に及びません。設立当初は形態基礎と神経生理の 2 研究部門だったも
のが、現在では 5 部門 12 分野、2 つの附属施設を備えるまでに発展しました。また、国際霊長
類学会の会長を、同研究所の出身者が 2 名も歴任したことは、まさに世界の霊長類研究をリード
してきたと言っても過言ではないでしょう。
さて、50 周年という節目を迎え、霊長類研究所は今後どのような方向に向かうのでしょう。
現代社会では、面壁九年の研究を軽視し、実学だけを重用する傾向が否めません。つまり、短期
間で成果を生み、さらにそれが実益と直結する研究こそが優遇されるわけです。しかし、研究は
応用科学だけで成立するものではありません。今日、飛躍的に進歩した文明、その上に胡座をか
いている高度成長社会、そして近代社会の豊かさや便利さは、膨大かつ長期におよぶ基礎科学の
礎なしには存在し得なかったものです。これまで蓄積してきたものを消費し続け、未来に向けた
基礎体力を弱体化に導くという陰の部分を忘れてはならないのです。霊長類研究所が担う基礎研
究の重要性はもっと過大に評価されるべきでしょう。
一方で、近年は研究の細分化にもどんどん拍車がかかっています。本来、私たちは何のために
霊長類を対象とした研究をおこなってきたのか、そしてそこで得られた多くの知見は私たちの社
会にどのように還元され生かされるのか。それを問い直す時期が来ているのかもしれません。霊
長類学という分野は、今後ますます多様化、複雑化を増していくでしょう。そうした将来に向け、
霊長類研究所には学際に向けた新たな門戸を開く重責がゆだねられているのだと思います。霊長
類研究所の今後のさらなる進歩を祈念しています。
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祝辞：創立 50 周年
京都大学ウイルス・再生医科学研究所

副所長

小柳義夫

京都大学霊長類研究所創立 50 周年、こころよりのお慶びを申し上げます。
「サル学」ここにあ
りと霊長類研究所（ここから霊長研と呼ばせていただきます）を発足されて半世紀です。そのユ
ニークな研究手法とその研究成果から、文系そして理系のそれぞれに細分化した現代の学術研究
分野に、まだまだそれらをまたぐ大きな学問領域があることを世界に知らしめられた功績はきわ
めて大きいと考えます。特に、霊長類が生息する世界各地に研究拠点を展開されたフィールド研
究の独自性は、衆人が認めるところであります。
ウイルス研究所（ウイルス研）は、昭和 31 年の創立以来、医学・理学・生命科学領域の実験
系研究活動を行ってきました。そして、本年 10 月に同じ医学・工学領域の実験系研究活動を行っ
てきた再生医科学研究所と組織統合し、
「ウイルス・再生医科学研究所」として発足しました。
本研究所では、
平成 25 年度より当時の松岡ウイルス研、
松沢霊長研所長のリーダーシップのもと、
ウイルスと宿主の相互依存機序の解明研究から「進化ウイルス学」という新たな学問領域を確立
することをめざして、
特別経費「新興ウイルス感染症の起源と機序を探る国際共同先端研究拠点」
としてプロジェクト研究を行っております。その成果のひとつとしてニホンザル血小板減少症の
起因ウイルスを見出しました（Sci Rep 5:8850, 2015, J Virol 89:3965, 2015）
。そして、霊長研の主
導のもとにニンホンザルに対する防疫体制が確立しました。さらに、本研究所は平成 27 年度よ
り霊長研が主宰されています研究連携基盤研究・未踏科学研究ユニット「ヒトと自然の連鎖生命
科学研究ユニット」にも参加し、感染症に関する霊長類ゲノムの機能解析研究を行っています。
これらの研究活動すべては、霊長研における活動に源流があります。
霊長類であるヒトの祖先は霊長類共通のウイルスの感染暴露に、進化過程で何度もさらされて
きたことは間違いありません。ウイルス研が 1980 年代はじめに見出しましたヒト白血病ウイル
ス、さらに、世界に感染パニックを起こしたエイズウイルスに近縁のウイルスは多くの旧世界サ
ル種に見つかっています。これらは、哺乳類の進化とともにウイルスもその種ごとに適応進化し
てきたことを示しています。霊長研が取り組んでおられますヒト種がどのように生まれたのかと
いう学問上の大きな課題に対して、われわれウイルス研究者もヒトのウイルスは霊長類の中でど
のように生まれて、われわれの進化にいかに影響を与えてきたのかというテーマに取り組んでい
ます。ウイルスが生命進化の駆動体となったと考えています。
今後もトップランナーの研究成果を世界に発信すべく、共同研究をよろしくお願いするととも
に、霊長研のますますの発展を期待しております。
平成 28 年吉日
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創立 50 周年をお祝いして
京都大学野生動物研究センター長

幸島司郎

京都大学霊長類研究所の創立 50 周年を心よりお慶び申し上げます。
京都大学野生動物研究センターは、主に絶滅が危惧されている野生動物の保全研究を目的に
2008 年に設立された新しい研究センターです。本センターは、50 年以上の歴史を持つ霊長類学
を初めとする京都大学のフィールド・ワークの伝統と技術を継承・発展させ、様々な野生動物、
特に絶滅が危惧されているのに研究者が少ない、海外の大型野生動物の研究を推進する事を目的
に設立されました。
本センターは、京都大学霊長類研究所を母体として設立されました。設立にあたっては一部の
職員ポストのほか、
幸島観察所と屋久島観察ステーションを霊長類研究所から引き継いでいます。
幸島は日本の霊長類学発祥の地でもあり、
屋久島も主にヤクザルの研究拠点となって来ましたが、
今ではシカやウミガメなど、サル以外の様々な生物の研究拠点としても活用されています。定員
教員 6 名の小さな研究センターとして出発しましたが、現在では、外部資金による雇用も含める
と教員 15 名、研究員 23 名、大学院生 22 名が在籍し、ゾウやキリン、バク、イルカ、アザラシ、
ヤマアラシなど、様々な野生動物の研究を世界各地で展開するまでに発展しました。これもひと
えに、母体であり偉大な兄貴分でもある霊長類研究所の力強いご支援とご協力の賜物であると感
謝しております。
本センターと霊長類研究所は、設立当初から様々な共同事業を行って来ました。JSPS 若手研
究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP-HOPE）
「人類進化の霊長類的起源
の解明に向けた若手研究者育成国際プログラム」
、JSPS 大航海プログラム・組織的な若手研究者
等海外派遣プログラム（AS-HOPE）
「人間の本性の進化的起源に関する先端研究」
、JSPS 研究拠
点形成事業（A. 先端拠点形成型）「大型動物研究を軸とする熱帯生物多様性保全研究」など、い
ずれも若手人材を海外のフィールドに送り出す事業です。
特に、平成 25 年度から始まった文部科学省博士課程教育リーディングプログラム・オンリー
ワン型「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」では、野生動物保全研究
を志す大学院生たちに、
「いつでも、どこでも、なんでも」を合言葉に、世界中で思う存分フィー
ルドワークしてもらえるという、
世界でも稀な素晴らしい研究環境を実現することができました。
これも霊長類研究所と野生動物研究センターの緊密な協力関係の大きな成果だと自負しておりま
す。野生動物研究センターは、今後も、このような霊長類研究所との緊密な協力とさらなる努力
を重ねながら、野生動物保全研究の国際拠点として発展して行きたいと考えています。
最後になりますが、創立 50 周年を迎えた霊長類研究所が、今後も世界の霊長類学をリードし
ながら、さらなる発展を遂げられることを祈念しております。これからもどうぞよろしくお願い
いたします。
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第1章

総説

1.1

設置目的

1964 年 5 月 15 日、日本学術会議は内閣総理大臣に対して霊長類研究所（仮称）の設立につい
て勧告をおこなった。この勧告は、
学術会議第 4 部人類学民族学研究連絡委員会からの発議によっ
てなされた。これを受け、文部省学術奨励審議会学術研究体制分科会は 1965 年 7 月 31 日に「霊
長類研究所の設立等について」
という報告を文部大臣あてにおこなった。10 周年記念誌において、
初代所長である近藤四郎は、この報告の中の「記」を全文転載している。霊長類研究所が 50 周
年を迎えるにあたり、あらためてここに転載し、先達の霊長類研究所に対する思いを共有したい。
記
1 ．広範なる人類学の各分野にわたって、その基礎をなす霊長類の心理学的、生態学的社会学的
研究および医学、薬学、生理学等における実験動物としてのサルの生理学的、生化学的、遺
伝学的研究を推進することの重要性にかんがみ、それらの研究を有機的・総合的に推進する
ことのできる研究所設立の措置を早急に講じる必要がある。
2 ．研究所は、京都大学附置の研究所とし、名称は霊長類研究所として、愛知県犬山市郊外、財
団法人日本モンキーセンター隣接地に置くのが適当である。
3 ．研究所における研究部門構成は、第 1 段階として 9 部門とし、その名称および研究分野は、
別記のように定めることがのぞましい。
（引用註：別記は割愛）
なお、実験動物関係の研究の進展に伴い近い将来生物学系研究部門の拡充整備をはかるこ
とが必要である。
4 ．研究所は、その使命にかんがみ、わが国の霊長類基礎研究、特に社会的分野において国際的
にも高い評価を得ている分野の研究を、なおいっそう推進し、かつ、これと生物学的研究と
の有機的総合の成果を期待するため、財団法入日本モンキーセンターとの研究連絡および協
力を強力かつ恒常的にはかる措置を講じる必要がある。
5 ．共同利用研究所とする趣旨にかんがみ、研究を維持遂行するに必要な施設・設備、共同利用
研究に必要な施設・設備、情報センター、野外観察附属施設の付設等じゅうぶんな財政的措
置を講じる必要がある。
（京都大学霊長類研究所（編）
（1977）
、
「この十年の歩み」
、p.15 より引用）
この約 2 年後の 1967 年 6 月 1 日、京都大学霊長類研究所は愛知県犬山市に産声を上げ、本年
2017 年で設立 50 周年を迎える。現在の研究所のミッションは以下の通りである
霊長類に関する総合研究を行い、全国の大学の共同利用・共同研究等に供する。霊長類研究所
の使命は、多様な学問的視点から霊長類を総合的に研究し、ひいては人間の本性の起源と進化を
解明する。生態学、社会学、行動学、認知科学、神経科学、生理学、遺伝学、ゲノム科学、生物
医学、形態学、古生物学などの多様な学問で、現生だけでなく絶滅して化石となった霊長類を研
究対象にしている。

3

1.2

沿革

1948 年、京都大学の今西錦司らのグループが宮崎県幸島を訪れ、そこにニホンザルの群れを
発見した時に日本の霊長類学は始まった。その 8 年後、名古屋鉄道株式会社の援助を受けて愛知
県犬山市に財団法人日本モンキーセンターが設立された。
このような黎明期の日本の霊長類学を支えたのは京都大学理学部の研究者グループであった。
これらの動向の中から、
霊長類の総合的研究のための国立の施設の設置の機運が高まっていった。
これを受けて、日本学術会議は第 4 部人類学民族学研究連絡委員会の発議により、第 41 回総会
で（1964 年 4 月）、霊長類研究所（仮称）の設立についての勧告を決定し、同年 5 月 13 日に内
閣総理大臣に勧告した。文部省学術奨励審議会学術研究体制分科会は、この勧告を受けて、1965
年 7 月 31 日に、文部大臣に霊長類研究所の設置を答申した。この研究所は、これまでの経緯を
踏まえて、全国共同利用研究所として京都大学に附置されることとなった。
これを受け、
京都大学内での作業も急ピッチで進められた。
「設置準備打ち合わせ懇談会」
（1965
年 4 月）
、
「設置の調査に関する会議」
（1966 年 6 月）
、
「研究所設置準備委員会」（1967 年 3 月）
の発足を経て、1967 年 5 月 31 日の国立学校設置法の一部改正により、翌 6 月 1 日に本研究所が
開設された。吉田構内に置かれた仮事務所 2 室からの船出であった。1967 年 7 月に時実利彦（東
京大学と兼任）
、8 月には近藤四郎が着任し、9 月 1 日に近藤が初代所長となった。
霊長類研究所は、当初、9 つの研究部門と 2 つの附属施設という組織構想であった。これらの
うち、形態基礎と神経生理の両研究部門が開所とともにまず創設され、その後、心理、社会、ニ
ホンザル野外観察施設（1968 年設置）
、変異、サル類保健飼育管理施設（1969 年）
、生活史（1970
年）、生理（1971 年）、生化学（1973 年）と順次設置され、1975 年に系統研究部門が最後に設置
され、第 1 期構想が完了した。これと並行する形で、愛知県犬山市の官林キャンパスの整備も進
んでいった。研究所本棟の第 1 期工事は 1968 年 6 月に完了し、翌 1969 年には本棟第 2 期工事が
完了するとともに、共同利用研究員宿舎と塔野地の職員宿舎、さらに幸島野外観察施設本棟が完
成した。本棟の工事はその後も第 4 期まで続き、1977 年に完成した。
当初構想では、霊長類学関係の文献の中心機関として「情報センター」の付設が盛り込まれて
いたが、この機能は図書室に継承された。また、1969 年に設置されたサル類保健飼育管理施設は
当初構想にはなかったものの、近藤所長らの強い熱意のもと設置がかなった。
以上のように霊長類研究所は、1970 年代後半に「第 1 期」の完成を見た。しかしながら、霊
長類の総合的研究を推進していくうえで、新しい研究領域の創成や従来の学問分野にとらわれな
い学際的な研究展開を目指す必要が生じた。このような展望のもと、1980 年代から 90 年代にか
けて組織改編の機運が高まっていった。第 7 代所長の久保田競のもと、従来の 9 部門を 4 つの大
部門に改組するという案にまとまり、研究所創設 25 周年の翌年である 1993 年 4 月に 4 大部門制
に移行した。この改組によって、旧部門は「研究分野」として 4 つの大部門（系統進化、社会生
態、行動神経、分子生理）に階層的に統合されることとなった。また、新たに大型類人猿の行動・
認知の研究をミッションとする思考言語分野が創設された。久保田はこの改組により「今までの
部門よりは目的志向の研究を大きな組織で行える」
（霊長類研究所年報第 23 巻巻頭言、1993）と
展望している。この改組にともなって官林キャンパス東側に本棟に隣接する形で類人猿行動実験
研究棟が設置された（1995 年 3 月完成）
。
2 つの附属施設についても、90 年代末から 2000 年代にかけて改革がなされた。1969 年に設置
されたサル類保健飼育管理施設のもと、1980 年代初頭に本研究所の自家繁殖体制が確立した。
そして 1999 年 4 月には、
新しい研究用サル類の創出・育成をめざして人類進化モデル研究センター
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に改組された。センター内に 4 つの研究領域が置かれ、旧施設が担ってきた飼育管理運営業務だ
けでなく研究面についても充実をはかった。さらに、センターのこの新たなミッションを完遂す
べく、2007 年には犬山市小野洞地区にリサーチ・リソース・ステーション（RRS）が竣工した。
国立大学法人化後の第 1 期中期目標・中期計画の最重要課題と位置づけられたものであった。ま
た、ニホンザル野外観察施設は 2008 年に発展的に廃止され、その施設と機能は同年発足した京
都大学野生動物研究センターに継承された。
2000 年代は大学をとりまく環境が激変した時代であった。その象徴となるのが 2004 年の国立
大学法人化である。この大改革にともない、霊長類研究所も組織運営の見直しが図られた。各大
学には 6 年ごとに中期目標・中期計画の策定が義務づけられ、研究所も明確な中期的展望の下で
の運営が求められるようになった。このような中、大きく変化し続ける研究動向に柔軟に対応す
るために、2004 年に流動研究部門多様性保全研究分野が時限つきで設置された（2008 年度まで）。
また、2006 年 10 月には研究所初の寄附研究部門「比較認知発達（ベネッセコーポレーション）
研究部門」が設置された（2011 年まで）
。これ以降計 5 つの寄附研究部門が設置された。現在は、
「チンパンジー（林原）研究部門」と「ワイルドライフサイエンス（名古屋鉄道）研究部門」が
設置されている。
21 世紀に入り、研究所は国際化へ不断の努力を続けている。2004 年度からは日本学術振興会
先端研究拠点事業「人間の進化の霊長類的起源」
（HOPE）がスタートした。ドイツのマックス
プランク進化人類学研究所など先進 5 か国による霊長類研究の国際連携体制が整備された。この
HOPE 事業はその後、AS-HOPE、HOPE-GM、ITP-HOPE などの後継事業に引き継がれた。また、
このような国際連携体制を組織面で支援すべく 2009 年に国際共同先端研究センター（CICASP）
が人類進化モデル研究センターに次ぐ第 2 の附属施設として設置された。CICASP は文部科学省
の国際化拠点整備事業（グローバル 30）とも連携して、留学生の受け入れ等、教育面での国際
化も積極的に押し進めている。
また、人事の側面については、2016 年度から京都大学は学域・学系制度に移行した。研究所
は野生動物研究センターとともに「霊長類野生動物学系」として「自然科学域」に属することと
なった。
創立 25 周年を迎えた翌年の年報において当時所長であった久保田競はこう述べている。
「今ま
での 25 年の成長期の後に来る 25 年は、成熟期であろう。今まで育った芽を大きく開花させてほ
しい」（霊長類研究所年報第 23 巻巻頭言、1993）
。創立 50 周年を目前に控えた 2015 年、劇的に
変化する学術動向に対応すべく、研究所は、4 大部門制から 5 大部門制へと再び改組を行った。
得られた果実からいかにして次世代の霊長類学を芽生えさせ育てていくか。新たな半世紀を迎え
る我々に問われているといえるだろう。

日本学術会議会長から内閣総理大臣あてに勧告された「霊長
類研究所（仮称）の設立について」（部分）

（文責：友永雅己）
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【特別寄稿】2006-2012 年を振り返る

松沢哲郎

１）はじめに
昭和 51 年（1976 年）に霊長類研究所に助手として奉職したのち、平成 18 年（2006 年）度か
ら平成 23 年（2011 年）度まで、3 期 6 年間、第 11 代の所長を務めた。以下では霊長類研究所の
50 年という歴史を概観しつつ、そのなかで上記期間の事蹟を振り返りたい。なお実施年が重要
なので、煩雑に思われるかもしれないが正確を期すために、本稿では年号表示を和式（西暦）で
併記した。ご寛恕いただきたい。
最初に結論を述べると、ここで述べる 6 年間は霊長類研究所にとって激動期だったいえる。所
長として努力した主な事業は 3 つある。①平成 20 年（2008 年）の野生動物研究センターの設立
による霊長類学からワイルドライフサイエンスへの飛躍、②平成 21 年（2009 年）の国際共同先
端研究センターの新設による国際化の推進、③平成 23 年（2011 年）の熊本サンクチュアリの設
置によるヒト・チンパンジー・ボノボの比較認知科学研究と動物福祉研究の基盤づくりの 3 事業
だ。
さらに詳細に 6 年間の主要事項を年代順に並べると、
「助教への任期制の導入」
、
「寄附研究部
門の発足」、
「小野洞のリサーチ・リソース・ステーション（RRS）の開所」
、
「本館の耐震改修」、
「グローバル COE への協力」、「HOPE 事業」
、
「ニホンザル野外観察施設の廃止と野生動物研究
センター（WRC）の創設」
「国際共同先端研究センター（CICASP）の発足」
、
「40 周年記念事業」、
、
「全国共同利用研究所から共同利用・共同研究拠点への移行」
、
「心の先端研究のための連携拠点
（WISH）構築事業と特別経費（プロジェクト分）略称『人間の進化』の推進」
、
「国際霊長類学
会の開催」、
「熊本サンクチュアリ（KS）の発足」
、
「ニホンザル出血症の原因解明」などがあった。
背景として、大学の置かれた環境が激変した時代でもあった。平成 16 年（2004 年）度に国立
大学法人化がおこなわれた。法人化は、政府の進める行政改革の一環である。それまで国家公務
員という身分だったが、
国立大学法人の職員になった。6 年間ごとの事業計画である「中期目標・
中期計画」が導入された。第 1 期（平成 16-21 年度）
、第 2 期（平成 22-27 年度）で、現在は第 3
期（平成 28-33 年度）にかかっている。6 年間ごとに目標を設定し、達成度を毎年報告し評価さ
れる。そうした大学の制度改革の一環として、戦後まもなく始まり 50 余年の長きにわたって続
いていた「全国共同利用」制度が廃止され、平成 22 年（2010 年）度から新たに「共同利用・共
同研究拠点」制度が始まった。身近なところでいえば、
それまで「教官」と呼んでいたが「教員」
になった。「助教授」
「助手」と呼ばれていたのが「准教授」
「助教」になった。一方で、定員削
減とか、運営費交付金の削減にさらされた厳しい時代でもある。
なお、所長在任中の平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に、
東日本大震災が起こった。マグニチュー
ド 9.0 という未曽の大地震とそれに続く大津波によって、死者・行方不明者は約 2 万人に達した。
福島の原発事故による放射能汚染の問題と廃炉の作業も引き続き収束をみていない。事故後 5 年
が経過しても復興の歩みは遅く、被災された方々とその関係者の皆様の苦労は察するにあまりあ
る。心からお見舞い申し上げたい。なお、研究所としては、共同利用・共同研究の枠組みを活用
して、震災以後 3 年間にわたって、被災した金華山の野生ニホンザル調査基地の補修と、原発事
故に伴う放射線リスクを野生動物で評価する研究について支援をおこなった。
２）霊長類研究所の変遷の概略
昭和 51 年（1976 年）12 月 16 日に、霊長類研究所の助手として赴任した。ちょうど 40 年前で
ある。その後、昭和 62 年（1987 年）9 月 16 日に助教授に昇任し、平成 5 年（1993 年）9 月 1 日
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に教授に昇任し、平成 28 年（2016 年）3 月 31 日に定年退職し、翌日に新設された高等研究院の
特別教授になった。研究所の創立から最初の 10 年間を除き、その後の 40 年間の変遷を実際に見
てきたことになる。辞令を渡してくださったのは近藤四郎先生（1918-2003）だ。霊長類研究所
の創設は昭和 42 年（1967 年）6 月 1 日で、初代の所長が近藤先生だった。前職は東京大学の助
教授で、京大教授・初代所長として赴任された。12 月 13 日のお生まれなので当時 48 歳という
ことになる。3 期 6 年間という任期上限まで務められたあと、第 2 代を大澤濟先生に引き継がれ、
その後に再度、第 3 代の所長として定年まで勤められた。わたくしの着任は近藤先生の第 3 代所
長のときにあたる。着任翌年の昭和 52 年（1977 年）に、創立 10 周年の記念式典が霊長類研究
所で開催された。今西錦司先生（1902-1992）が、祝辞を述べられたのを記憶している。
40 年前を振り返り、現在に到る経過をたどると、研究所の骨格とその変遷がわかる。研究・
教育・社会貢献・運営の 4 項目に分けて概略を述べたい。
研究面をここでは研究組織と施設の変遷としてとらえる。創立当初は 2 研究部門だった。2 年
後にさらに 3 部門 2 施設が追加され、当初構想にしたがって順次増加して 9 部門になった。系統
研究部門が最後で昭和 50 年（1975 年）である。つまり 40 年前の着任時、創立 10 年時点で、す
でに 9 部門と 2 附属施設が完成していた（HP にある霊長類研究所の沿革参照、https：//www.
pri.kyoto-u.ac.jp/info/enkaku-j.html）。講座制だった。教授 1、助教授 1、助手 2 の 4 名の教員と
ともに、各部門に技術職員 1 ないし事務職員 1 がいた。昭和 58 年（1963 年）4 月 1 日に幸島野
外観察施設をニホンザル野外観察施設に改組した。
当時の所長はフィールド系の河合雅雄先生で、
「ニホンザル研究林」の構想のもと、下北・木曽・志賀高原などにニホンザル研究の拠点を拡大
したのである。創立以来ほぼ 25 年間変わらずに続いたこの 9 部門制は、平成 5 年（1993 年）4
月 1 日より、国の大学院重点化改組の動きと連動して 4 大部門制になった。複数の部門をまとめ
るとともに下部組織として「分野」ができた。それまでの部門は構成員もそのままにすべて分野
に移行し、唯一新たな分野として発足したのが思考言語分野である。この思考言語分野の創設で
建物新営の面積が約 550 平米分新たに追加されたので、本棟（研究棟）の東側に隣接して類人猿
行動実験研究棟が建設され、チンパンジー研究をはじめとする多様な研究基盤が強化された。平
成 7 年（1995 年）3 月の竣工である。続く平成 7 年度から科学研究費特別推進研究が開始され「ア
イ・プロジェクト」と呼ばれる比較認知科学研究が加速された。すなわち、平成 5 年度当初の思
考言語分野の発足、6 年度末の類人猿行動実験研究棟の竣工、7 年度の特別推進研究の開始によっ
て、研究に必要な組織・建物・資金がほぼ同時期にそろったことになる。平成 11 年（1999 年）
4 月には、新しい研究用サル類の創出・育成をめざして、サル類保健飼育管理施設を改組し、「人
類進化モデル研究センター」が新たに発足した。当初、
外国人教員を含む 4 つの研究領域をたて、
教員の増員もかない、従来の飼育管理運営の業務に加えて研究面についても充実をはかった。な
お河合所長の時代に発足したニホンザル野外観察施設を平成 20 年（2008 年）に廃止し、同時に
それを原資として、
京都に野生動物研究センターを設立した。それと連動して、
翌平成 21 年
（2009
年）度には、新たな付属施設として国際センターを発足させた。そして第 12 代の平井所長の時
代に検討され第 13 代の湯本所長の赴任と同時に発足するかたちで、平成 28 年（2016 年）度か
らは 4 大部門制から 5 大部門制になった。つまり 9-4-5 と部門数は変遷し、今の 5 部門 2 附属研
究センター体制になっている。
教育面では、創立当初に研究所には大学院生はいなかった。創立 10 年が経過した赴任時には
すでに大学院教育が始まっていたが、1 学年の合格者数の上限は 4 名だった。教員の半数を占め
る助手は大学院教育にまったく関与しない制度である。協議員会のもとに大学院教育委員会が
あって教授と助教授だけが関与していた。全国共同利用研究所なので、共同利用研究に注力し、
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大学院教育は主務ではないという意思だったのだろう。
しかし徐々に大学院教育への熱は高まり、
大学院生数も 4 から 5 へと微増し、平成元年（1989 年）に「霊長類学専攻」という名前で理学
研究科の中の 1 専攻として「専攻独立」を果たした。大学院教育の改革を当時とりまとめていた
竹中修先生の尽力だったと記憶している。今に続く系会議世話役の制度で、江原昭善議長、竹中
修副議長、松沢が書記だった。その専攻独立に際して発足したのが、今も毎年末に催される「霊
長類学総合ゼミナール」である。学生の自主性を重んじつつ、霊長類学の学としての確立を目指
して、学問分野を超えた連携が目指された。平成 5 年（1993 年）の大学院重点化改組の動きに伴っ
て大学院生数についても見直しがおこなわれた。霊長類研究所は附置研究所として大学院生の定
数配分として 1 学年修士 20 名をもつことが改めて認識された。一方で、理学研究科の基幹講座
に対して協力講座という補助的な位置づけになった。独立専攻の時代は振り返れば短く、5 年間
足らずだった。なお学部生向けの教育としては、平成 10 年（1998 年）に新入生向けの少人数ゼ
ミナール（通称ポケゼミ）が大学全体で開始され、設立当初から授業科目を提供しており、その
数は年々増加しいている。平成 28 年（2016 年）現在では「少人数教育科目群 ILAS セミナー」
と名称変更され霊長研は 8 件を提供している。全学共通科目の講義科目としては「霊長類学のす
すめ」
「霊長類学の現在」
（犬山開催）という 2 つを提供してきた。平成 28 年（2016 年）度からは、
「霊長類学入門 I・II」という形式に変更となっている。理学部での学部教育にも授業を提供す
るようになった。創立以来の 50 年間を通してみると、教育への関与は時代とともに増加してい
るといえるだろう。
社会貢献の面では、霊長類研究所の活動は、隣接する日本モンキーセンターとの関係を抜きに
して考えられない。そもそも霊長類研究所が犬山にできたのは、先行して犬山に日本モンキーセ
ンターがあったからだ。日本の霊長類学を創ってきた今西錦司先生らが、名古屋鉄道など財界に
働きかけて、1956 年 10 月 17 日に財団法人日本モンキーセンターを犬山の栗栖に発足させた。
伊谷純一郎先生（1926-2001）や河合雅雄先生（1926-）らは日本モンキーセンターが最初の職歴
である。彼らは引き続いて日本学術会議（当時の朝永振一郎会長）に働きかけて日本学術会議か
ら政府への「勧告」を得て、国立の研究所として霊長類研究所を京都大学に附置することに成功
した。研究所ができたことがきっかけで、逆に日本モンキーセンターの学術部が廃止されたこと
もあって、両機関の関係はすこしぎくしゃくしていた。しかし、そもそも隣接した両機関は互い
に協力していくべき間柄にある。霊長類研究所の歴代の所長である大澤先生や河合先生は京大を
定年退職後に日本モンキーセンターの所長を務めた。現総長の山極壽一先生も日本モンキーセン
ターのリサーチフェロウが最初の職で、次に霊長類研究所の助手となり、さらに理学部人類進化
論講座の助教授に赴任した。京大が研究と教育に重きを置き、日本モンキーセンターが英文雑誌
「Primates」
（1957 年創刊の霊長類学最古の英文学術誌）の刊行や環境教育や動物園の運営を通
じて社会貢献に重きを置いている。霊長類研究所は、その独自の活動として、夏の犬山での公開
講座、東京公開講座（現在の東京フォーラム）
、市民公開日、オープンキャンパスなどを催すよ
うになり今に続いている。http：//www.pri.kyoto-u.ac.jp/top-public-j.html
運営の面では、いわゆる教授会ではなく、独自の協議員会制度が霊長類研究所の創設以来の特
徴だ。助手（助教）まで含めた定員教員全員が協議員である。しかも職階による差別や区別をし
ない。議事録の出席者がふつう他の部局であれば職階別になるところ着任順になっているのが往
事の気分を偲ばせる。運営という意味では、所長選挙も独特だ。そもそも非常勤を含めた全職員
の意向投票から始まる。教員も事務・技術職員も、常勤も非常勤も差はなく、1 人 1 票を投じる。
その上位 3 名の中から協議員会で 1 名を選ぶ制度だ。創立以来 50 年間変わらないきわめて民主
的でボトムアップな全員参加の選挙制度である。1960 年代後半の研究所創立という、当時の民
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主的な時代の風が背景にある。また京都から離れた犬山という遠隔地にあり、中央での制度変化
が地方までなかなか及ばないこともあるだろう。さらにまた、京都大学の「犬山団地」という位
置づけで、施設整備、福利厚生、情報通信網等、すべて独自におこなってきたという大学本部に
頼らない独立不羈の歴史的経緯もある。平成 28 年（2016 年）度当初から、学域・学系制度の導
入とともに、霊長類野生動物学系として、野生動物研究センターと連携した学系会議が構成され
た。教授・准教授のみの構成である。助教は参加しない。定員教員の人事権はこの学系会議がもっ
ている。伝統ある協議員会という制度がどのように機能するかは、
今後の課題だといえるだろう。
上意下達で、副所長という制度も導入された。わたしの在任時は景山節先生（平成 18-21 年度）
と平井啓久先生（平成 22-23 年度）にお願いした。所長の役割として研究所を代表するとともに、
概算要求その他の事項について外向きのしごとを主として担当した。歴代の副所長お 2 人と、事
務長（平成 18-19 年度は井山有三さん、平成 20-21 年度は小倉一夫さん、平成 22-23 年度は八木
定行さんと、3 氏が 2 年間ずつ在任）が協力して、内向きのことはすべて担当してくださった。
まことにありがたいことである。この紙面を借りて、あらためて厚く御礼申し上げたい。
３）在任時代（平成 18 年度から 23 年度まで）
在任時代の大きなできごとを時代順に並べると、前述のとおり、
「助教への任期制の導入」
、
「寄
附研究部門の発足」
、
「小野洞のリサーチ・リソース・ステーション（RRS）の開所」
、
「本館の
耐震改修」、「グルーバル COE への協力」
、
「HOPE 事業」
、
「ニホンザル野外観察施設の廃止と野
生動物研究センター（WRC）の創設」
、
「国際共同先端研究センター（CICASP）の発足」
、「40
周年記念事業」
、
「全国共同利用研究所から共同利用・共同研究拠点への移行」
、
「心の先端研究の
ための連携拠点（WISH）構築事業と特別経費（プロジェクト分）略称『人間の進化』の推進」、
「国
際霊長類学会の開催」、「熊本サンクチュアリ（KS）の発足」
、
「ニホンザル出血症の原因解明」
となる。そのそれぞれの事業については、
「年報」によって毎年公表してきた。年報を、研究所
の教育・研究・社会貢献の活動内容を点検するための基礎資料であり、自己点検報告書であると
位置付けた。当該の時期は、
年報の第 37 巻から第 42 巻である。それらを参照していただきたい。
なお情報開示の努力の一環として、研究所の HP も、情報検索室掛員の福富憲司さんの尽力で整
備を進めてきた。第 28 巻（1997 年度）以降の研究所の毎年度の活動はホームページでも公表し
ている。https：//www.pri.kyoto-u.ac.jp/nenpou/index_all.html

以下では、事業項目ごとに概要を

述べる。
「助教への任期制の導入」は平成 18 年（2006 年）度に議論を開始した。前任の茂原所長の時
代にすでに教員の任期制の導入はあったが、制度が毎回異なる試行錯誤的なものだった。京都大
学は平成 16 年（2004 年）度から国立大学法人化して、准教授と助教という新たな職名が付与さ
れた。かつ、その助教という職階はテニュアトラックと位置付けられ、
「任期制を敷くように」
というのが国からの要請だった。学校教育法の改正に伴い、平成 19 年（2007 年）度当初から教
員の制度が変わった。従来の教授、助教授、助手という職階の呼称が改められた。本研究所では、
従来のものが教授、
准教授、
助教という職階に移行した。平成 18 年（2006 年）度の協議員会では、
助教の人事を凍結して議論を積み重ね、教員制度の将来像を検討した。その結果、新たに導入す
る助教については、平成 19 年（2007 年）度採用以降は任期制を導入することに決定した。任期
7 年、再任は 1 回のみで 5 年である。こうした任期制導入に伴い、再任審査の手続きも整備した。
また教員人事の進め方についても従来の方式を改めた。外部の運営委員も参加する人事委員会を
構成し、その委員会に原案作成を付託する方式だ。人事委員会が最終候補者 1 名を決めて、協議
員会でその原案に対する可否投票をする。なお運営委員会それ自体についても規約を改定し、外
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部の研究者コミュニティーの声をさらに広く収集できるような体制に改めた。こうした大胆な改
革案に協議員は必ずしも賛成ではなかった。
そこで当時の将来計画委員長だった遠藤秀紀先生（の
ちに東大に移動）の尽力を得て、副所長の景山節先生の自己点検資料をもとに、所長・副所長・
将来計画委員長の 3 者で協議員会での説得を粘り強く続けた。また外部の関係者・有識者にもア
ンケート調査をおこない、任期制導入を支持する声をいただいた。その結果、協議員会でおおか
たの支持を得て、7 年＋ 5 年という現行の任期制度ができた。
「寄附研究部門の発足」は、平成 18 年（2006 年）10 月 1 日発足のベネッセコーポレーション
のものが最初である。霊長類研究所にとって史上初めて寄附講座（研究所なので寄附研究部門と
呼ぶ）を受けることになった。ベネッセからの話は前任の所長の茂原信生先生が最初に受けたも
のだ。すでに東大に寄附講座があるベネッセとして、京大でも京大らしい研究を支援したいとい
う主旨で始まった。「比較認知発達（ベネッセコーポレーション）研究部門」である。期間は 5
年間で、人間の認知機能や親子関係の発達の霊長類的基盤を探る研究をおこなうことを目的とし
て、人間の認知発達に詳しい正高信男先生と協力して創った。平成 19 年（2007 年）8 月 1 日には、
株式会社三和化学研究所の寄付で「福祉長寿部門」が発足した。同社が熊本県の宇土（宇城市）
に保有するチンパンジー・サンクチュアリ・宇土（CSU）の運営をゆだねられた。そこには、
かつて C 型肝炎等の医学感染実験に使われていたチンパンジーたち 77 個体がいた。多方面にわ
たる関係者の尽力によって、平成 18 年（2006 年）10 月に、日本のチンパンジーの侵襲的実験は
廃絶された。そして、安らかに天寿をまっとうさせるための保護施設として CSU が誕生した。
負託に応えて、京都大学がチンパンジー研究や動物福祉研究で培ってきた知識と経験を役立てる
ことにした。なお平成 20 年（2008 年）4 月 1 日の野生動物研究センターの発足にともない、こ
の寄附講座は新センターに移管した。また、平成 22 年（2010 年）4 月 1 日には 3 つ目の寄付研
究部門として「ボノボ（林原）研究部門」が発足した。従来のチンパンジー研究に加えてボノボ
を視野に入れたヒト科 3 種の比較研究を推進する目的である。なお平成 23 年（2011 年）9 月末
日で、比較認知発達（ベネッセコーポレーション）研究部門は 5 年の設置期間を満了し、ボノボ
（林原）研究部門は設置 1 年半で終了した。なお、所長を退任した後になるが、4 つ目の寄附研
究部門として平成 25 年 1 月 1 日に「チンパンジー（林原）研究部門」を設置した。林原類人猿
研究センター（略称 GARI、伊谷原一所長・京大野生動物研究センター教授）が飼養していた 8
個体のチンパンジーとそこが立案計画したボノボ導入計画を京都大学で継承する受け皿である。
こうしてボノボとチンパンジーの 2 つの寄附研究部門と、後述する特別経費「人間の進化」が原
資となって、野生動物研究センターの平田聡教授らの努力で平成 25 年（2013 年）11 月 27 日に
最初のボノボ 4 個体が熊本サンクチュアリに到着し、ヒト・チンパンジー・ボノボの飼育下での
比較研究が可能になった。
「小野洞のリサーチ・リソース・ステーション（RRS）
」は、平成 19 年（2007 年）3 月に竣
工した。霊長類研究所にとって平成 16 年度に始まった第 1 期中期目標・中期計画の期間中の最
重要課題だった。
「自然の里山を生かした環境共存型飼育施設」だ。サル類の飼育繁殖と多様な
霊長類研究を支援することを目的とする。当時の松林清明・景山節の両教授はじめ人類進化モデ
ル研究センターの全スタッフが実現に努力した。ニホンザルの母群の調達にはニホンザル野外観
察施設の渡邊邦夫先生らが尽力した。施設整備は、平成 15 年度の運営費補助金による第 4 と第
5 放飼場でのトライアルに始まり、小野洞における平成 16-17（2004-2005 年）度での施設整備費
と、平成 18-22 年（2006-2010 年）度の 5 年間にわたる運営費交付金特別経費プロジェクトとし
て措置された「リサーチ・リソース・テーションによる環境共存型飼育施設（略称 RRS）
」が原
資になっている。さらにこの経費によって、平成 21 年（2009 年）度は、新たに大型ケージ 1 棟
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を RRS に設置するとともに、官林地区のグループケージ群の改築にも着手して大型ケージ 1 棟
を設置した。最終の平成 22 年度にも官林のグループケージを 1 棟新設した。研究所の東に第 2 キャ
ンパス RRS を設け、合わせて官林地区の検疫舎や大型ケージの整備も進め、ニホンザルの繁殖
供給体制が確立したといえる。これまで RRS 事業の展開に尽力された歴代の小嶋祥三所長と茂
原信生所長、人類進化モデル研究センターの松林清明先生と景山節先生、井山有三事務長と小倉
一夫事務長、そしてここでは紙幅の関係でお名前を挙げられない多数の方々のご尽力に深く感謝
したい。また研究所の RRS 事業は、国が推進するナショナルバイオリソース事業と不可分の一
体だといえる。研究所の独自計画である RRS 事業と時を同じくして、
平成 14 年（2002 年）度に、
ナショナルバイオリソース事業を推進し、ニホンザル・バイオリソース計画 NBR による実験動
物供給事業への道が拓かれた。NBR は、平成 14-18 年度（2002-2006 年度）が第 1 期で、拠点機
関は生理学研究所（伊佐正代表）だ。平成 19-23 年度（2007-2011 年度）は第 2 期となり、さら
に平成 24-28 年度の第 3 期と続き、拠点機関は岡崎の生理学研究所だが、霊長類研究所はその最
初からこの 15 年間にわたり協力機関をつとめた。RRS と NBR は機を一にして誕生し、相互に
協力することで互いの目的を実現する間柄にある。小嶋祥三先生から茂原信生先生へ続く 2 代 7
年間のあいだに計画立案推進された RRS-NBR 事業が、3 代目のわたくしの所長時代に RRS 施
設の実現として実を結ぶことになった。すべて先人の努力の結晶だといえるだろう。なお NBR
の発足した平成 14 年度当初から、ニホンザルと並行して、チンパンジー等の大型類人猿につい
てもデータベースの整備事業（GAIN）が始まり、今に続いている。
「本館の耐震改修」は、平成 19 年（2007 年）度のまる 1 年をかけて実行した。本棟は、建築
されてから約 40 年が経過していた。第 1 期から第 4 期までの 4 回の工期で徐々に増築されて今
日の姿になった。しかし耐震診断の結果、その補強工事が必要と判断された。本棟は、地上 5 階、
地下 1 階の建物で、約 6000 平米、合計 216 室ある。そのすべてを一時的に退去して改修工事を
する必要があった。本棟の全室退去によって平成 19 年（2007 年）度は研究所にとってきわめて
厳しい試練の年になった。市内 3 か所に退避場所を求めた。日本モンキーセンターの栗栖の研究
所、名古屋経済大学のキャンパス、市内の繊維会社の建物の 3 か所である。井山事務長の采配と
事務室全体の努力、川本芳先生と大石高生先生の 2 人を中心とする建物改築のための所内委員会
の働き、そして所員のほとんど全員といってよい人々の長きにわたる耐久生活があった。所員各
位の協力に、あらためて心から深く感謝したい。本工事によって建物の耐震機能が向上するだけ
でなく、念願だった人間とサル類の同居を解消した「ゾーニング」が果たされ、安全・安心を基
礎とした研究の発展が可能になった。今思い返してみても、全館退去して 3 地域に分散しての耐
乏生活は容易ではない。それにも関わらず皆が黙々とそれぞれの持ち場で研究・教育・運営をし
てくださった。全所員の理解と協力を得てこの難局にスムースに対処しえたことは、清々しい思
い出となっている。
「グローバル COE への協力」は、平成 19 年（2007）年度に開始された。日本学術振興会の
支援する「グローバル COE プログラム」事業ですある。拠点リーダーは阿形清和先生、拠点の
プログラム名称は「生物の多様性と進化研究のための拠点形成―ゲノムから生態系まで」
（拠点
番号 A06）である。事業名略称は「生物多様性」だ。平成 19 年（2007 年）度を初年度とし平成
23 年（2011 年）度まで継続する 5 年間のプログラムだ。これは、それに先立つ 5 年間の平成
14-18 年（2002-2006 年）度に実施した 21 世紀 COE プログラム「生物多様性研究の統合のため
の拠点形成」（代表者：西田利貞のちに佐藤矩行、京都大学－A2）の後継事業である。霊長類研
究所は、大学院教育においては、理学研究科生物学専攻の一員であり、その協力講座と位置づけ
られている。つまり生物科学専攻の 4 つの系、動物学・植物学・生物物理学・霊長類学の一翼を
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担っている。その生物科学専攻が全体としてグローバル COE と 21COE 拠点に採択された。本
拠点は、ゲノム科学の知識と技術を共通基盤として、京都大学の伝統である野外生物学研究と最
近発展のめざましい分子生物学研究を統合して、世界最高レベルの研究を推進し、ミクロ生物学
とマクロ生物学の有機的な統合体系のもとで大学院教育を推進することを目的としたものであ
る。終了後 1 年間は卓越拠点としての助成が続き、平成 25 年（2013 年）度からはインターラボ
や屋久島実習・ゲノム実習など、その志の一部がリーディング大学院事業「霊長類学・ワイルド
ライフサイエンス」に引き継がれた。
「HOPE 事業」とは、霊長類研究所が平成 15 年度末（2004 年 3 月）から継続している若手研
究者のための国際交流事業の総称である。
「人間の進化の霊長類的起源」を意味する英文題目の
頭文字のアナグラムから HOPE と称されている。HOPE は、平成 15 年（2003 年に）日本学術
振興会の独立行政法人化の最初の事業である先端研究拠点事業の第 1 号として採択された。平成
16 年（2004 年）2 月に当時の所長の茂原信生先生と岸本事務長と 3 名でドイツに赴き、日本学
術振興会とドイツのマックスプランク協会のあいだで研究協力の覚書の交換をし、それを基礎と
して京都大学霊長類研究所とマックスプランク進化人類学研究所の共同研究として HOPE 事業
が開始した。2 年間の拠点形成型を経て、平成 18 年（2006）年度から 3 年間は、国際戦略型に
移行して継続した。アメリカのハーバード大学人類学部等、イギリスのケンブリッジ大学人類学
部等、イタリアの認知科学工学研究所等との連携もできて、ここに日独米英伊の先進 5 か国によ
る、霊長類研究の国際連携体制が整備された。この HOPE 事業の特色としては、全国共同利用
の霊長類研究所が拠点となって、京都大学のみならず全国の大学その他の研究機関に属する者を
支援し、共同研究、若手研究者派遣、国際集会の開催をおこなっていることだ。また、野生ボノ
ボや野生オランウータンの研究など、多様な海外調査も支援した。平成 18 年（2006 年）度には、
HOPE 国際シンポジウム「人間の進化の霊長類的基盤」を名古屋で開催し、平成 19 年（2007 年）
度には HOPE 国際シンポジウムを 11 月に東京で開催した。若手研究者を「いつでも、どこでも、
何でも派遣する」HOPE 事業の精神は、平成 25 年（2013 年）度からはリーディング大学院事業
に引き継がれた。
「ニホンザル野外観察施設の廃止と野生動物研究センター（WRC）の創設」は、
平成 20 年（2008
年）度当初のことである。野生動物研究センターの発足に伴い、ニホンザル野外観察施設は平成
19 年（2007 年）度末をもって廃止した。その業務は野生動物研究センターに引き継がれた。母
体となる霊長類研究所は、定員教員ポスト 2 名（准教授 1 と助教 1 のポスト）を供出した。これ
にともない幸島と屋久島にある観察所も新センターに移管し、鈴村崇文、冠地富士夫の技術職員
2 名も所属が新センターになった。宮崎県の幸島では、1948 年に最初の調査がおこなわれてから
60 年間にわたって、貴重なサルの家系情報を記録している。天然記念物のサルのいる島を京大
の直轄する新センターに置くことで、広く学内外の利用が進み、霊長類にこだわらず多様な研究
が進むと期待した。また鹿児島県の屋久島は世界自然遺産の島であり、サルとシカが共存してい
る。さらに多様な昆虫や植物もある。霊長類研究所の屋久島観察所は、新センターのもと、京大
に直結する施設としてさらに施設整備を進めていくこととした。このほかに外国人客員研究員ポ
スト 1 名と、野生ニホンザル観察施設に由来する運営費交付金と、福祉長寿寄附研究部門の人員
と寄附金を供出した。これに対して大学本部（当時は、尾池和夫総長）は、教授ポスト 4 名と事
務職員 1 名分を措置してくださった。霊長類研究所から分離独立した野生動物研究センターは、
霊長類だけでなくそれ以外の絶滅の危機に瀕した野生動物の研究拠点となっている。http：//
www.wrc.kyoto-u.ac.jp/
「国際共同先端研究センター（CICASP）
」という新しい附属施設を、平成 21 年（2009）年 4
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月 1 日に発足させた。国際拠点として、先進諸国や生息地国との国際連携をすすめ、学際的・萌
芽的な研究を推進していくことを目的とした。ニホンザル野外観察施設の発足に伴い、研究所の
保有する附属施設は人類進化モデル研究センターひとつになった。研究所の規模からして、従来
どおり 2 つの附属施設を有することが望ましい。熟慮の結果、研究所の国際化を進める新施設の
設立を決断した。センター長は、上限の 3 期 6 年間、当初は所長兼務で松沢が担当した。発足の
半年後に、その後を追うようにして、
大学が「グローバル 30 事業」に手を挙げた。その経費によっ
て、フレッド・ベルコビッチとデイビッド・ヒルの 2 名の外国人教員が平成 22 年度当初に赴任
した。同時に若手教員として足立幾磨、さらにアンドリュー・マッキントシュの 2 教員を雇用し、
英語に堪能な事務職員も配置して体制を整えた。国際センターの発足を契機に理学研究科に働き
かけて 1 学年 5 名枠で、外国人のための英語の大学院入試を実行することになった。http：//
www.cicasp.pri.kyoto-u.ac.jp/
「40 周年記念事業」としては、総長裁量経費の支援を得て、霊長類研究所創立 40 周年の式典
と記念シンポジウム等を創立記念日の平成 19 年（2007 年）6 月 1 日と翌 2 日にわたって京都の
時計台で開催した。2 日目の午前中にはジュニア向けの公開実習もした。その講演会を第 1 回京
都公開講座と位置づけ、翌年も京都で公開講座を開いた。つまり 2 年がかりの記念事業とした。
それは平成 20 年（2008 年）に、日本の霊長類学が誕生 60 周年を迎えたからである。今西錦司
と 2 人の学生（伊谷純一郎と川村俊蔵、のちにともに京大教授）が、宮崎県の幸島で初めて野生
ニホンザルの観察を始めたのが 1948 年 12 月 3 日だった。こうした節目の年を、耐震改修のなっ
た新しい建物と、国際センターという新しい組織と、清新なスタッフで迎えることができた。な
お 40 周年事業の一環として、全教員が分担して執筆した「霊長類進化の科学」
（京都大学学術出
版会）を出版した。さらに一般向けの姉妹書として平成 21 年（2009 年）秋に、
『新しい霊長類学』
（講談社）を上梓した。一般の方々から寄せられた 100 問に対して、研究所の教員が答えるとい
うユニークな形式である。
「全国共同利用研究所から共同利用・共同研究拠点への移行」は、平成 22 年（2010 年）度に
おこなわれた。歴史的経緯から述べる。湯川秀樹先生（1907-1981）がノーベル物理学賞を 1949
年に受賞し、それを記念して京都大学に湯川記念館が建てられた。全国の理論物理学の研究者が
集う場所となった。そうした動きを当時の文部省が追認して、
「全国共同利用」という制度が
1953 年に始まった。したがって全国共同利用の附置研究所の第 1 号が京都大学基礎物理学研究
所である。湯川の名前を残して、研究所の正式英語表記は、Yukawa Institute for Theoretical
Physics である。その後、全国各地に全国共同利用の附置研究所が創られた。1967 年創立の霊長
類研究所もそのひとつである。全国共同利用の研究所・研究センターは、
平成 21 年度末の時点で、
北は北海道大学から南は琉球大学まで、国立大学に 41 あった。これらが「国立大学附置全国共
同利用研究所・研究センター協議会」を構成し、相互の連携を通じて、全国共同利用という制度
のもとで日本の学術の推進を図ってきた。
「共同利用・共同研究」という新制度と全国共同利用
との違いは主に 3 点に要約される。①全国共同利用の研究所・研究センターは国立大学だけに限
られていたが、公立や私立も可能になった。②複数の大学の研究所・研究センターが連携して 1
拠点を構成することもできる。③拠点に認定された研究施設（研究所と研究センターの総称）は、
所属の大学の中期目標・中期計画の付表に記載される。すなわち、当該期間中は、大学の一存で
改廃することはできない。その結果、平成 22 年（2010 年）度当初の時点で、全国に 79 の共同
利用・共同研究拠点が認定されるに到った。内訳は、国立大学 70 拠点と私立大学 9 拠点である。
なお 41 あった全国共同利用の研究施設はすべて拠点に移行した。共同利用・共同研究拠点とし
て文部科学省に承認された国立大学の研究施設が結集して、
新たに協議会を結成した。従来の「国
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立大学附置全国共同利用研究所・研究センター協議会」
（略称：全共協議会、本研究所が 2009 年
度の会長当番）は 2009 年度末をもって解散した。新たな協議会は、
「国立大学共同利用・共同研
究拠点協議会（略称：拠点協議会）」として、2010 年 4 月 3 日に発足した。右記のサイトを参照
されたい。http：//www.kyoten.org/
「心の先端研究のための連携拠点（WISH）構築事業と特別経費（プロジェクト分）略称『人
間の進化』の推進」という関連 2 事業について述べる。日本学術会議の大型研究のマスタープラ
ン 2010・2011 に採択された 1 事業として、
「心の先端研究のための連携拠点（WISH）構築」（拠
点校は京都大学の 8 研究機関連携、統括責任者：松沢哲郎、http：//www.kokoro-wish.org/）が平
成 20 年（2010）年 3 月 18 日に日本学術会議の「報告」として公表された。WISH 事業はさらに
文部科学省の大型研究のロードマップにも記載された。その日本学術会議と文部科学省の議を経
て、平成 22-24 年（2010-2012 年）度の最先端研究基盤支援事業として設備経費が中核機関の京
都大学に一括して措置された。経費の一部はこころの未来研究センターの fMRI の購入に充てら
れるとともに、犬山に 2 基、熊本に 2 基、合計 4 基の比較認知科学大型ケージ設備が設置された。
この WISH 事業の実施のために、最先端研究基盤支援事業では設備備品しか措置されなかった
ので、人件費や運営費や設備費などの事業全般に関わる経費を支援するものとして、
特別経費「人
間の進化」が霊長類研究所に措置された。平成 23-29 年（2011-2017 年）度の 7 年間にわたり措
置された運営費交付金特別経費プロジェクトで、正式な事業名は「人間の進化の霊長類的基盤に
関する国際共同先端研究の戦略的展開（略称、人間の進化）
」である。そもそも研究所に措置さ
れた特別経費なので、研究所全体が研究事業に関与しつつ広く裨益する運営を心掛けた。そこで
所長・副所長・将来計画委員長・事務長の 4 者でヘッドクオーター会議を構成して企画検討し、
協議員会で進捗状況を報告しつつ、この経費で主に 4 つの事業を推進した。①ヒト科 3 種比較研
究プロジェクト。霊長類研究所と野生動物研究センター熊本サンクチュアリが共同して、ヒトと
チンパンジーとボノボのヒト科 3 種の比較研究を推進した。それに必須のものとして研究対象の
ボノボ 6 個体が平成 25-26 年度に北米（アメリカ動物園水族館協会 AZA ボノボ班）から無償で
輸入され、熊本サンクチュアリで研究が始まった。第 1 陣が前述のとおり平成 25 年（2013）年
11 月 27 日に熊本サンクチュアリに到着した。ボノボの導入は、ヒト科 3 種比較研究プロジェク
トで雇用し熊本サンクチュアリに常駐していた平田聡先生の尽力で可能になった。ここに記して
感謝したい。なお、ボノボ導入の経緯は以下に詳しく記載されているので参照されたい。http：
//www.wrc.kyoto-u.ac.jp/kumasan/ja/report/bonobos/

②国際共同先端研究センター（CICASP）

の事業を支援した。その中には京都大学ブータン友好プログラム（KU-Bhutan）の活動も含ま
れる。詳細は、以下の HP を確認されたい。http：//www.kyoto-bhutan.org/

③長期野外研究プ

ロジェクト。コンゴのワンバの野生ボノボ研究、ウガンダのカリンズの野生チンパンジー研究、
ボルネオの野生テングザル研究に焦点を当てて、それらの人件費と野外調査費等の支援をおこ
なった。④研究基盤支援。霊長類研究所には実験用のサル類が 12 種 1200 個体ほど飼育されてい
た。それらの飼育に関わる基盤経費を支援した。
「国際霊長類学会の開催」は、平成 22 年 9 月 12-18 日だった。第 23 回国際霊長類学会が京都
で開催された。20 年ぶり 3 回目の日本開催だ。約 56 か国約 1000 人の参加があった。当時の国
際霊長類学会の会長は山極壽一先生である。これに照準を合わせて、霊長類研究所が主宰する若
手研究者の海外交流事業の総称である「HOPE 事業」として多くの外国人研究者を日本に招へ
いした。会場が京都だったため、犬山の霊長類研究所が果たした役割は、前 2 回（1974 年と
1990 年）に比較して大きくはなかった。京都の人類進化論教室、とくに大会長を務めた山極壽
一先生と事務局長を務めた中川尚史先生はじめスタッフの皆様に深く感謝したい。
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「熊本サンクチュアリ（KS）の発足」は、平成 23 年（2011 年）8 月 1 日である。株式会社三
和化学研究所の保有する「チンパンジー・サンクチュアリ・宇土（CSU）
」が、京都大学に寄付
され移管された。医学感染実験に使われていたチンパンジーたちの余生を安寧に送らせることが
使命である。そのため、霊長類研究所よりは野生動物研究センターのほうが受け入れ施設にふさ
わしいと判断した。「熊本サンクチュアリ」という新名称にした。初代の施設長は伊谷原一先生
である。熊本サンクチュアリが受け皿になって、平成 24 年（2012）年 5 月 15 日に、ひとつの歴
史に終止符が打たれた。すなわち日本におけるチンパンジーの医学感染実験の歴史である。キャ
ンディーという名の女性と、
ムサシとショウボウのふたりの男性。3 人のチンパンジーが、
この日、
最後に残った民間の医学研究施設から熊本サンクチュアリに移籍してきた。これで、国内に最大
時に 136 人いた医学感染実験チンパンジーがゼロになった。日本から医学感染実験が永遠に無く
なった。なお平成 23 年（2011）年 11 月の株式会社林原の倒産を受けて、
林原類人猿研究センター
（GARI）が保有するチンパンジー 8 個体を熊本サンクチュアリで平成 25 年（2013）年 1 月に
引き受けた。さらには、平成 25-26 年（2013-2014 年）にかけて、前述のとおり、北米からボノ
ボ 6 個体を輸入した。現在（2016 年 12 月 25 日時点）
、熊本サンクチュアリにはチンパンジー 58
個体とボノボ 6 個体がいる。
「ニホンザル出血症の原因解明」は、平成 22 年度の特記事項だ。原因が解明されて「ニホン
ザル血小板減少症」と名付けられた。平成 13 年（2001 年）7 月 26 日に、当時 11 歳のメスのニ
ホンザルが原因不明の疾病を発症し、2 日後の 28 日に亡くなった。血小板等の減少による極度
の貧血を呈する。まる 1 年後の 7 月 31 日までのあいだに 6 頭が同様の症状で亡くなった。その後、
約 6 年間の平穏期があって、平成 20 年（2008 年）3 月 12 日に、当時 12 歳のオスのニホンザル
が同様の症状を呈して約 3 か月後に死亡した。その後も死亡があいつぎ、感染症と判断して、所
内外の総力を結集してその解決に取り組んだ。詳細は『霊長類研究』平成 22 年（2010 年）6 月
号を参照されたい。京大ウイルス研究所、阪大微生物病研究所、国立感染症研究所、予防衛生協
会の協力を得て、多面的な検討をおこなった結果、カニクイザルが自然感染しているレトロウイ
ルス SRV4 が原因だと特定できた。それをもとに徹底的な封じ込めによって、その後の発症はな
い。10 年間に及ぶ労苦の果てに、一応の終息をみた。ひとえに平井啓久副所長兼センター長を
はじめ、人類進化モデル研究センターの教職員が一丸になって取り組んだおかげである。関係各
位の努力に深甚の謝意を表したい。
４）その後の展開
所長の在任期間後の時期、すなわち平成 24 年（2012 年）度以降についてはまだ日も浅いが、
その概略を述べて置く。2 つの主要な事業として、①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（PWS）
、②日本モンキーセンター（JMC）の公益財団法人化、について述べる。
「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（PWS）
」は、平成 25 年（2013
年）10 月 1 日に発足した。霊長類学の蓄積を基礎に、霊長類以外の野生動物の研究をおこなう
若手人材育成のプログラムだ。フィールドワークを基本にしつつゲノム科学その他の手法を取り
入れて、新たな学問としてのワイルドライフサイエンスを確立する。そこで陶冶された人材を、
野生生物保全、動物福祉、そして動物園・水族館・博物館等での環境教育の現場に送り出すとい
う構想である。野生動物研究センターに支援室を置き、野生動物研究センターと霊長類研究所と
生物科学専攻が協力して実施している。履修生としてはアジア・アフリカ地域研究研究科に所属
する学生も特別履修生として受け入れている。1 学年 5-10 名の履修生を募集し、平成 28 年 9 月
末に最初の博士課程修了者を送りだした。7 年間の事業なので、平成 32 年（2020 年）3 月末ま
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で継続する。
「日本モンキーセンター（JMC）の公益財団法人化」が、平成 26 年（2014 年）4 月 1 日にお
こなわれた。それまでは財団法人で、名古屋鉄道株式会社からの支援で成り立っていた。それを
尾池和夫理事長（第 24 代京大総長）
、松沢所長、山極壽一博物館長（第 26 代京大総長）
、伊谷原
一動物園長の 4 人による集団指導体制によって、公益財団法人として活動を継続している。公益
財団法人化するにあたって、
霊長類研究所に「ワイルドライフサイエンス（名古屋鉄道株式会社）
寄附研究部門」が発足した。早川卓志が特定助教として赴任している。JMC は隣接する京大霊
長類研究所とは深い縁で結ばれている。今後の連携が双方の機関にとって重要になるだろう。
以上、所長在任の 6 年間（2006-2012 年）の事蹟を、研究所の 50 年の歴史の中に位置付け、
その後の展開も踏まえながら概説した。
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組織図

1.3

【2015 年度～現在】
進化形態分野
系統発生分野
生態保全分野
社会進化分野
思考言語分野
認知学習分野
高次脳機能分野
統合脳システム分野
ゲノム進化分野
細胞生理分野

進化系統研究部門
社会生態研究部門
運営委員会

研究部門

認知科学研究部門
神経科学研究部門
ゲノム細胞研究部門

所 長

協議員会

附属施設

事 務 部
技 術 部

1.4

人類進化モデル研究センター
国際共同先端研究センター
総 務 掛
研究助成掛
会 計 掛

歴代所長
氏

事務取扱
初代
第2代
第3代

名

奥田

東

近藤

在任期間
1967 年 6 月 -1967 年 8 月

四郎

1967 年 9 月 -1973 年 3 月

濟

1973 年 4 月 -1975 年 3 月

近藤

四郎

1975 年 4 月 -1978 年 1 月

雅雄

1978 年 1 月 -1982 年 1 月

競

1982 年 1 月 -1984 年 1 月

大澤

第4代

河合

第5代

久保田

第6代

野澤

第7代

久保田

謙
競

1984 年 1 月 -1990 年 1 月
1990 年 1 月 -1996 年 1 月

第8代

杉山

幸丸

1996 年 1 月 -1999 年 3 月

第9代

小嶋

祥三

1999 年 4 月 -2003 年 3 月

第 10 代

茂原

信生

2003 年 4 月 -2006 年 3 月

第 11 代

松沢

哲郎

2006 年 4 月 -2012 年 3 月

第 12 代

平井

啓久

2012 年 4 月 -2016 年 3 月

第 13 代

湯本

貴和

2016 年 4 月 -
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1.5

霊長類研究所年表
年度

月

区分

出来事

1964
（昭和 39）
年度 4 月

設立前史

日本学術会議第 41 回総会にて霊長類研究所設立の勧告を決定

5月

設立前史

霊長類研究所の設立を日本学術会議会長より内閣総理大臣に勧告

1965
（昭和 40）
年度 6 月

設立前史

京都大学内に「研究所設置準備打ち合せ懇談会」が発足

設立前史

霊長類研究所の設立等について文部省学術奨励審議会学術研究体
制分科会より文部大臣に答申

1966
（昭和 41）
年度 6 月

設立前史

京都大学内に「研究所設置の調査に関する会議」が発足

3月

設立前史

京都大学内に「研究所設置準備委員会」が発足

設立前史

国立学校設置法の一部改正（法律第 18 号）

7月

1967
（昭和 42）
年度 5 月 31 日
6月1日

組織・規程

霊長類研究所開設。全国共同利用研究所として京都大学に附置さ
れる

組織・規程

仮事務所を京都市左京区本町京都大学工学部土木工学教室旧館内
に設置

所長

奥田

東教授（京都大学第 17 代総長）が所長事務取扱となる

組織・規程

研究所設置準備委員会（12 名の委員）、移行拡大した運営委員会
（19
名の委員）によって人事・運営が行われる

組織・規程

文部省令第 12 号により形態基礎研究部門および神経生理研究部
門が設置される

組織・規程 事務部として庶務掛および会計掛が設置される
組織・規程 本研究所運営委員会規程が制定される
組織・規程 本研究所協議員会が制定される
7月

9月
11 月
1968
（昭和 43）
年度 4 月
6月

建築専門委員会の構成決定。時実利彦、近藤四郎、本吉良治（京
組織・規程 大文学部）、伊谷純一郎（京大理学部、主査）、河合雅雄（財団法
人 日本モンキーセンター）、田中利男（同）
所長

近藤四郎教授が初代所長に任命される

組織・規程 協議員会を所内 2 名、所外 4 名の計 6 名の教授で構成する
土地・建物 犬山市官林に仮設研究棟が完成。事務室を京都より移転
土地・建物 研究所本棟第 1 期工事竣工
組織・規程 土木工学教室旧館内の仮事務所を閉鎖

7月

土地・建物 京都より犬山市に正式移転
組織・規程

京都大学本部構内の尊譲堂の一部に、京都分室（連絡事務所）を
設置

組織・規程 幸島野外観察施設が発足。河合雅雄教授が初代施設長となる
8月

組織・規程 図書室開室。図書係（教員 1 名）を配置
行事

吉場健二助教授の所葬を行う

10 月

動物飼育室（部）（後のサル類保健飼育管理施設）が発足。共同
組織・規程 利用研究員および所内研究者のための研究用サルの供給と維持を
目的とする

1月

土地・建物 敷地内正門の近傍に野外ケージが完成

3月
1969
（昭和 44）
年度 4 月

6月

土地・建物

本棟第 2 期工事、共同利用研究員宿泊棟、幸島野外観察施設本棟、
犬山職員宿舎（1 号棟）竣工

組織・規程

文部省令第 15 号により心理研究部門、社会研究部門および変異
研究部門が設置される

組織・規程

文部省令第 18 号により附属施設として幸島野外観察施設および
サル類保健飼育管理施設が正式に設置される

土地・建物 研究棟の竣工（第 1、2 期工事）に伴ない開所式を挙行

7月

行事

8月

共同利用

幸島野外観察施設にて、故吉場氏を偲ぶ記念碑の除幕式開催
共同利用研究開始
18

年度

月
11 月

1970
（昭和 45）
年度 4 月

区分

出来事

組織・規程

協議員会規程改正により構成員が教授のみから助手以上の教官へ
と変更される。全教官で創設に当たる

組織・規程 文部省令第 13 号により生活史研究部門が設置される

7月

大学院教育 臨時協議員会において大学院教育に参画していくことを決定

2月

土地・建物 幸島職員宿舎工事竣工

3月

土地・建物 本棟第 3 期工事竣工

1971
（昭和 46）
年度 4 月

組織・規程 文部省令第 16 号により生理研究部門が設置される

6月

組織・規程 京都分室（尊譲堂内）廃止

7月

組織・規程 霊長類研究連絡会を設立

9月
3月
1972
（昭和 47）
年度 4 月
3月

広報活動

「霊長類研究所年報」の刊行開始

土地・建物

犬山職員宿舎 2 号棟第 1 期分、サル類保健飼育管理施設棟、検疫舎、
第 1、第 2 放飼実験場の建設工事竣工

大学院教育

理学研究科動物学専攻の中の霊長類学分科として、大学院教育が
始まる

組織・規程

霊長類研究連絡会を霊長類研究者連絡会と改称し、規約を制定す
る

土地・建物 犬山職員宿舎 2 号棟第 2 期分建設工事竣工
1973
（昭和 48）
年度 4 月

所長

大澤

濟教授が第 2 代所長に就任

組織・規程 文部省令第 8 号により生化学研究部門が設置される
行事
1974
（昭和 49）
年度 4 月
8月
1975
（昭和 50）
年度 4 月

サル慰霊碑の建立と除幕式が行われる

組織・規程 事務部に共同利用掛が設置される
学会活動
所長

本研究所所員が中心となって第 5 回国際霊長類学会大会が開催さ
れる（名古屋）
近藤四郎教授が第 3 代所長に就任

組織・規程 文部省令第 11 号により系統研究部門が設置される
1977
（昭和 52）
年度 6 月
10 月
1月
1980
（昭和 55）
年度 6 月
3月

土地・建物 本棟の第 4 期工事竣工。全研究部門が本棟に収容される
行事

研究所創立 10 周年の記念式典開催。10 周年記念誌『この十年の
あゆみ』刊行

所長

河合雅雄教授が第 4 代所長に就任

土地・建物

実験用サルの繁殖コロニー、育成舎竣工。サル類（ニホンザル、
アカゲザルなど）の自家繁殖体制が整備され、実験基盤が整う

土地・建物 幸島野外観察施設、4 部屋の増築完了

1981
（昭和 56）
年度 4 月

行事

幸島野外観察施設増築の竣工式開催

1月

所長

久保田競教授が第 5 代所長に就任

1982
（昭和 57）
年度 4 月

共同利用

「課題研究」から「自由研究」が独立

研究・教育 所内談話会記録が始まる
1983
（昭和 58）
年度 4 月
1月
1984
（昭和）59 年度

組織・規程

幸島野外観察施設を改組拡充してニホンザル野外観察施設発足。
幸島観察所、下北、上信越、木曾、屋久島の 4 研究林を設ける

所長

野澤謙教授が第 6 代所長に就任

行事

サル類保健飼育管理施設が 15 周年を迎え、記念誌を刊行

1985
（昭和 60）
年度 5 月

学会活動

日本霊長類学会が発足し、『霊長類研究』が創刊される

8月

広報活動

一般市民を対象とした「公開講座」を開始（毎年 8 月に 2 日間開催）

1986
（昭和 61）
年度 4 月
1987
（昭和 62）
年度 4 月
1988
（昭和 63）
年度 3 月

大学院教育 霊長類学分科が動物学専攻から独立して、霊長類学専攻となる
動物福祉

「サル類の飼育管理および使用に関する指針」を策定

共同利用

研究の旅費・研究費を配分しないが資料を提供する研究「資料提
供」開始

動物福祉

「野生霊長類を研究するときおよび野生由来の霊長類を導入して
研究するときのガイドライン」作成
19

年度
1989
（平成元）
年度

1990
（平成 2）
年度

月
7月

学会活動

第 13 回国際霊長類学会大会が開催（名古屋・京都）

広報活動

中学生以上の犬山市民を対象とした「市民公開日」開始（毎年 10
月開催）

久保田競教授が第 7 代所長に就任

大学院教育 「大学院コロキアム」創設
5月

4月

7月
11 月

7月
3月

1995
（平成 7）
年度

各大学の学部学生を対象とした「夏期セミナー」開始（1989-2001
年度：毎年 7 月に 2 日間開催）

7月

6月

1994
（平成 6）
年度

大学院教育
所長

1991
（平成 3）
年度

1993
（平成 5）
年度

出来事

1月
10 月

1992
（平成 4）
年度

区分

4月

広報活動
行事

『サル学なんでも小事典』（講談社）を出版
霊長類研究所創立 25 周年。記念研究会「明日の霊長類学」開催（霊
長類研究所）。25 周年記念誌『25 年のあゆみ』を刊行

霊長類研究所の部門制が改組され、従来の 9 部門が 4 大部門（10
分野）に統括される。進化系統研究部門（形態進化・集団遺伝・
組織・規程 系統発生）
、社会生態研究部門（生態機構・社会構造）、行動神経
研究部門（思考言語・認知学習・行動発現）、分子生理研究部門（器
官調節・遺伝子情報）
共同利用

生体のサルを所外に供給する研究制度「所外供給」（無償）開始

広報活動

犬山市立図書館に「サル文庫」を開設

土地・建物

サル類保健飼育管理施設第一放飼場の間仕切りと捕獲室の新設工
事完成

動物福祉

文化庁の指導の下「幸島猿生息地保護対策検討委員会」が発足し、
「天然記念物『幸島猿生息地』保存管理計画書」がまとめられる

広報活動

『「サルを用いた実験」の理解のために』を作成

広報活動

犬山市立図書館「サル文庫」1 周年記念講演（犬山）

土地・建物 類人猿行動実験研究棟竣工
大学院教育

理学部の理学研究科への改組に伴い、生物系 4 専攻が生物科学専
攻となり、霊長類学専攻は生物科学専攻霊長類学系となる

行事

京都大学霊長類研究所・類人猿行動実験研究棟お披露目会記念講
演（犬山）

1月

所長

杉山幸丸教授が第 8 代所長に就任

1996
（平成 8）
年度

12 月

広報活動

自己点検評価『サルとヒトとの接点を求めて』刊行

1997
（平成 9）
年度

3月

広報活動

自己点検評価『明日の霊長類学の創造に向けて』『21 世紀を目指
す霊長研』刊行

6月

1999
（平成 11）
年度 4 月

12 月

2000
（平成 12）
年度 11 月
2001
（平成 13）
年度 3 月

所長

小嶋祥三教授が第 9 代所長に就任

組織・規程

サル類保健飼育管理施設の改組により人類進化モデル研究セン
ターを設置

大学院教育

霊長類学系が 1 分科制から、各研究分野ごとに分科が設置される
複数分科制に移行

大学院教育

異なる分科の教官と院生による「霊長類学総合ゼミナール」開始
（毎年 12 月開催）

広報活動

文部省の「研究活動―成果公開支援経費」により、ビデオ「京都
大学霊長類研究所：人類進化の道を探る」を作成

動物福祉

日本霊長類学会から捕獲した野生ニホンザルの実験利用について
の声明が出される

大学院教育 春期セミナー開始（2001-2002 年度：毎年 3 月に 3 日間開催）

2002
（平成 14）
年度 4 月

共同利用

「所外供給」を「所外貸与」に名称変更

5月

動物福祉

「サル類の飼育管理および使用に関する指針」の改訂（第 2 版）

広報活動

「京都大学霊長類研究所の研究活動に関する総合的自己点検報告
書」を作成

広報活動

犬山市の広報誌「広報いぬやま」に 2002 年 10 月 1 日号より「霊
長研フォーラム」として研究所紹介コラムの連載を開始

広報活動

『霊長類学のすすめ』（丸善）を出版

7月
10 月
3月
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年度

月

2003
（平成 15）
年度 4 月

9月
2月
3月
2004
（平成 16）
年度 4 月

区分
所長

出来事
茂原信生教授が第 10 代所長に就任

動物福祉

サル類を取り扱う手技に関するライセンス制度導入、研究所で動
物実験を取り扱う者すべてにライセンス取得が義務づけられる

広報活動

東京公開講座開始（毎年 9 月開催）

大学院教育
共同利用

「オープンキャンパス・大学院ガイダンス」開始 （毎年原則 2
月に 2 日間開催）
無償の「所外貸与（所外供給）」制度終了

組織・規程 国立大学法人となる
組織・規程 流動部門多様性保全研究分野発足（2004-2008 年度）
組織・規程 庶務掛が総務掛に、共同利用掛が研究助成掛に名称変更

2005
（平成 17）
年度 12 月

共同利用

2006
（平成 18）
年度 4 月

所長

10 月
3月

組織・規程

有償の「サル所外供給」を開始
松沢哲郎教授が第 11 代所長に就任
ベネッセコーポレーションの寄附講座「比較認知発達寄附研究部
門」発足（2006.10-2012.1）

土地・建物 リサーチ・リソース・ステーション（RRS）第一期工事竣工

2007
（平成 19）
年度 4 月

行事

リサーチ・リソース・ステーション（RRS）竣工式（明治村）

6月

行事

霊長類研究所創立 40 周年記念式典開催（京大時計台）

行事

創立 40 周年記念 ジュニア公開講座「この手でさわってみよう」
、
京都公開講座「霊長類学の新展開」開催（京大時計台）

本棟耐震改修工事着工（7 月）に先立ち、本棟以外の棟の他、名
古屋経済大学、オリムパス製絲株式会社犬山工場、日本モンキー
土地・建物 センター旧研究所、岐阜大学旧附属病院を借り受けて、本棟内の
居室・実験室・事務室等および物品類を一時的に移設（2008.3 ま
で）
7月
8月
3月

広報活動

『霊長類進化の科学』（京都大学出版会）を出版

組織・規程

株式会社三和化学研究所の寄附講座「福祉長寿寄附研究部門」発
足（2008.4 野生動物研究センターに移管）

土地・建物

本棟の耐震改修工事竣工。これに伴いサル類の同居を解消した
「ゾーニング」を果たす

組織・規程 ニホンザル野外観察施設の廃止
2008
（平成 20）
年度 4 月

組織・規程

社会構造分野が社会進化分野に、生態機構分野が生態保全分野に
名称変更

「野生動物研究センター（Wildlife Research Center）
」が、霊長類
組織・規程 研究所を母胎として発足。幸島観察所、屋久島観察所、福祉長寿
寄附研究部門を WRC に移管
大学院教育
7月
2009
（平成 21）
年度 4 月

野生動物研究センターの発足に伴い、霊長類学系が霊長類学・野
生動物系に移行

共同利用

「施設利用」を「随時募集研究」に名称変更

共同利用

学校教育法施行規則の改正により、文部科学大臣による共同利用・
共同研究拠点の認定制度が設けられる

形態進化分野が進化形態分野に、行動発現分野が高次脳機能分野
組織・規程 に、器官調節分野が統合脳システム分野に、集団遺伝分野がゲノ
ム多様性分野に名称変更
組織・規程 附属研究施設国際共同先端研究センター（CICASP）発足

9月

3月

広報活動

『新しい霊長類学』（講談社）を出版

土地・建物

共同利用宿泊棟耐震改修工事竣工。3 階を国際共同先端研究セン
ターにあてる

土地・建物

RRS 計画により官林キャンパス、小野洞キャンパスにグループ
ケージ各 1 棟を建設、放飼場にセキュリティシステムを導入

共同利用

「全国共同利用」制度廃止

共同利用

「国立大学附置全国共同利用研究所・研究センター協議会」解散
21

年度

月

区分

出来事

組織・規程

林原グループの寄附講座「ボノボ（林原）寄附研究部門」発足
（2010.4-2011.9）

共同利用

「全国共同利用」制度廃止に伴い「共同利用・共同研究拠点」制
度に移行

共同利用

「国立大学共同利用・共同研究拠点協議会（略称：拠点協議会）」
発足

6月

動物福祉

「サル類の飼育管理および使用に関する指針」の改訂（第 3 版）

9月

学会活動

第 23 回国際霊長類学会開催（京都）

2010
（平成 22）
年度 4 月

2011
（平成 23）
年度 4 月

所長
大学院教育

2012
（平成 24）
年度 4 月
1月
2013
（平成 25）
年度 10 月

2014
（平成 26）
年度 4 月

広報活動
組織・規程

2016
（平成 28）
年度 4 月
1月
3月

野生動物研究センターと協力して、英語コース「国際霊長学・野
生動物コース」を開設
『新・霊長類学のすすめ』（丸善）を出版
林原グループの寄附講座「チンパンジー（林原）寄附研究部門」
発足

日本学術振興会の「博士課程教育リーディングプログラム」とし
て、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
大学院教育
Kyoto University Leading Graduate Program in Primatology and
Wildlife Science.（略称 PWS）が正式発足
組織・規程

10 月

2015
（平成 27）
年度 4 月

平井啓久教授が第 12 代所長に就任

名古屋鉄道株式会社の寄附講座「ワイルドライフサイエンス（名
古屋鉄道）寄附研究部門」発足
1997 年 12 月まで当研究所の教員であった山極壽一教授（現・京
都大学大学院理学研究科人類進化論研究室）が京都大学総長に就
任

部分的な部門ならびに分野改組により、4 大部門（10 分野）から
5 大部門（10 分野）となる。進化系統研究部門（進化形態・系統
組織・規程 発生）
、社会生態研究部門（生態保全・社会進化）、認知科学研究
部門（認知学習・思考言語）
、神経科学研究部門（高次脳機能・
統合脳システム）、ゲノム細胞研究部門（ゲノム進化・細胞生理）
所長

湯本貴和教授が第 13 代所長に就任

行事

京都大学霊長類研究所 50 周年記念シンポジウム「霊長類学の過
去・現在・未来」開催（犬山国際観光センター「フロイデ」）

広報活動

50 周年記念誌「京都大学霊長類研究所五十年の歩み」出版

22

第2章

研究活動

2.1
2.1.1

研究部門
進化系統研究部門

進化形態分野

１）沿革
進化形態分野は、1969 年に最初の 2 部門のひとつ、形態基礎部門として発足した。その後、
霊長類研究所の組織改編に伴い、大部門制となり、進化系統部門の分野として 1994 年度より形
態進化分野に、そして 2009 年度以降、進化形態分野になった。
形態研究を推進した教授は近藤四郎（1967 年 8 月 1 日～ 1982 年 3 月 31 日）
、岩本光雄（1982
年 4 月 1 日～ 1994 年 3 月 31 日）
、
木村賛（1994 年 4 月 1 日～ 1995 年 9 月 30 日）
、
片山一道（1996
年 12 月 1 日～ 2004 年 1 月 16 日）
、
遠藤秀紀（2005 年 2 月 1 日～ 2008 年 1 月 31 日）
、
濱田穣（2008
年 12 月 1 日～現在）。准教授（助教授）は、岩本光雄（1967 年 9 月 1 日～ 1982 年 3 月 31 日）
、
木村賛（1983 年 3 月 1 日～ 1994 年 3 月 31 日）
、
濱田穣（1995 年 2 月 1 日～ 2008 年 11 月 30 日）
、
平﨑鋭矢（2010 年 4 月 1 日～現在）
。助教（助手）は、石田英實（1967 年 12 月 1 日～ 1971 年 3
月 1 日）、岡田守彦（1971 年 6 月 1 日～ 1976 年 6 月 16 日）
、渡辺毅（1970 年 4 月 1 日～ 1987 年
3 月 31 日）、真家和生（1976 年 12 月 1 日～ 1978 年 3 月 31 日）
、毛利俊雄（1979 年 6 月 1 日～
2016 年 3 月 31 日）
、諏訪元（1987 年 4 月 1 日～ 1991 年 7 月 16 日）
、國松豊（1992 年 4 月 1 日
～ 2011 年 3 月 1 日 ）、 伊 藤 毅（2016 年 4 月 1 日 ～ 現 在 ）
。 技 術 職 員 と し て、 早 川 清 治（～
2010/3/31）。大学院生は、
森山（川合）恭子（1978 年 4 月 1 日～ 1982 年 3 月 31 日）
、
濱田穣（1979
年 4 月 1 日～ 1984 年 3 月 31 日）
、宮本俊彦（1994 年 4 月 1 日～ 1996 年系統発生分野へ）
、中井
将嗣（1998 年 4 月 1 日～ 2003 年 3 月 31 日）
、杉原清貴（1997 年 4 月 1 日～ 2000 年 3 月 31 日退
学）、大藪由美子（2002 年 4 月 1 日～ 2005 年 3 月 31 日転系）
、藤沢珠織（2004 年 4 月 1 日～
2005 年 3 月 31 日転系）、権田絵里（2001 年 4 月 1 日～ 2009 年 3 月 31 日）、近藤美智和（1998
年 4 月 1 日～ 2001 年 3 月 31 日退学）
、西村剛 1998 年 4 月 1 日～ 2004 年 3 月 31 日）
、山本亜由
美（2003 年 4 月 1 日 博 士 後 期 課 程 よ り ～ 2007 年 3 月 31 日 ）
、 小 藪 大 輔（2007 年 4 月 1 日 ～
2009 年 3 月 31 日 ）、Porrawee Pomchote（ タ イ よ り 2012 年 4 月 1 日 ～ 2015 年 3 月 31 日 ）
、
Nguyen Van Minh（ベトナムより 2012 年 10 月 1 日～ 2015 年 9 月 30 日）
、若森参（2013 年 4 月
1 日～）。研究員・研修員は、森山恭子、加藤久雄、清水大輔、橋本裕子、茶谷薫、大石元治、
権田絵里、加賀谷美幸。
２）研究活動
霊長類研究では霊長類進化とヒト化過程の解明が目的である。
進化形態分野とその前身の部門・
分野においては、身体形態（パターン）の違い・変化に関して、究極要因と至近要因を探ること
によって霊長類の進化とヒト化を明らかにすることを目的とする。この分野もしくは部門におい
て、継続的に行われた、そして行われている研究は、位置的行動と運動器形態、身体形態の年齢
変化、多様性、化石・遺骨、および頭蓋骨および他の形態学に関するものである。これらに関し
て概略を示し、将来の方向を記す。
位置的行動研究と運動器形態
霊長類は樹上空間へ適応することによって進化を遂げたと考えられており、身体移動運動と姿
勢維持（位置的行動）の樹上空間への適応は、霊長類の進化において基盤となるものである。直
立二足歩行は人類の最も著しい特徴のひとつであり、ヒトを特徴づける最も重要な形質のひとつ
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とも言えるが、
その直立二足歩行にもやはり霊長類としての樹上適応の歴史が深く刻まれている。
こうした背景から、形態基礎部門では、発足当初から現生霊長類を用いた位置的行動の研究が行
われて来た。初代所長でもあった近藤四郎の指揮のもと、石田英實、岡田守彦らが、共同研究者
の木村賛（当時帝京大学、後に形態進化分野助教授および教授）
、山崎信寿（慶応義塾大学）、
RH.Tuttle（シカゴ大学）と協力して直立二足歩行の起源の解明を目的とし、さまざまな霊長類
種を用いた実験的研究を強力に推進した。1969 年から約 10 年間、
チンパンジー、
オランウータン、
テナガザル、ニホンザル、アヌビスヒヒ、クモザルといった多様な位置的行動を示す真猿類を被
験体とし、床反力計測、筋電図記録、モーション分析、計算機シミュレーションを行い、総合的
にこれらの霊長類の歩行特性を明らかにした。彼らの一連の研究は、霊長類歩行の運動学的特徴
を記載しヒトのそれと比較したのみならず、多角的な分析からヒトの二足歩行に最も近い二足歩
行を行い得るのはテナガザルであることを明らかにした。さらに、霊長類の四足歩行についても
詳細な実験を行い、霊長類以外の哺乳類の歩行では前肢が優位であるのに対し、霊長類では逆に
後肢が体重も多く支え推進力も多く産出すること、また霊長類と他の哺乳類では四肢の運び順が
異なることなども明らかにし、
霊長類独自の位置的行動の進化について考察した。彼らの研究は、
解剖学的・形態学的所見に依るところが大きかったこの領域に実験的研究を持ち込んだ斬新なも
ので、現在も広く引用されて続けている。
こうした研究は 1976 年度の岡田の筑波大学への異動によって一旦途切れたものの、1983 年の
木村賛の着任に伴って再開され、1995 年まで続いた。木村は幼年から成体までのチンパンジー
を用いて位置的行動の個体発達を調べ、チンパンジーのライフサイクルとヒトの歩行発達の特異
性の解明に大きく貢献した。1995 年の木村の異動後は、久しく運動力学的な解析を伴う位置的
行動研究は行われていなかったが、2010 年に赴任した平﨑鋭矢によって再び研究室のメインテー
マのひとつとなった。平﨑は、W. I. Sellers（マンチェスター大学）
、荻原直道（慶応義塾大学）
、
長谷和憲（首都大学東京）といった共同研究者とともに、シミュレーションモデルの開発や、後
述する新たな解析手法の開発に取り組んでいる。
位置的行動の研究は身体形態の研究と表裏一体である。特に四肢形態については、基礎的では
あるが重要な研究が研究室発足当初からなされてきた。例えば、石田は各種霊長類の四肢体幹筋
の相対重量を計測し、ヒトでは一関節筋が大きいがサル類では二関節筋が大きいこと、類人猿の
後肢の筋構成はサル類とは異なりヒトに近いこと等を明らかにした。骨標本を用いた研究では、
木村が 50 種を超える霊長類種の四肢骨の形状から、霊長類の四肢骨の力学的特徴が他の哺乳類
のものとは大きく異なること、
またサル類と類人猿では異なること等を報告している。最近では、
平崎が足部の筋配置を比較し、ヒトでは第 2 趾上にある足の機能的な軸が、多くの種では第 3 趾
上にあり、大型類人猿では移行形態を示すことを明らかにし、その変化のメカニズムに関する仮
説を提唱した。他にも多くの形態学的研究がなされている。
位置的行動研究の将来的な方向については、野外での動物の自発的な運動を捉えることがその
ひとつであろう。実験室内での研究は、被験体の入手可能性や動きの制限といった種々の制約か
ら逃れ得ない。その動物種の生息地において彼らの自由な動きを調べてこそ霊長類の位置的行動
の進化と適応の解明に繋がるという考えから、濱田と平﨑は、濱田が開拓したタイのフィールド
を利用し、マカク類、とくにアッサムモンキーとベニガオザルの位置的行動を、彼らの生息地に
おいて定量的にとらえる試みを継続している。2010 年に始まったこの研究からは、マカク属に
おける位置的行動の多様性、環境や形態と密接な関連が示されつつある。ただ、野外での位置的
行動の研究は、実験室とは異なり、解析の手がかりとなる標識点を被験体に装着できないことか
ら困難であった。平﨑はそれを克服する手段として、Sellers（マンチェスター大学）と共同で
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2014 年に Structure from Motion 法を応用した無標識点 3D 動作解析法を開発した。彼らはこの
方法を霊長類研究所の屋外放飼場でチンパンジーやニホンザルの運動解析に試用し、フィールド
への展開も準備中である。
もうひとつの方向は、神経系による歩行や姿勢の制御機構の解明であろう。身体の動きを産み
だす筋は、言うまでもなく神経系の支配を受ける。2016 年からは立位・歩行中の脳活動を NIRS
法を用いて調べようとする試みが開始された。神経系を組み込んだ歩行のシミュレーションモデ
ルの開発も、首都大学東京の長谷らの協力を得て進みつつある。現在は萌芽段階にある医科学領
域の研究者との協力体制を確立できれば、位置的行動の理解は飛躍的に高まる。そうした知見を
シミュレーションモデルに取り込むことで、霊長類の位置的行動の進化と適応、ヒト科化石種の
歩行復元、ヒト族の直立二足歩行の起源と洗練化といった諸問題の解明が進むと期待できる。
成長発達と加齢研究
ヒトはひじょうに長い寿命、長い成長期間、そして長い閉経後寿命、そして思春期成長加速な
どの、他の動物に見られない生活史特徴をもっている。この身体の年齢変化パターンの進化に関
する研究が 1970 年代より岩本光雄、渡辺毅、毛利俊雄、濱田穣がすすめている。身体の年齢変
化はサイズ（Growth）
、体プロポーションや機能（Development）
、および成熟（Maturation 生
殖的成熟との関連）の側面がある。これらの 3 つの側面が、社会生態学的特性にあわせて、それ
ぞれ種間・分類群間で変異し、そのひとつとしてヒトの年齢変化パターンが進化したと予測され
る。
ニホンザルでのサイズ・プロポーション変化、および思春期（3-5 歳）の成長と性成熟過程の
研究が進められた。まず岩本光雄・渡辺毅・濱田穣による乳歯列・永久歯列の歯牙の萌出年齢・
順序。そして体サイズ
（体重と長さ尺度）
の成長パターンをニホンザルに関して明らかにした。もっ
とも急速に進む幼児期の成長の詳細を縦断的研究によって明らかにしている。チンパンジーに関
して、霊長類研究所と当時の三和化学研究所の多数の個体を計測し、横断的な成長パターンが記
述された。さらに霊長類研究所で出生した個体および三和化学研究所個体に関する縦断的研究に
よって幼児期成長の詳細が明らかにされた。これらの個体の成長を追跡し、思春期成長を体重の
みならず、長さサイズで Puberty に伴う（性成熟的事象の発現）の成長加速があるかどうかの検
証を行った。チンパンジーでは体重での加速がみられたが、長さ成長では体系的にはみられない
ことを明らかにした。ニホンザルで縦断的研究から、ニホンザルは一般に夏から秋にかけて成長
が進むという季節性が顕著であり、そこに性成熟が重なり、思春期成長加速的なものが出現する
という。
思春期成長に関して、メスでの体組成との関連性、栄養状態（体重・体脂肪）との関連性が示
唆されていたが、マカクでその関連性が確立された。DEXA（二波長 X 線吸収量計測器）を用
いて体組成を広範に収集し研究した。ヒト以外の霊長類では 5％未満の体脂肪率が普通であり、
ヒトのみが 15％を超える。
骨格成熟は、骨端（二次骨化点）のサイズ増大と癒合の過程、あるいは手根骨のサイズや形状
の変化に基づく、成長発達の良い指標であり、種を超えて適用できる生理学的年齢指標である。
手首・手の X 線写真によって評価される。これについてチンパンジーとニホンザルについての
年齢標準を与えた（TW2 法に基づいて、濱田穣）
。骨端癒合の時期は骨によって異なり、木村賛
と濱田穣は多くの体肢骨にその年齢をニホンザルについて与え、幸島ニホンザルでの成熟・発達
遅滞を裏付けた。また、中井将嗣はニホンザルの椎骨の骨端癒合がひじょうに遅い（15-25 歳）
ことを見出した。これについては、その機構は明らかになっていないが、四足歩行との関係が注
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目されるところである。
加齢研究ではニホンザルなどのマカクについては、座高などのような脊柱長さサイズに短縮が
見いだされ、骨格加齢変化がよい生理学的年齢指標となる（木村賛・濱田穣）
。骨密度の減少（骨
粗鬆症）とそれに関連する微小骨折と脊柱彎曲、および変形性骨関節症が主な骨格加齢変化であ
る。これらについて、
マカクにおいて腰椎部の年齢変化を明らかにした（濱田穣・L-N Morris（ワ
シントン大学）
・Porrawee Pomchote）。
ヒトでの骨格加齢は、閉経後に急速に進行するが、このような生殖活動との関連性、およびオ
スにおける骨格加齢の詳細が今後の課題である。脊柱への力学的ストレスは四足歩行者（躯幹水
平）とヒト（二足歩行者―躯幹垂直位）で異なるので、その影響を検討する必要がある。マカク
では閉経後寿命はごく短い（あるいは閉経すら経験せずに死ぬ個体も多い）
、そして骨格加齢に
は日常的な身体運動が明確に影響を与える（ロコモーティブシンドローム）
。したがって加齢研
究には良質な材料が必要である。骨密度は、CT および pQCT（末梢部定量的 X 線 CT）によっ
て詳細なデータが得られている。変形性骨関節症については X 線写真を用いる。
多様性研究
ニホンザルで最も基本的な地域変異・集団間変異研究が創設当時から始められた。岩本光雄は、
池田次郎（当時の自然人類学教室）らとともに、高崎山ニホンザルとアカゲザルの生体計測を行
い、比較した。その後、地域比較研究がすすめられ、北は下北半島集団から南は宮崎県幸島およ
び屋久島集団まで網羅される。四国でも愛媛県・高知県で調査された。生理研究部門（当時）と
共同で寒冷適応研究を行った。こういった地域集団間での比較から、体サイズに関するベルグマ
ン則、体プロポーションに関するアレン則、および体色に関するグロージャ則がおおよそあては
まることを見出した。生息地の最寒月の平均気温と積雪期間の気候要因が関与していること（山
本亜由美）を明らかにした。
渡辺毅と毛利俊雄は南米ザルに関する研究、とくにホエザル（Alouatta 属）の形態研究を行っ
た。岩本光雄はエチオピアにおいて、マントヒヒ、アヌビスヒヒ、およびゲラダヒヒの研究を行っ
た。1984 年よりスラウェシマカク（インドネシア）の研究が岩本光雄・渡辺毅・濱田穣・
Bambang Suryobroto によって進められ、その 7 種（現在 6 種に分類）の分布と形態変異を、ブ
タオザルなどの近縁種と合わせて体色、身体形態（計量形態）
、皮膚紋理に関する研究を行った。
アジアのマカクの動物地理学的研究が進められている。カニクイザル、アカゲザル、ベニガオ
ザル、アッサムモンキーとそれらの近縁種（アルナチャールマカクなど）
、およびブタオザルが
対象種である。これらに関して、生態学的棲分けと形態への反映が研究され、さらに分子系統学
研究と協働し、マカクのアジアにおける進化地理学を明らかにしつつある。
交雑は種概念に関係し、人類を含む、さまざまな動物種の進化過程に関連している。交雑はオ
ナガザル類にひろく見いだされ、そのパターンと形態学的反映が注目されるところである。岩本
光雄は生態・社会研究者とともにエチオピアにおけるマントヒヒとアヌビスヒヒの交雑とその形
態学的反映を明らかにした。渡辺毅と濱田穣はスラウェシマカクの隣接種間、特に M. tonkeana
と M. hecki の間の交雑を研究した。インドシナ半島のカニクイザル（M. f. fascicularis）はクラ
地峡を境として南北で異なる形態を示し、北側集団には M. mulatta からの遺伝子浸透が示唆さ
れる。また、インドシナ半島に分布する、とくにタイ・ラオス・ベトナムの M. mulatta にも交
雑を示唆している。日本において人為的にもたらされたタイワンザルとアカゲザルが野生化し、
ニホンザルと交雑した、また交雑している。これらの交雑とアカゲザルとタイワンザルの計測を
行い、交雑度を推定した。また、捕獲された個体を骨格標本化した（濱田穣・國松豊・毛利俊雄・
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資料委員会）
。これらの標本は詳細な形態研究とともに、同個体のゲノム・遺伝子資料と合わせ
て種の形態特徴を決定する研究基盤を構築し、
すでに共同利用研究などによって利用されている。
これらの他に人類に関する研究では、片山一道は離島集団の形態学的特徴について、またトン
ガ人の身体形態特徴を研究し、適応と遺伝的浮動の効果を検討した。濱田穣はアフリカの熱帯林
地域において、大型類人猿とオナガザル上科の研究を行った。遠藤秀紀はインドシナの哺乳類動
物研究、特に南北差に関する研究を行った。これらの形態研究と系統地理学研究の結合によって、
霊長類と哺乳類の進化地理学を明らかにしている。
古生物学的形態学研究
南米での霊長類化石に関する研究は、1977 年に渡辺毅によって開始され、近藤四郎を代表と
する科研費研究によって進められ、1980 年に Stirtonia 化石の発見など成果を得た。この南米で
の発掘調査は、瀬戸口烈司ら（系統発生分野）が継続した。
エ チ オ ピ ア で は 岩 本 光 雄 が 化 石 研 究 を 行 い、1979 年 に 発 掘 を 開 始 し、 ヒ ヒ 化 石 Papio
quadratirostris を発掘、記載した。エチオピアの研究は政情不安定などの点で、継続されなかっ
た が、 岩 本 光 雄 は 神 奈 川 県 中 津 か ら の コ ロ ブ ス 類 化 石 を 研 究 し、Dolichopithecus
（Kanagawapithecus）leptopostorbitalis を記載した。1988 年より諏訪元がエチオピアでの鮮新世
―更新世のヒト上科化石研究を行った。それに関連して歯の形態、特にエナメル質厚と微細咬耗
の研究を行った。これらを通じて諏訪元は、その後のヒト族と Chorolapithecus という重要な化
石の発見を行う基盤を作った。
1993 年より國松豊が東アフリカにおける霊長類古生物学研究を推進した。特に中新世霊長類
である。Nacholapithecus, Nakalipithecus などの発見に関与し、オナガザル上科の化石も見出して
いる。また、清水大輔らとともに食性推定のために、エナメル象牙境形態や歯の微細構造を研究
した。國松豊は、さらに Lufengpithecus などテナガザルとオランウータンの系統発生に関する古
生物学研究をアジア、とくにタイと中国で研究を進め、タイ北部と東北部でヒト科化石を発見し
た。古人骨の骨考古学的研究では集団間比較と活動痕、生活痕、病痕、傷痕を評価すること、ま
た骨の元素構成から食性推定を行った（毛利俊雄と片山一道）
。國松豊の転出（2011 年）に伴っ
て進化形態分野における古生物学的形態学研究は途絶した。
頭蓋骨とその他の形態学
顔部分を含む頭骨は脳を容れ、咀嚼器官・感覚器官・呼吸器官、さらに発声装置を含み、ひじょ
うに機能的に多様であり、また、多くの複雑な形状をした骨で構成されている。このため頭骨の
研究は、ひじょうに長い歴史があり、霊長類に関しても、大脳化との関連からも多くの研究があ
る。1979 年より 2015 年まで、毛利俊雄が研究を進めた。非計測的特徴（形質）について、日本
人の地域集団・縄文時代の地域集団について集団間での頻度変異と集団の系統地理学を研究した。
ヒト以外の霊長類への応用は、しかし、困難で、舌下神経管などの頻度変異のみが報告されてい
る。形態形質は、
集団遺伝学や分子系統学研究で扱われる遺伝的形質とは異なり、
多遺伝子によっ
て複雑に決定される。究極的にはこれらの遺伝子を明らかにすることで形態変異が明らかにされ
るのであろうが、それにはゲノム解析が待たれるところであり、2016 年に加わった伊藤毅によっ
て研究が進められるであろう。これに関しては、
前に述べた交雑個体の骨格資料が有効であろう。
また地域集団内での変異性・変異幅を考えるには多くの材料が必要とされることも隘路となった。
この非計測的特徴についての個体発生過程における変動（疾病・傷害・アルコールやたばこ・栄
養不良など）の影響を検討すること、ヒトに関して片山が行っている、そしてこれらは皮膚隆線
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の研究にも該当する（岩本光雄・Bambang Suryobroto 研究）
。
マカクの表面で計測される計量的頭骨形態比較は、
Albrecht（1975）が徹底的におこなっており、
多様性研究としては難しいところであり、成長と性差についての種間比較をカニクイザル種群の
4 種間で行っている。
霊長類進化形態学の将来
形態を観察し計測することにおいて、さまざまな計測器が開発され、用いられてきた。形態分
野では、古くは各種人類計測器から、2 次元座標計測器（ディジタイザー）
、3 次元座標計測器が
導入された。写真測量法の一種である Structure from Motion 法による 3 次元計測も可能となった。
時代は、さらに表面形態にとどまらず、
内部構造の解明に向かった。これまで骨を切断するといっ
た破壊的手法（木村賛、材料力学的研究）
、あるいは精度の低い X 線回転撮影法による研究など
があったが（近藤四郎）、最近では X 線 CT や MRI などの断層撮影装置が使われ、骨や歯の構
造（國松豊・清水大輔）
、副鼻腔の形態（西村剛・伊藤毅）
、頭蓋冠骨の皮質厚さと脳鋳型レリー
フの加齢研究（Nguyen Van Minh・毛利俊雄・濱田穣）が行われている。こうした研究は、CT（X
線断層撮影）、特に高解像度の µCT によって可能となった。MRI により筋や腱といった軟部組
織の撮像が可能になったことにより、CT による骨格の撮像を合わせて、運動器の構造解析もで
きるようになりつつある。こうした計測・解析機器の進歩によって、手指を動かすといった微細
な筋の機能が高精度に解明されつつある（遠藤秀紀・若森参）
。Spring-8 などによる超微細構造
の解析も可能である。
形態と対をなすべき「機能」の分析にも、
開発の余地はまだ多く残されている。力学分析では、
床反力計に加えて圧力分布計なども開発され導入されてはいるが、パラダイムシフトと言えるレ
ベルにまでは至っていない。その中で、上でも述べた Structure from Motion はブレークスルー
を予感させる。コンピュータやビデオカメラの能力の向上とともに、極めて強力なツールとなる
可能性を秘めている。
位置的行動の分析と形態分析のどちらにおいても、コンピュータの能力向上が重要である点は
変わりない。機能的 CT や MRI を用いた解析では、現在でもコンピュータに容量を大きく越え
る計算負荷をかけることが多い。処理速度やメモリ容量の改善により、CT や MRI の動画等も
可能になるはずで、機器性能の向上が強く期待される。上に述べた Structure from Motion 法以
外にも、シミュレーション法はコンピュータの性能の影響を大きく受ける。遺伝的アルゴリズム
の導入により、順動力学的シミュレーションは大きく進展したが、コンピュータの負荷も増大し
ており、今後の発展のためにはコンピュータそのものの発達が欠かせない。形とその機能を見る
という一見シンプルな研究だからこそ、コンピュータの計算能力の向上は、単に量的なだけでは
なく質的な革新的変化をもたらす可能性が大きい。形態記述と比較において、単変量統計から多
変量統計学へ、時系列解析や平滑化、アロメトリー、そして幾何学的形態計量学などが発展し、
応用されている。
進化（系統発生）と個体発生学とを結び付けて、
形態を解明しようとする研究方向がある。「個
体発生は系統発生を繰り返す」の新版である。まだその真価は不明であるが、こうした議論に究
極的要因の適応（生態学）を合わせる思考実験を進めていくことになるだろう。ゲノム科学を導
入し、形態形質の成因を究極的に明らめることも可能になりつつある。形態学、
機能形態学は、今、
大きく変わりつつある。
（文責：濱田穣）
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2.1.2

進化系統研究部門

系統発生分野

１）沿革（人の動き）
進化系統研究部門系統発生分野は 1975（昭和 50）年に霊長類研究所の第 1 次構想の最後の部
門「系統研究部門」として設置された。当時変異研究部門の助教授であった江原昭善が教授に昇
任、相見滿助手が着任した。翌 1976（昭和 51）年に瀬戸口烈司助手、野上裕生助教授が着任し、
事務部の木下實が配置換えにより系統研究部門の技官として就任した。1991（平成 3）年 3 月に
江原が定年退官し、1991（平成 3）年 4 月に野上が教授に昇任した。1991（平成 3）年 12 月に瀬
戸口が助教授に昇任し、1993（平成 5）年 3 月に野上が京都女子大学へ転出した。
1993（平成 5）年 4 月には霊長類研究所の改組により系統研究部門が進化系統研究部門系統発
生分野に名称変更となり、高井正成が助手として赴任した。同年 6 月に瀬戸口が理学部地質鉱物
学教室に教授として転出し、1994（平成 6）年 4 月に相見が助教授に昇任した。1995（平成 7）
年 2 月に茂原信生が教授として赴任した。1996（平成 8）年 3 月に内田亮子が助手として赴任し
たが、1997（平成 9）年 2 月に千葉大学に助教授として転出した。1997（平成 9）年 12 月には後
任として本郷一美が助手として赴任した。2006（平成 18）年 3 月に茂原が定年退職し、本郷が
総合研究大学院大学に助教授として転出した。2006（平成 18）年 4 月に高井が教授に昇任し、
2007（平成 19）年 3 月には相見が停年退職した。2007（平成 19）年 4 月にそれまでの助教授と
助手が准教授と助教という名称に変更され、西村剛が准教授として赴任した。2008（平成 20）
年 4 月には江木直子が助教として赴任し、現在に至っている。
本部門に在籍した大学院生は多数いるが、松本真（現：川崎医科大学）
、名取真人（現：岡山
理科大学）、ソロモン・イルガ Solomon Yirga（エチオピア出身）
、高井正成、小林秀司（現：岡
山理科大学）
、タウン・タイ Thaung Htike（ミャンマー出身、現：メイッティーラ大学）
、ジン・
マウン・マウン・テイン Zin Maung Maung Thein（ミャンマー出身、現：マグウェー大学）、伊
藤毅（現：京都大学霊長類研究所進化形態分野）
、西岡佑一郎（現：早稲田大学高等研究所）が
京都大学理学研究科の博士号を取得している。またインドネシア出身のアムシール・バカール
Amshir Bakar が外国人研究者として 1978-79 年に在籍し、博士号を取得している。
２）海外での研究活動
本分野では発足当初から海外での調査活動が多く、アフリカ、南米、東アジアの 3 地域で現生
および化石霊長類に関するフィールドワークや博物館での標本調査を行ってきた。その全ての調
査を列挙するのは紙面の都合で無理なので、主な海外調査だけを紹介する。
アフリカにおける発掘調査
1979（昭和 54）年から、生活史研究部門の河合雅雄を中心としたアフリカの霊長類の研究に
江原・野上が参加し、エチオピアにおいて初期人類化石の調査を開始した。この計画の一環とし
てソロモン・イルガを留学生として受け入れ、1987（昭和 62）年に江原・相見・イルガで予備
調査を行った。しかしエチオピア政府から外国人による現地調査の全面停止の方針が出され、翌
年からの調査を断念するのやむなきに至った。
インドネシアにおける現生・化石霊長類調査
東南アジア島嶼部の霊長類の進化史と系統関係の解明を目指して様々な調査が行われた。江原
は 1976（昭和 51）年に、インドネシアのスマトラの西に浮かぶメンタウェイ諸島で霊長類の骨
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格資料の収集をおこなった。また、相見は 1977（昭和 52）年からインドネシアのジャワ島で化
石発掘調査に参加し、同島から初めてブタオザルの化石を発見・報告し、出土した層準の明確な
化石資料を基に、ジャワ島の哺乳動物相の変遷を明らかにした。1981（昭和 56）年以降は現生
霊長類の種分化の研究を行い、大スンダ列島から小スンダ列島におけるカニクイザルの地理的変
異を調査した。またスマトラではラングール類の分布や系統関係に関する調査を行い、新亜種を
記載した。また各種ラングールの毛色の変異、頭骨の形態特徴などに基づいて系統関係を明らか
にした。
南米における化石発掘調査
日本モンキーセンターが 1970（昭和 45）年から行っていた新
世界ザルの現地調査を、1976（昭和 51）年から本研究所が引き
継ぎ、当時の形態基礎研究部門教授の近藤四郎が代表者となっ
て調査を継続することになった。1977（昭和 52）年の調査から
瀬戸口が参加し、ボリビアのサジャ地域（漸新世末）とコロン
ビアのラベンタ地域（中期中新世）で広鼻猿類化石の発掘調査
を開始した。1981（昭和 56）年から野上が研究代表者を引き継ぎ、

発掘調査をラベンタ地域に絞って調査を継続することになった。 図 1：Branisella の新標本。
1981 年からは大学院生だった名取が、1988（昭和 63）年からは小林と高井がこの調査に加わった。
名取はマーモセット科広鼻猿類の、小林はティティ属広鼻猿類の形態学的研究を行い、それぞれ
博士号を取得した。高井はラベンタでの調査でリスザルの祖先種と言われている Neosaimiri の
遊離歯化石を大量に発見し、その解析をもとに博士号を取得した。また高井は 1994（平成 6）年
からボリビアでの調査を再開し、サジャ地域からは最古の広鼻猿類化石 Branisella の新標本を発
見した（図 1）
。しかし南米での政治状勢が不安定化したため、2000（平成 12）年に継続的な発
掘調査は終了することになった。
ミャンマーにおける化石発掘調査
1997（平成 9）年からは、茂原（代表者）と高井が中心となっ
て東アジアにおける霊長類化石の発掘調査を開始した。まず中
国雲南省の元謀地域（後期中新世）における発掘調査を予備的
に試みたが、中国側の事情により本格的な発掘調査には至らな
かった。翌年以降は調査対象地域を変更し、ミャンマーのポン
ダウン地域（中期始新世末）において初期真猿類とされる化石
霊長類の化石発掘調査を開始した（図 2）
。発掘調査初日から新

種の霊長類化石の発見に成功し、以降ポンダウン霊長類相の発 図 2：Myanmarpithecus。
掘と解析につとめている。ポンダウン地域には日本隊以外にフランスの調査隊も入っているが、
両調査隊の成果を合わせると、現時点で 10 属 12 種の霊長類が見つかっている。ミャンマーでの
調査隊には、現在本分野の教員となっている西村と江木も加わり、大学院生であった伊藤と西岡
も参加している。またミャンマーからは 2 名の留学生（タウン・タイ、ジン・マウン・マウン・
テイン）を受入れ、共同発掘調査を行った。このうちタウン・タイ、ジン・マウン・マウン・テ
イン、西岡の 3 名がミャンマーでの発掘調査の成果をもとに博士号を取得した。
茂原が 2006（平成 18）年に定年退職した後は、高井が代表者を引き継いだ。現在は主にイラ
ワジ層（後期中新世～前期更新世）を対象に発掘調査を行い、これまでに 3 種類のコロブス亜科
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の新種化石を報告し、化石哺乳動物相の変化に関して研究を進めている。
台湾の化石霊長類相の調査
2009（平成 21）年から高井が教務補佐員であった荻野慎太郎と共に、台湾南部の左鎮地域（前
期更新世末）から見つかっていた霊長類化石の再検討を始めた。現在の台湾にはオナガザル亜科
マカク属のタイワンザル Macaca cyclopis しか生息していないが、左鎮の標本にはマカク Macaca
sp. とコロブス亜科のキンシコウ Rhinopithecus の歯が含まれている事が判明した。少なくとも前
期更新世の段階では、台湾にはマカクとキンシコウの 2 種類の霊長類が生息していたが、更新世
後半にキンシコウが絶滅してマカクだけが生き残ったのだと考えられる。
また台湾の西にある澎湖海峡の海底から現地の漁師の手で引き上げられていた後期更新世の動
物化石群の中に原始的なヒト Homo の下顎骨がある事が判明し、
「アジア第 4 の原人」化石とし
て台湾の研究者等とともに発表した。
東アジアの更新世の化石霊長類に関する調査
中国南部の広西壮族自治区には石灰岩のカルスト地形が発達して
いる。高井らは中国科学院古脊椎動物・古人類研究所がおこなって
いた同自治区の崇左地域の 14 の洞窟での動物化石の発掘調査に 2007
（平成 19）年から参加し、数千個に上る霊長類の遊離歯化石の解析
を行っている
（図 3）
。その結果、
現地には同所的に少なくとも 9 属
（ヒ
ト Homo、 ギ ガ ン ト ピ テ ク ス Gigantopithecus、 オ ラ ン ウ ー タ ン
Pongo、テナガザル Nomascus、プロキノセファルス Procynocephalus、
マ カ ク Macaca、 キ ン シ コ ウ Rhinopithecus、 ド ゥ ク ラ ン グ ー ル

図 3：遊離歯化石。

Pygathrix、リーフモンキー Trachypithecus）の霊長類が生息していており、前期～後期更新世に
かけて霊長類相の構成が変化してきたことを明らかにした。現在、複数種を含むと考えられてい
るマカク属の遊離歯のより詳細な解析を進め、種レベルの同定を試みている。またベトナム北部
や中国河南省で見つかっていたオナガザル亜科（Procynocephalus または Paradolichopithecus）の
頭骨化石の解析を行い、その進化史についても検討している。
３）国内における形態学的研究
西村や江木が中心となり、X 線 CT（コンピューター断層画像法）や MRI（磁気共鳴画像法）
を用いた非破壊的な内部構造の研究が進んでいる。
鼻腔の機能適応（西村）
鼻腔は、嗅覚・吸気の温度や湿度の調整、粉塵の除去、音声の
共鳴など、さまざまな機能を担っているが、頭蓋内部にあってア
プローチが難しく、かつ構造が複雑である。その機能適応を、CT
や MRI による形態分析と、数値シミュレーション等により実証的
に明らかにしようとしている。ヒトでは、サル類に比べて温度・
湿度の調整機能は低下していることが、サル類では鼻腔形態は、
温度・湿度調整の機能適応より、むしろ周辺構造の形態進化によ
り受動的に決まっていることがわかった。このようなヒトとサル
類の比較を通じて、サル類における鼻腔形態の進化プロセスを明 図 4：鼻腔の解析（CT 画像）。
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らかにしようとしている（図 4）。
話しことばの起源（西村）
ヒトの話しことばは言語コミュニケーションの媒体であり、
言語の起源と進化を支えた生物学的基盤の一つである。その音
声器官の形態や音声生理は、霊長類の長い進化の過程で、さま
ざまな適応を経て変化してきた産物である。その進化プロセス
を明らかにするために、高解像度 MRI などを使用して、さま
ざまなサル類の声門内部の筋や軟骨形態を比較し、それぞれ音
声に適応的な形態学的特徴を分析している（図 5）
。その結果、
ヒトに特有とされてきた喉頭下降がサル類にも見られることを

発見した。このようなヒトとサル類の比較を通じて、話しこと 図 5：声帯の断面図（MRI 画像）。
ばの霊長類的起源と適応プロセスを明らかにしようとしている。
四肢骨の形態と運動適応（江木）
micro CT を使用して、医療用 CT では
不可能だった微細な構造を撮像し、骨内
部の海綿骨構造や小型動物の皮質骨の厚
さなどを計測・解析している。例えば小
型～中型の霊長類には様々なロコモー
ション（運動行動）が見られるが、これ
らの肘関節の内部構造を比較して、四肢 図 5：踵骨の胎児と成体の比較。（左：外形、右：矢状断面）。
骨関節部内部構造の種間変異と運動適応
を検討している。また、上腕骨頭や大腿顆など異なる可動軸を持つ関節を比べることで、内部構
造の機能形態的な解釈に加えて、体サイズや系統的な制約の影響を検討している。このような骨
構造は成長の間に形成されることから、霊長類研究所に所蔵されている豊富な年齢層のニホンザ
ル標本を使って、成長と骨構造形成のタイミング、体サイズや運動行動変化との関係を観察して
いる。
（文責：高井正成）

2.1.3

社会生態研究部門

生態保全分野

はじめに
生態保全分野と社会進化分野は、相互に頻繁な人事交流があって複雑な歴史をもつ。教授の系
譜でたどると、それぞれ初期の生活史研究部門と社会研究部門、組織再編直前の生態機構分野と
社会構造分野につながる。この 50 年の歴史で生態保全分野を独立に論じるのは困難なので、平
行して社会研究部門、社会構造分野、社会進化分野を参照しつつ、生活史研究部門、生態機構分
野、生態保全分野という流れで、研究をふりかえってみる。

34

I.「生活史研究部門」時代
１）沿革
生活史研究部門は 1970 年 4 月に設置された。当初、杉山幸丸助教授・田中二郎助手・小山直
樹助手・大沢秀行助手の 4 名の教官でスタートした。いっぽうの社会研究部門は河合雅雄教授・
川村俊蔵教授・東滋助手・鈴木晃助手の同じく 4 名の体制だった。1976 年に田中助手が助教授
に昇任し、そののち 1981 年に弘前大学に転出した。この欠員補充の際に、社会研究部門の河合
教授と幸島観察施設の森明雄助手が生活史研究部門に、小山助手が生活史研究部門から社会研究
部門に配置換えした。1983 年に東助手がニホンザル野外観察施設に配置換え、1984 年に大沢助
手が助教授に昇任した。1986 年に小山助手がアフリカ研究センターに転出、大沢助教授が生活
史研究部門から社会研究部門に配置換えした。1986 年度末に生活史研究部門の河合教授が定年
退官したあとは、杉山助教授が教授に、森助手が助教授にそれぞれ昇任し、1988 年に日本モンキー
センターから山極壽一研究員が助教に赴任した。同じく 1986 年度末に社会研究部門の川村俊蔵
教授が定年退官したのち、琉球大学から加納隆至教授が赴任した。
２）研究活動
霊長類の人口動態論
生活史学とは、生物の一生を通じた生活を明らかにすることである。霊長類では、集団の中で
の地位や個体差までを念頭において、生まれてから死ぬまでのいわば「履歴書」を作成していく
ことが可能である。その第一弾として共同利用研究「ニホンザル地域個体群の研究」をおこない、
1974 年に論文集『オスの生活史』をまとめた。ニホンザル雄の出生群からの離脱、群外生活、
他群への加入、そしてまた離脱する経緯についての知見は、その後のニホンザル生活史研究の基
本認識となった。
群れを単位とした人口動態と人口学的パラメータの算出、そしてそれらの変動要因の分析は、
滋賀県霊仙山・京都市嵐山・大分県高崎山・宮崎県幸島などのニホンザル、インドに生息するハ
ヌマンラングール、そしてカラハリ砂漠のブッシュマンで次々と明らかになった。とくにニホン
ザルの人口動態では、個体の社会的地位との関連がクローズアップされた。霊仙山では、餌付け
条件下と餌付けを放棄した自然条件下では大きな違いがあり、餌付け条件下では上位雄が下位雄
に比べてはるかに高い繁殖成功度を示して個体数は急激に増加するが、餌付けを放棄した自然条
件下では上位・下位とも低く、両者の間には微差しかなかった。このことは摂取可能な食物の総
量が繁殖成功度の全般的な高低に著しく効いているが、むしろ総量よりも一部の個体による独占
可能性の差が両者に差をつくり出すことを明瞭に示したものである。ただし、この時点の研究で
は、生まれた赤ん坊について父子判定を行っていないので、繁殖成功度は射精交尾回数などを尺
度としている。
採食行動と繁殖行動からみた生活史
人口動態論から明らかになった事実から、個体レベルの採食戦略と繁殖戦略について、とくに
年齢や社会的地位による行動差をさらに研究する必要が生まれた。高崎山では上位雄と下位雄の
摂取エネルギーを調べたところ、人口餌場では両者の間に 2：1 の差があったが、自然林内での
摂取量を含めると微差に縮まることがわかった。下位雄は林内で長時間採食し、高い採食速度と
幅広い食物メニューをもつことで摂取エネルギーの差を補っていた。しかしながら、採食に要す
る消費エネルギーの増大と自然の食物の低い消化率で、繁殖成功度の挽回には及ばないことも明
らかになった。
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この時期から餌付け群だけではなく、
純野生群で餌付けを経ずに人付けする努力が実を結んで、
自然状態でのニホンザルの採食戦略の実態が明らかになりつつあった。宮城県金華山の落葉広葉
樹林では長期にわたってサルの食物選択を調査した結果、秋から冬になって食物量が低下するに
したがって、
サルは摂取量が減っても消費エネルギーを抑えて凌いでいることが明らかになった。
それでも厳冬期には消費エネルギーが摂取エネルギーを上回り、
秋の蓄えで冬を乗り切っていた。
いっぽうで、鹿児島県屋久島の照葉樹林でも、じゅうぶんに人付けされたサルを終日個体追跡す
ることによって、数多くの食物メニューと採食パッチを用いる実態が明らかになり、各個体が少
しずつ採食パッチをずらして使うことで、潜在的な競争関係を表面化せずに共存している集団構
造があることが示唆された。
雄の繁殖行動については、これまでに性行動の観察は多数あったが、実際にどの雄がどれくら
い子を残しているかはまったく推測の域をでなかった。研究所内で生化学、社会の両研究部門と
共同でチームを組んで、飼育場群ではあるが、一交尾期間中の全性関連行動を記録するいっぽう
で、翌年誕生した赤ん坊について DNA フィンガープリント法で父子判定を行った。その結果、
上位雄は発情雌と長時間コンソートし、下位雄のコンソートと交尾を妨害し、自らはずっと多く
の射精交尾をおこなっているのにもかかわらず、残した子の数は下位雄と大きな差はないことが
初めて明らかになった。雌の場合は、年ごとに別の雄の子を宿す傾向があり、独占権をもつ上位
雄とのコンソートは主として妊娠後におこなうなど、決して受け身ではない選択をしていた。こ
の生化学的手法による父子判定を伴う研究は、このあとの野外個体群での研究スタイルを大きく
変えるきっかけとなる。
野生アフリカ類人猿の生活史と高次行動
西アフリカ・ギニアのボッソウにおける野生チンパンジーの研究は、独自の集団構造を明らか
にし、齢別出産率や個体群成長率、生涯繁殖成功度などを算出するいっぽうで、採食メニューを
広げる道具使用行動の詳細を明らかにしていった。チンパンジーによるナッツ割りでのハンマー
使用を発見しただけではなく、道具を効率よく使うための道具である “メタ道具” 使用や利き手
の存在など、これまで人間独自と考えられていた高次行動を次々と発見していった。ボッソウ・
野生チンパンジーの道具使用の研究は心理部門の協力を得て、これらの行動の発達と伝播を研究
する礎となった。またカメルーンではシロアリ塚を掘り崩してシロアリを採集するための房付き
掘り棒、ザイール（現：コンゴ民主共和国）では地中性のハリナシバチの巣を掘る棒使用を発見
して、チンパンジーの道具文化の地域変異を明らかにしていった。いっぽうでザイール・ルワン
ダ・コンゴのゴリラの採食生態や社会行動の研究から、集団構造の可塑性や雄間の同性愛行動な
どの地域的な変異を明らかにすることにも成功している。また社会研究部門で主におこなわれた
ザイールのボノボ研究にも参画し、アフリカ大型類人猿 3 種の社会行動や音声の分析から、類人
猿の系統分岐やヒト化への道を類推する研究もおこなわれた。複数の類人猿の社会や生態を野外
で比較しながらヒト化を論じる霊長類研究所のスタイルが、ここに始まった。
その他のアフリカ霊長類の生態学的研究
エチオピアの高地草原に生息し、単雄ユニットとそれらの集合をもつゲラダヒヒについては、
その特異的な重層的社会構造を採食と繁殖の両面から明らかにしてきた。また同じエチオピアで
拡散しつつあるマントヒヒとアヌビスヒヒの自然交雑帯についても変異研究部門と共同で現地調
査を進めた。
いっぽうでカメルーンの熱帯雨林に生息するオナガザル類について、ほとんど生態のわかって
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いなかったマンドリルの集団を追跡するとともに、複数種のオナガザル類が共存する森林では自
種隣接群とは縄張りを守って互いに避けながらも他種とは積極的に混群をつくるメカニズムを追
求し、森林の果実生産量と霊長類の果実食との関連についても新たな研究を展開した。カメルー
ン北部の乾燥地帯では、同所的に生息する単雄群のパタスモンキーと複雄群のミドリザルの採食
や繁殖の比較生態学をおこなった。
II.「生態機構分野」時代
１）沿革
1993 年 4 月に霊長類研究所の大部門化がおこなわれて、4 大部門 10 分野 2 施設に再編された。
その際に、社会研究部門は社会構造分野、生活史研究部門が生態機構分野と、名称と位置づけを
変えた。当時、社会構造分野は加納教授・大沢助教授・鈴木助手で、生態機構分野は杉山教授・
森助教授・山極助手という教官構成であった。生態機構分野では 1994 年 12 月に松村秀一助手が
着任し、1998 年 1 月に山極助手が理学部人類進化論の助教授に転出した。さらに 1998 年度末に
杉山教授が定年退職したあと、1999 年に札幌大学から上原重男教授が赴任した。社会構造分野
では 2000 年度末に加納教授が定年退官したあと、森助教授が教授に昇任した。また、2000 年 8
月に杉浦秀樹助手が着任し、2000 年度末に鈴木助手は定年退官した。生態機構分野では森教授
昇任あとの助教授ポストには、2001 年にマイク・ハフマン助教授が着任した。2001 年度の時点で、
社会構造分野は森教授・大沢助教授・杉浦助手、生態機構分野は上原教授・ハフマン助教授・松
村助手となった。2001 年に松村助手がイギリスに留学して生態機構分野の助手が空席になった
のち、2004 年に橋本千絵助手が着任した。社会構造分野では 2005 年度末に大沢助教授が定年退
官したあと、2006 年 10 月に半谷吾郎助教授が着任した。また 2005 年度末に森教授が定年退職
したのち、2008 年 2 月に明治学院大学から古市剛史教授が赴任した。学校教育法の改正に伴い、
2007 年 4 月から助教授は准教授、助手は助教という職名となる。社会構造分野では 2008 年 3 月
に杉浦秀樹助教がニホンザル野外観察施設の准教授になり、さらに 2008 年 4 月に発足した野生
動物研究センターに配置替えとなって、社会構造分野の助教が空席となった。
２）研究活動
ニホンザルの採食・繁殖生態と個体群動態
ニホンザル個体の社会的地位と採食・繁殖戦略の関係の解明に関する研究は、この期にも研究
のメインテーマであり、大分県高崎山・宮崎県幸島・鹿児島県屋久島・宮城県金華山の餌付け群
および純野生群を対象に続けられた。食物の時間的・空間的な分散が変化するもとで、性・年齢・
社会的地位の相違が採食行動にあらわれる差の把握につとめ、また栄養量測定に基づく摂取栄養
量の把握と繁殖成功度との関連を検討した。
とくに幸島では採食スピードの時間的変化の解析と、
性成熟の遅滞現象に焦点を置いて研究が進められた。高崎山ではサルの生息数の増加に伴い、食
物となる資源が劣化している状況を量的に調べた。その結果、食物の劣化について、樹木の枯死
だけでなく、開葉・開花・結実の時期の遅れや林床植生の増加、土壌の硬化など多岐にわたって
影響が現れていることがわかった。その上で雌たちは優劣順位に対応して自然の食物と人工の食
物の摂取割合を変化させており、食物をめぐる競合が雌の繁殖に重要な影響を与えていることが
判明した。ただ、雌は出産すると順位の高低にかかわらず餌場で人工餌を優先的に摂取でき、雄
も新生児をもつ雌を許容するために、優劣の差が軽減されることも示唆された。
屋久島の純野生群では、人為によるニホンザル分布への影響を分析するため、植林地や伐採地、
さらには猿害のでている農耕地付近でのサルの出現頻度や生息数を調べた。もっとも果実が豊か
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な 10-11 月にかけて採食行動を調査した結果、異なる果実の選択にしたがって群れの遊動コース
が変わり、これが群れ間の出会いに大きく影響していることが明らかになった。また交尾行動を
観察し、行動から予測される父親と DNA による父子判定から確定された父親との相違を調べて
いるが、およそ生まれた子の半数が群れ外雄の子であることが明らかになった。屋久島では初め
て標高の高い地域のニホンザルの調査をおこない、
食物の豊富な海岸域に比べて群密度は低いが、
食物資源の密度に対応するほどは低くないことが判明した。
金華山のニホンザル雌を対象に、糞中ステロイドホルモン濃度を測定することによって、生殖
生物学的な特徴を調べた。これにより、野生ニホンザルで不明であった排卵と受胎の時期および
妊娠期間についてのデータを得ることができた。また交尾や顔の赤さといった発情の兆候が内分
泌動態に依存しており、排卵周辺期にピークとなることがわかった。
アフリカに生息する大型類人猿の行動・生態
全個体識別のもとに長期追跡してきたギニア・ボッソウの野生チンパンジーについて、ナッツ
割りをはじめとする道具使用の詳細な観察と VTR 記録の分析や整理を進めるいっぽうで、野外
実験を含めた道具使用行動全般についての発達・伝播の記録・解析をおこなった。また近隣個体
群との遺伝的・文化的な交流関係の分析のため、隣国コートジボワールにまで広がるニンバ山地
での調査を開始した。
ここでは生息地での資源量測定と土地利用や採食量把握の資料を収集して、
分析をおこなった。
またザイールのカフジ＝ビエガ国立公園では同所的に生息するゴリラとチンパンジーの採食生
態に関する研究をおこなってきたが、政治状況の変化でウガンダ・ブウィンディ国立公園とガボ
ン・プティロアンゴ保護区で新たに調査を開始した。山地林と海岸林という異なる環境では 2 種
の類人猿が比較的高い生息密度で生息し、互いに遊動域を重複して共存していることが明らかに
なった。植物フェノロジーのデータと合わせた議論をおこない、果実が少ない時期にはゴリラは
THV（Terrestrial Herbaceous Vegetation）に食物をシフトするのに対し、チンパンジーは果実に
固執し、果実を求めて遠距離まで遊動することがわかった。
タンザニアのマハレ山塊にすむチンパンジーをめぐる種間関係の研究では、同所的に生息する
大・中型昼行性哺乳類の個体群におよぼすチンパンジー M 集団の狩猟圧について研究を進めた。
また釣り道具を利用してシロアリを採食するかどうかが集団ごとに異なる背景を、地域ごとのシ
ロアリ相の違いに基づいて検討をおこなった。
同様に集団間の差が大きいアリ食行動についても、
その背景にあるアリ相の量的比較を試みている。野外チンパンジーの雌の繁殖パラメータは、地
域集団間で差があることが知られている。生息地の環境要因が活動パターンに影響を及ぼし、栄
養状態を介して雌の生殖能力に差を生じさせると予測される、タンザニア・マハレ山塊、ギニア・
ボッソウに生息するチンパンジー雌を対象に、活動パターンおよび糞中生殖関連ホルモン濃度の
比較をおこなった。またチンパンジーが森林内で利用する階層と森林内微気象との関係を調べ、
体温調節のコストという観点から検討を加えた。
スラウェシマカクの寛容型社会
ニホンザルなどのマカク類が雄間の順位が明確で、食物や雌を巡って激しく争う専制型社会で
あるのに対して、スラウェシマカクでは緩やかな優劣スタイルの特徴をもつ寛容型社会をもつ。
集団構成メンバーの空間的近接や雄のラウドコールなどの資料を重点的に収集した。またサルの
採食生態を調査地の植生との関連で検討し、長期観察から得られた群れどうしの出会いや個体群
動態に関する資料を分析することにより、群れ間競合と群れ内競合、および群れの分裂について
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研究を進めた。野外観察と並行して、サルの社会行動に関するゲーム理論をもちいた研究や個体
の空間分布に関するシミュレーション研究もおこなった。
II.「生態保全分野」時代
１）沿革
上原重男教授が 2004 年 8 月に現職のまま他界したあと空席になっていた生態機構分野の教授
であるが、渡邊邦夫教授がニホンザル野外観察施設から生態機構分野に配置換えになることを機
に、2008 年 4 月に社会構造分野が社会進化分野に、生態機構分野が生態保全分野に名称を変えた。
それまで社会構造分野は古市剛史教授と半谷吾郎准教授、生態機構分野はマイク・ハフマン准教
授と橋本助教であったが、再編成時にそれぞれの専門性を考慮して、ハフマン准教授と半谷准教
授がそれぞれ社会進化部門と生態保全部門に配置換えとなった。2009 年 2 月に社会進化分野に
辻大和助教が着任した。2012 年 4 月に渡邊教授が定年退職したあと、大学共同利用機関法人・
総合地球環境学研究所から湯本貴和教授が赴任した。その結果、2012 年度から生態保全分野は
湯本教授・半谷准教授・橋本助教、社会進化分野は古市教授・ハフマン准教授・辻助教の体制と
なった。
２）研究活動
ニホンザルの採食・繁殖生態と個体群動態
この期になると生態保全分野では、主として人為的影響の少ない環境にすむ野生ニホンザルを
ベースにして、ニホンザルと環境との関係、他生物との関係に着目しながら、個体群生態学、採
食生態学、行動生態学、生物間相互関係などの観点から研究を進めるようになる。屋久島の瀬切
川上流域では、森林伐採と果実の豊凶の年変動がニホンザル個体群に与える影響を明らかにする
目的で、
「ヤクザル調査隊」という学生などのボランティアの調査グループを組織して、1998 年
以来調査を継続している。この資料を基に、ヒトリザルの密度とその地域変異・地理変異につい
て分析した。海岸部では、イチジク属アコウの果実（果嚢）を採食する果実食者の定置観測をお
こない、ニホンザルの果実の持ち去りについての貢献度を明らかにした。またニホンザルのキノ
コ食の多様性と行動パターン、およびサルによる菌の胞子散布についての研究をおこなった。屋
久島と大峰山脈において、シカの密度と植生の変化についても調査を進めた。
野生チンパンジーとボノボの社会生態学的研究
ウガンダ・カリンズのチンパンジーとコンゴ民主共和国・ワンバのボノボについて、社会生態
学的研究を行っている。チンパンジーやボノボの行動や社会関係が環境からどのような影響を受
けているのかを明らかにすることを目的に、チンパンジー・ボノボの遊動や行動のデータを積み
重ねるとともに、定量的な植生や果実量の調査を並行しておこなっている。また非侵襲的試料に
よる生殖ホルモン動態の研究、非侵襲的試料による病歴や遺伝的間研究の研究、隣接する 2 集団
の関係に関する研究などもおこなっている。コンゴ民主共和国ルオー学術保護区では、植生のモ
ザイクと果実生産性がいかにボノボの遊動に影響を与えるかについて、植生調査と果実センサス
を組み合わせた方法で研究を行なっている。
東南アジア熱帯林や中国の霊長類の社会生態学的研究
インドネシア・中央スラウェシにおいて、トンケアンマカクとヘックモンキー間の種間雑種の
繁殖に関する継続観察をおこなった。インドネシア・西スマトラ州およびリアウ州・ジャンビ州
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において、各種霊長類や大・中型哺乳類の分布変遷の様子を明らかにすることを目的にした現地
住民への聞き取り調査も敢行した。マレーシア・サバ州のダナンバレー森林保護区では、昼行性
霊長類 5 種の共存メカニズムを明らかにするために、密度センサス、行動観察による食性や遊動
の調査をおこなった。またマレーシア・サバ州のスカウで行動観察とセンサスをもとに、テング
ザルやブタオザルの生態や社会構造についての研究を開始した。その結果、テングザルが夜間に
反芻行動をおこなうことが初めて確認された。中国陝西省秦嶺山脈のキンシコウを対象に、社会
の重層構造に着目して研究を進めた。
アフリカ熱帯林に棲息する野生霊長類の研究
野生霊長類が同所的に棲息するウガンダ・カリンズ森林保護区で、ブルーモンキー、レッドテ
イルモンキー、ロエストモンキーの混群形成、シロクロコロブスの採食生態などに関する生態学
的研究を継続している。また霊長類の複数種を扱って、宿主と寄生虫の関係を理解すべく寄生虫
学的調査も開始した。6 種の昼行性野生霊長類を対象とし、糞サンプルを採集した。サンプルは
現地で解析をおこない、
虫卵観察と虫卵数測定を実施した。また DNA 解析用として 70％エタノー
ルにサンプルを保存し日本へ持ち帰っている。
おわりに
野生霊長類の 634 の種および亜種のうち、約 50％は絶滅の危惧種に瀕しているとされる。と
くにアジアでは 70％の霊長類が IUCN のレッドリストで絶滅の危機度の高い絶滅危惧 I 類（CR,
EN）とⅡ類（VU）に分類されている。いまや野生霊長類の調査研究は、保全活動を抜きにして
は考えられない。京都大学が長年にわたって調査研究をおこなっており、
「ヤクザル調査隊」と
いうかたちでボランティアも巻き込んで調査を継続している屋久島では、屋久島研究者と地元住
民の情報交換と議論の場として 2013 年に「屋久島学ソサエティ」
（初代会長：湯本貴和）を設立
した。研究者の知見を島の持続的な発展に活かす機会をひろげようとするものである。このよう
な地元住民と協働して野生霊長類を保全するとともに、地域住民の生活も守っていくような仕組
みを創り出すことが社会的に求められている。
他方、「双眼鏡とノート」で始まった野生霊長類のフィールド研究であるが、いまや野外で
DNA やホルモンを採取し、その分析をおこなうことで、新たな段階を迎えている。マイクロサ
テライト法による父子判定や性ホルモンによる排卵期の確定など、これまで知りたくても知りよ
うがなかった基本的な情報を行動観察に組み込むことが可能になったことは、この 50 年でもっ
とも大きな技術革新といえる。また GPS の精度向上と GIS の技術発展により、正確な遊動の把
握はもとより、地形・植生などの情報を簡単に重ね合わすことができるようになった。そのため、
教員も大学院生も単に霊長類をフィールドで追跡するだけでなく、さまざまな技術を要求される
ようになっている。
今後は、このような次世代型のフールドワークを日本国内だけでなく、アジア・アフリカ・南
米など、多種多様な霊長類の生息する国々出身の研究者自らが発展されていくための学びの場と
して機能できるような環境整備を図らなくてはならないと考える。
（文責：湯本貴和）
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2.1.4

社会生態研究部門

社会進化分野

はじめに
現在の社会生態部門の社会進化分野と生態保全分野は、さまざまな人事交流を経て現在に至っ
ているが、教授の系譜でたどると前者が社会研究部門、社会構造分野、社会進化分野という系譜
をたどり、後者が生活史研究部門、生態機構分野、生態保全分野という系譜をたどる。本稿では
主として社会進化分野につながる系譜について述べる。生態保全分野につながる系譜については
生態保全分野の項を参照されたい。
１）沿革
社会研究部門時代
社会研究部門は 1969 年に河合雅雄教授、川村俊蔵教授、東滋助手、鈴木晃助手の 4 名の体制
でスタートした。1981 年に生活史研究部門の田中助教授が弘前大学に転出したが、この欠員補
充の際に、河合教授が生活史研究部門に配置換えし、かわって生活史研究部門の小山助手が生活
史研究部門から社会研究部門に配置換えした。1983 年に東助手がニホンザル野外観察施設に配
置換えし、1986 年には小山助手がアフリカ地域研究センターに転出、かわって大沢秀行助教授
が生活史研究部門から社会研究部門に配置換えした。1987 年に川村教授が定年退官したあとは、
加納隆至教授が琉球大学から転任した。この時点で社会研究部門は、加納教授、大沢助教授、鈴
木助手の 3 名の体制となった。
社会構造分野時代
1993 年 4 月に霊長類研究所の大部門化が行われ、4 大部門 10 分野 2 施設に再編されたときに、
社会研究部門は社会生態部門の社会構造分野、生活史研究部門が同じく社会生態部門の生態機構
分野に再編された。2000 年には杉浦秀樹が助手に就任し、社会構造分野は 4 人体制となった。
2001 年に加納教授が定年退職したあと、生態機構分野の森助教授が教授に昇任した。2002 年に
鈴木助手が定年退職したあとは助手の補充はなく、3 名体制となった。2006 年度に森教授と大沢
准教授が定年退職したのち、半谷吾郎が准教授に就任し、少し期間をおいて 2008 年に明治学院
大学から古市剛史教授が転任した。杉浦助教は 2009 年に野外観察施設の准教授になり、その直
後新たに設立された京都大学野生動物研究センターに転出した。この時点で社会構造分野は古市
教授、半谷准教授の 2 名の体制となった。
社会進化分野時代
2008 年 2 月の古市教授の赴任を機に、社会構造分野と生態機構分野のメンバー構成と分野名
の見直しが行われ、2008 年 4 月に社会進化分野と生態保全分野が発足した。社会進化分野には
古市教授と生態機構分野にいたマイク・ハフマン准教授の 2 人となり、定員削減によるローテー
ションの影響で少し遅れて 2009 年 2 月に辻大和助教が就任した。
２）各時代の研究活動
社会研究部門時代には、日本の霊長類学の金字塔であるニホンザルの文化的行動の発生と伝播
に関する研究を行った河合と、姉妹間では年少の娘の方が順位が高くなるという末子優位の原則
をはじめとするニホンザルの順位構造の研究を行った川村を中心として、ニホンザルの生態と行
動の研究が盛んに行われた（図 1

ニホンザルの芋洗い行動）
。東と鈴木は、それまで研究の中
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心であった宮崎県の幸島や大分県の高崎山、京都府
の嵐山などの研究から離れ、下北半島、志賀高原、
木曽地方、屋久島などへと研究の場を拡大した。一
方で河合はエチオピアのマントヒヒ、カメルーンの
マンドリルなどに研究対象を広げ、鈴木はオランウー
タンの研究に着手している。また大沢が着任してか
らは、カメルーンのパタスザルにも研究対象が広が
り、都井岬の馬やケニアのシマウマなど、霊長類以
外の動物の生態と行動に関する研究も進んだ。1987
年に川村にかわって加納が教授になったあとは、加

図1

納がそれまで手がけてきたザイール（現コンゴ民主共和国）の
ボノボの研究が大きな柱となった。
社会構造分野時代には、加納によるボノボとチンパンジーの
研究、大沢によるパタスザルとシマウマの研究、鈴木によるオ
ランウータンの研究、杉浦と半谷によるニホンザルの研究、半
谷によるマレーシアのリーフモンキーの研究が行われる一方、
大学院生等によりザイールのボノボ、ウガンダのチンパンジー、
コロンビアのクモザル、都井岬のウマの研究なども進められた。
2001 年に加納にかわって森が教授になってからは、エチオピア
とサウジアラビアのマントヒヒの研究も行われるようになった。
2008 年には古市が教授になり、ボノボとチンパンジーの研究が
受け継がれることになった
（図 2 野生ボノボのメスたちの集まり）
。
2008 年に発足した社会進化分野は、主として行動と社会構造

図2

の進化を扱うことになった。古市はボノボとチンパンジーの行動と生態の研究を継続する一方、
化石人類学の研究者と協力して初期人類の誕生と進化の過程についての研究も進めた。ハフマン
はニホンザルの石遊び行動やチンパンジーの薬草利用行動など、文化的に発生、伝承される可能
性のある行動の研究を進める一方、ベトナムにおけるマラリアの人獣共通感染症の進化や、パキ
スタンとインドの霊長類の種分化の研究など、大きく研究の場を広げた。一方辻は、ニホンザル
の採食行動を中心に据えつつ、インドネシアのルトンの研究に着手するほか、日本国内ではイタ
チ類など霊長類以外の動物の採食行動についても研究を展開させた。また、大学院生はタイのベ
ニガオザルの研究を独自に進めた。またこの時期には、社会構造分野時代から始まった研究手法
広がりが大きく進展した。フィールドで採取される糞や尿のサンプルから収集される DNA、各
種ホルモン、免疫抗体などの分析を行動の観察データ等と融合させ、個体間の血縁関係や集団内・
集団間の遺伝的多様性、性サイクルと行動との関係、人獣共通感染症の実態、ボノボの種分化の
過程などについての研究が進んでいる。
（文責：古市剛史）

2.1.5

認知科学研究部門

認知学習分野

１）沿革
現在の認知科学研究部門認知学習分野は、研究所創設時に発足した心理研究部門を前身として
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現在に至っている。
心理研究部門時代
研究所創設まもなくに発足した心理研究部門は、霊長類の行動、主として実験的な研究を行う
部門として 1968 年に設置された。発足当初は園原太郎（文学部併任）が教授としてその職務に
あたり、同年 8 月には室伏靖子が助教授として着任し具体的な研究活動が開始された。同年 12
月には浅野俊夫、翌年 1969 年 4 月には井深（旧姓：渡辺）充子が助手として着任した。また
1970 年には南雲純治が技官として着任し、園原、室伏、浅野、渡辺（井深）
、南雲の 5 名が発足
当時の構成員であった。また開始時に心理学実験用ならびに行動観測用の実験室も設置された。
1971 年の園原の任期満了の後、1975 年に室伏が教授に昇任、1972 年に小嶋祥三が助手として
着任、また井深の辞職（1975 年）に伴い、1976 年にその後任の助手として松沢哲郎が着任した。
また 1979 年には浅野が助教授に昇任した。その後しばらくの間は、室伏、浅野、小嶋、松沢、
南雲という体制であった。また、1977 年に小島哲也が心理研究部門で研究活動を行う初めての
大学院生として研究活動を開始している。
1986 年に小嶋が神経生理研究部門（久保田競教授）の助教授に昇任し、翌 1987 年に心理研究
部門で大学院を過ごし博士号を取得した藤田和生が助
手として採用された。同年に 3 月に浅野が愛知大学に
転出し、9 月に松沢が助教授に昇任した。翌 1988 年 4
月に正高信男が助手として採用された。
1989 年に心理研究部門創設時から長らく研究を支
えた室伏が立命館大学に転出した。その後任には小嶋
が教授として昇任した。翌 1990 年 7 月に正高が東京
大学に転出し、その後任には友永雅己が助手として採
用された。

室伏教授退職記念パーティーでの集合写真。

改組され大部門に移行する直前の部門構成員は、小 心理研究部門のスタッフや卒業生たちが先生
を囲む
嶋、松沢、藤田、友永、南雲という体制であった。
大部門移行後：行動神経研究部門認知学習分野の発足
1993 年 4 月 1 日付で研究所の部門制が改組され、従来の 9 部門が 4 大部門（10 分野）に再編
された。その際、心理研究部門は神経生理研究部門とともに行動神経研究部門に統合された。行
動神経研究部門は、旧心理研究部門を引き継ぐ 2 分野として認知学習分野と思考言語分野、また
旧神経生理研究部門を引き継ぐ分野として行動発現
分野から構成された。旧心理研究部門の研究項目の
一つであった大型類人猿の研究については、新設さ
れた思考言語分野に移行され、チンパンジーなどの
大型類人猿が示す高次の認知機能についての研究を
実験室から野外において総合的に研究することに
なった。思考言語分野には、旧心理研究部門の松沢、
藤田、友永が配置された。いっぽうで、認知学習分
野はその研究のミッションを、ヒトを含む霊長類の
行動について、行動と脳の両面からさまざまな研究 小嶋教授退職時の集合写真。認知学習分野や交
領域との交互作用を念頭におき研究を推進すること 流のあった皆で先生を囲む
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と定義され、小嶋が分野の組織にあたることになった。1994 年 3 月には、単一神経細胞レベル
での神経活動の研究充実をはかるために、同時に発足していた行動発現分野からの配置換えに
よって、中村克樹が認知学習分野助手として着任した。同年 4 月には、東京大学に転出していた
正高が助教授として着任し、ヒトの乳幼児を含めた発達研究や野生霊長類の野外研究との接点を
充実させた。南雲は、旧心理研究部門から認知学習分野の所属となり引き続き各種心理実験の装
置開発や実験プログラムの実装の支援にあたった。このように行動神経研究部門認知学習分野と
しては小嶋、正高、中村、南雲で発足し、研究が開始された。また、1998-99 年においてのみ、
教務職員（技官）が配置され小田亮と杉浦秀樹が歴任した。小嶋は 1999 年から所長を務めた。
2001 年に中村が行動発現分野助教授として昇任した。翌 2002 年 4 月に、その後任に認知学習
分野出身の大学院生であった泉明弘が助手として着任した。2003 年 3 月には、心理研究部門か
ら長く部門と分野を支えた小嶋が、当時の所長職の任期満了と当時に慶應義塾大学に転出するこ
とになった。
2003 年から現在：認知科学研究部門認知学習分野として
2003 年 9 月に、正高が助教授から教授に昇任した。後任の助教授には、2005 年 4 月に松井智
子が着任した。また、ほぼ同時期である 2004 年 12 月には泉が国立精神・神経センターに転出す
ることになった。空席となった助手の定員については、その当時に発足した流動部門多様性保全
分野（正高と遺伝子情報分野の平井啓久が課題推進代表者）へ 2 年間（最終的に 1 年の延長を認
め 3 年間）流用することになった。また、2008 年 4 月に職階名としてそれまでの助教授は准教
授に、助手は助教に改められた。また技官も技術職員と職階名が改められた。2008 年 7 月には
その流用が解消され、助教定員が復帰した。その助教には、香田啓貴が流動部門助教から着任し
た。
2009 年 3 月には心理研究部門の創設時からの構成員であり、心理実験のさまざまな技術支援
をおこなってきた南雲が定年を迎え退職した。分野定員としての技術職員（旧技官）としては、
定員削減が決定していたため、認知学習分野の構成員は教授、准教授、助教の 3 名となった。ま
た、2010 年 11 月には、松井が東京学芸大学に転出した。その後任として、2012 年 9 月に後藤幸
織が准教授として着任した。2015 年 4 月 1 日付で霊長類研究所の部門改組が実施され、それま
での行動神経研究部門認知学習分野は思考言語分野とともに認知科学研究部門を構成し認知科学
研究部門認知学習分野に再編された。心理研究部門発足当時に類似した部門構成となりつつも、
現代的な研究課題設定と研究手法を導入して
時代に即した心理学や認知科学的研究を推進
する部門分野として、部門のミッションが再
定義されている。また、旧行動神経研究部門
として部門を同じくした行動発現分野（分野
名を改め高次脳機能分野）は、新設された神
経科学研究部門へ再編された。このような過
程を経て、現在は正高、後藤、香田が認知科 南雲技術職員退職パーティーでの集合写真。心理研究
学研究部門認知学習分野の構成員として研究 部門時代から認知学習分野に至るなかで、分野を訪れ
教育活動にあたっている。

研究を共にした多くのものたちが集まった。

２）研究活動
以下の記述の一部、とりわけ部門創設から初期の記述については、年報や過去にまとめられた
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「この十年の歩み（1977 年、室伏）
」や「この 25 年の歩み（1992 年、小嶋）
」に基づいている。
心理研究部門時代
部門発足後、室伏と浅野らが中心となって取り組まれた研究課題としては、オペラント条件付
けを基本的な研究手段として、霊長類の行動の法則性やその生物学的な特性について明らかにす
ることであり、いわゆる実験的行動分析にかんする研究が精力的に行われた。当時は、実験的行
動分析の立場からの霊長類にかんする基礎的資料はたいへん乏しいものであったため、こうした
基礎的な資料の収集については国内外において非常に独自性の高い試みであった。とりわけ、ニ
ホンザルを対象にした心理実験遂行にかかわる実験環境の整備や実験遂行の自動化システムにつ
いては、浅野と南雲によって積極的に推進された。
こうした実験的行動分析の研究手法に基づき、最初の 10 年間では、室伏らが選択行動、浅野
が強化スケジュール、渡辺（井深）
、小嶋、松沢が視知覚、視覚弁別、短期記憶などに関わる研
究をおこなった。また神経生理部門との共同研究もおこなわれた。脳の左右半球の機能の相違に
ついて明らかにするために離断脳の研究（室伏）や、視覚短期記憶と側頭葉や前頭葉の役割につ
いて（渡辺（井深）
、小嶋）
、研究がすすめられた。こうした行動と脳の関係にかんする研究は、
神経生理部門の久保田競らと共同してすすめられた。
その後、チンパンジーが導入され心理研究部門の主要な研究課題はチンパンジーの「言語」が
設定された。チンパンジーの「言語」研究プロジェクトの歴史や詳細については、それらを継承
し、現在も研究を推進している思考言語分野の項目を参照されたい。その間に並行してすすめら
れていた主な研究としては、ニホンザルを対象としたものが中心的に行われた。ニホンザルの群
れにおけるオペラント行動の伝播特性、行動経済学、聴覚、音声知覚、聴覚記憶、概念形成、種
認知、鏡像自己認知、音声の可塑性、またコミュニケーションの実験的行動分析の研究など、多
岐に渡った研究がおこなわれた。こうした研究には、部門構成員はもとより、大学院生や特別研
究学生、共同利用研究員が活発に参画し、さまざまな研究者が集い研究を推進した。
認知学習分野発足後
部門改組にともなう行動神経研究部門認知学習分野発足後は、その研究課題はヒトを含む霊長
類の行動について、行動と脳の両面から研究することとした。
小嶋は引き続きチンパンジーの聴覚や音声の諸特徴について心理学的な研究を推進するのと同
時に、ヒト音声言語に見られる発話との相同性についての研究をすすめた。また言語に関係する
問題として、聴覚と視覚の異種感覚統合過程についての研究が、チンパンジーを対象にすすめら
れた。ヒト以外の霊長類では不可能だとかんがえられていた、視聴覚見本合わせ課題をチンパン
ジー 1 頭に習得させることに成功し、先進的な知見を得た。これらの研究には、小嶋や橋彌和秀、
泉らが推進した。また、ニホンザルの聴覚特性、とりわけ音系列の処理について聴覚における全
体的処理過程などの知覚的体制化に関わる研究が泉によってなされた。ニホンザルの聴覚とりわ
け音声知覚などに関する研究は、泉や小嶋、ミユキ・クニエらによってすすめられた。霊長類の
聴覚についての実験心理学的な研究は、呉田陽一も新世界ザルを対象に実験をおこない、霊長類
の聴覚に関する研究を各個人が推進した。
霊長類の聴覚研究に接続性の高い、音声とりわけ音声コミュニケーションについての研究も活
発に展開された。とりわけ正高が、屋久島やマダガスカルなどの調査地での野生霊長類を対象に
した研究を推進し、音声の可塑性や方言などにかんする研究を推進した。それらの研究には、杉
浦や小田、香田がそれぞれ独自に研究を展開した。また、放飼場のチンパンジーの音声コミュニ
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ケーションについても、小嶋と揚妻直樹、岡本暁子らにより実施された。
ヒトを対象にした研究も開始された。とくに、正高はヒトの乳幼児を対象にした言語獲得にか
かわる研究を推進した。言語獲得と動作発達との関連性や、母親などの養育者の行動特性など、
前言語期のヒト乳幼児が効果的に言語獲得を達成する過程やその要因について、さまざまな知見
を明らかにした。また、こうした身体動作に関する研究を発端としながらも、乳幼児の枠組みを
超えて研究が展開された。ろう者の手話獲得や認知に関する研究、またウィリアム症候群などの
さまざまな発達障がい者の言語発達や認知発達特性に関する研究など、
広範な研究が展開された。
分野発足時の課題であるサルやヒトの脳研究も中村や小嶋が開始した。とりわけ、老齢ザルを
対象にした加齢に伴う認知能力低下と前頭前野の機能低下との関連性について研究が精力的にお
こなわれた。この老齢ザルの研究には、小嶋と中村とともに、土田順子、久保南海子、伊藤浩介、
落合牧子らが参加した。また、顔認知にかかわる視線や表情に関する認知神経科学的研究が、中
村や佐藤暢哉らによっておこなわれた。それらの研究には、ヒトも対象に PET や MEG、機能
的 MRI といった脳機能画像研究もおこなわれるようになった。また、表情や音声の処理過程に
おいて情動の果たす役割について、アカゲザルやニホンザルを対象に扁桃核などの領域から神経
活動を記録し、さまざまな特徴についてあきらかにした。それらの研究は、倉岡康治と中村が推
進した。
現在
小嶋の退職と正高の教授着任の後は、おもに発達障がいの発症のメカニズムについて、さまざ
まな認知特性や神経基盤を探ることで明らかにする研究項目が分野の大きな研究課題として推進
されるようになった。児童が学童を対象とするような研究も展開するようになり、認知学習分野
には新たにヒト心理実験用の実験室が共同利用宿泊棟（現国際共同先端研究センター棟）に 3 室
設置された。このようなヒトの学童を含むさまざまな年齢層や発達背景をもった被験者を対象と
した実験のために、脳波計や近赤外分光法といった非侵襲的手段による脳機能測定法が取り入れ
られた。また、こうした知見を取り入れながら、発達障がいへの実用的な側面としての療育につ
いても、研究を始めている。療育といった実践的な活動については、本学こころの未来研究セン
ターといった大学研究機関、名古屋市や広島市などの行政、さまざまな非営利組織（NPO）な
どとの連携もおこないながら、現在もさまざまな形で活動を継続している。こうした基礎と応用
に関する研究は、正高が中心となって推進し、現在では後藤も進めている。また、このようなヒ
トで生じる発達障がいのメカニズムについての動物モデルを用いた研究をおこなう目的で、サル
のみならず齧歯類も新たに導入し、精神薬理的手法にもとづきながら研究を展開し始めている。
これらは、後藤が研究を推進している。
幼児の言語発達について研究も、
こうした研究環境のもとで実施された。とりわけ、
言語学（語
用論）を研究背景としていた松井らが中心となって、ヒト幼児の会話コーパスの作成や日本語の
終末助詞に着目した話者伝達意図にかんする研究、また言語発達と心の理論発達の接続的な研究
などを推進した。
こうしたヒトを直接の対象とした、心理学や発達科学、認知神経科学的な研究とは全くことな
る研究課題として、東南アジアを中心とした野生霊長類の研究も推進した。とりわけ、テナガザ
ル類の歌について、行動生態学や行動学、生物地理学などさまざまな手法をもちいてその成立と
進化についての研究を推進し、現在も継続している。これらの霊長類のコミュニケーションの進
化史に関する研究には、正高と香田がその研究を推進している。
旧心理研究部門発足からの主な研究手法であるニホンザルを対象にした心理学的研究も、オペ
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ラント条件付けやコンピュータによる自動記録という伝統を継承しながらも新しい現代的な研究
課題を取り込みながら現在も精力的に継続されている。そのテーマは、視覚性性弁別やヘビに代
表される脅威刺激検出にともなう注意・知覚・認知特性、アカンボウ認知、発声の条件付けに基
づいた発声運動の随意制御の相同性と進化、見本合わせ課題を利用した概念形成や、系列処理に
関わるルール習得過程の進化、など大変広範囲にわたる。発足当時から研究課題と比較すると、
より動物の社会交渉や生態環境など実際の動物の生活にそくした認知現象をささえるメカニズム
についての、直接的な研究が選択されることが多くなったように感じられる。さらにいえば、発
足当時の対象テーマであった学習の原理や言語成立に必要な心的基盤といった課題以上に、さま
ざまな認知現象のヒトとの類似性を検討する課題が増加した傾向があるといえる。また、同じ研
究手法をヒトとサルに適応することが容易になったこともあり、一貫した目標の一つである、ヒ
トとの比較がより頻繁におこなわれるようになっている。こうしたサルとヒトのさまざまな認知
的特徴があきらかにされる一方で、部門発足時からの本来の中心議題のひとつであったヒトにお
ける言語の成立という問題について、現代的な知見や進展した論点を取り込みながら、再び取り
組むべく、正高と香田が研究を推進している。
認知学習分野の一貫した方針は、研究者個人が自由に研究課題を設定し、手段に縛られること
なく、各個人が研究を推進する点にあったといえる。この自由闊達な研究室風土は、室伏から小
嶋、正高へと研究室が継承される中で研究課題が変遷しながらも変わることのない方針であった
といえるだろう。今後も特定の課題や手法にとらわれることなく、斬新で独自性の高い研究成果
を生産し続けることで、研究の活力を維持する努力が望まれる。
2003 年以降後、大学院の分科の学生定員数の増加や近年の大学院進学後の進路選択の多様化
にともなって研究を中断する大学院生の増加もあり、研究室出身学生が著しく変動するように
なった。若手研究者がポスドクとして一時的に滞在することも多くなり、さまざまな短期的な研
究課題が、多様な学生や研究者によっておこなわれる傾向が強くなった。発足当時のように、単
一の課題と推進する人物の対応が得られない状況が増えたため、それを限られた紙面で完全に整
理することは困難であった。研究課題の系譜を記すにあたり、直近の 2003 年から現在に至る経
緯については、参画した人物を正確に列挙するのが極めて困難であり、研究を推進した構成員の
名前を代表して記載し、残念ながら割愛した点も多い。しかし、こうした現在の活動は研究に参
加した多くの大学院生や若手研究者、また分野を動物実験飼育や管理などさまざまな形で支えた
研究支援者たちの支えが必要不可欠であり、分野での研究遂行の根幹をなしていることを強調し
ておく。参加していた大学院生や若手研究者たちの個別の課題については、別項の大学院生のな
かで参照されたい。
（文責：正高信男・香田啓貴）

2.1.6

認知科学研究部門

思考言語分野

１）沿革
思考言語分野は、1993 年に行われた研究所初の大型改組にともない、それまでの心理研究部
門のチンパンジー研究の部分を母体として、新設された行動神経研究部門の研究分野として
1993 年 4 月 1 日に発足した。思考言語分野のミッションは「大型類人猿を主な対象として、彼
らが実験室や野外で示す高次の認知機能を、行動、脳、その他のレベルから非侵襲的手法を中心
にして総合的に研究する分野である」とされた。したがって、チンパンジー研究の中核であると
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ともに、心理研究部門の発展として誕生した分野だといえる。そこで、思考言語分野の活動を、
以下では 4 つの時期に分けて、研究・教育・社会貢献・運営その他について詳述する。①黎明期
からアイ・プロジェクトまで（1968 ～ 1977 ～ 1993）
、②思考言語分野の発足（1993 ～ 2000）
、
③認知発達プロジェクト（2000 ～ 2008）
、④野生動物研究センター発足以後（2008-2016）
。野生
チンパンジー等の研究については別項にまとめて記述する。なお、敬称は省略する。
２）研究活動
チンパンジー研究の黎明からアイ・プロジェクトまで（1968 〜 1977 〜 1992）
霊長類研究所に初めてチンパンジーがやってきたのは 1968 年 7 月 3 日のことである。レイコ
という名の女の子だ
（表）
。研究所のチンパンジー研究は、
このレイコを対象にして、
まずロコモー
ションのバイオメカニクス研究からスタートした。心理研究部門では、浅野俊夫と熊崎清則（サ
ル類保健飼育管理施設）によって、レイコによる飼育室の照明の点灯・消灯の制御の研究が
1971 年から 1972 年にかけて行われ、1975 年に論文として公表された。ここに霊長類研究所にお
けるチンパンジーの認知研究がスタートした。
チンパンジー・アイが霊長類研究所にやってきたのが 1977 年 11 月 10 日である。この時から、
室伏靖子を中心としたグループによって、チンパンジーの視覚性人工言語習得に関する研究プロ
ジェクトが始まった。アイに続いて、アキラとマリが 1978 年 1 月 30 日にやってきた。後年この
プロジェクトは「アイ・プロジェクト」と総称されることになる。この時期、チンパンジー研究
に参与した心理研究部門の教員は室伏靖子（京都大学名誉教授、
元立命館大学教授）
、
浅野俊夫（愛
知大学名誉教授）
、小嶋祥三（京都大学名誉教授、元慶応義塾大学教授）
、松沢哲郎（京都大学名
誉教授、現京都大学高等研究院特別教授、霊長類研究所兼任）
、藤田和生（現京都大学文学研究
科教授）、友永雅己（現思考言語分野教授）であった。技術職員は南雲純治であった。また、大
学院生として、小島哲也（現信州大学教授）
、藤田、吉久保真一（現武田薬品工業）
、板倉昭二（現
京都大学文学研究科教授）
、伏見貴夫（都立老人研から北里大学、故人）
、友永（大阪大学特別研
究学生）、金沢創（現日本女子大学教授）
、田中正之（現京都市動物園）
、橋彌和秀（現九州大学
准教授）らがチンパンジーを対象に研究を行った。このほか、この時期にチンパンジー研究で学
位をえた共同利用研究員としては、山本淳一（慶応義塾大学。現慶応義塾大学教授）らがいる。
また、日本学術振興会特別研究員 PD として板倉（1989 年度）
、友永（1991 年度）
、伏見（1991
～ 1992 年度）
、日上耕司（1992 ～ 1993 年度、現大阪人間科学大学教授）が採用されている。
このアイ・プロジェクトでは、レ
キシグラムと呼ばれる幾何学図形を
組み合わせた記号を用いて色や物の
名前を記述するという課題が導入さ
れた。1982 年には浅野らによって初
めての成果が論文として公表された。
その後、このプロジェクトは、語の
受容と表出の関係、刺激等価性、ア
ラビア数字による数の記述、アルファ
ベットによる個体名の導入、語順の
自発的生成や語順による場面記述の
使い分け、食物名の導入、レキシグ

ラムの構成見本合わせ、人称代名詞 個体名命名課題を行うアイ。本棟 2 階にあった実験室にて（1982 年）
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の使用など多様な展開を示した。特に松沢による 1985 年の Nature 誌に掲載された数の認識等に
関する論文によってこのプロジェクトは広く世界に認知されることとなった。
旧心理研究部門時代には、チンパンジーを対象として、さらに、トークンの使用、聴覚知覚認
知、見本合わせや視覚探索課題を用いた視知覚認知や注意、感覚性強化、視覚コミュニケーショ
ン、概念形成の研究などが進められてきた。また、これらの研究を進める中で、1980 年代後半
には世界に先駆けて、実験用にタッチパネルが導入された。
1970 年代後半から 80 年代にかけて研究所に相次いでチンパンジーがやってきた。1985 年 1 月
20 日にはチンパンジー・クロエとともにオランウータンのドゥドゥもやってきた（1990 年 1 月
29 日死亡）。1982 年 3 月 7 日にはポポ、同年 5 月 18 日にレオ、1983 年 12 月 7 日にはパンが人
工授精により生まれた。これら 3 個体を対象とした認知発達研究もこの時期にスタートした。
レイコが来所して以来、チンパンジーたちは本棟東側地下のサンルーム付き飼育室で暮らして
いたが、1980 年代後半にかけて順次官林キャンパス西側の第 2 放飼場に移動して群れで暮らす
ようになった。この頃から、放飼場内の植樹やジャングルジムの増設など、チンパンジーの飼育
環境の改善をサル類保健飼育管理施設と連携して進めていった。1991 年以降はすべてのチンパ
ンジーの認知研究は本棟 2 階の実験室から第 2 放飼場に隣接する実験室に移行した。この間、
1989 年 10 月 3 日には、第 2 放飼場から、アイ、アキラ、そしてオランウータンのドゥドゥが脱
走する事件が起きた。アキラは研究所外に逃走し、翌日に研究所の東に位置する瑞泉寺別院で捕
獲された。

第 2 放飼場でのチンパンジーたち
表．霊長類研究所のチンパンジーとオランウータンたち
名前

性別

誕生日

GAIN
識別番号

父親

母親

来所日

レイコ
プチ

女
女

ca.1966
ca.1966

0432
0436

不明
不明

不明
不明

1968/7/3
1979/1/30

マリ

女

ca.1976/6

0274

不明

アキラ
アイ
ペンデーサ

男
女
女

ca.1976/6
ca.1976/10
1977/2/2

0435
0434
0095

不明
不明
ケンチ

死亡日

備考

2013/9/30 アフリカ生まれ
アフリカ生まれ
（一般家庭で飼育）
アフリカ生まれ
不明 1978/1/30
1985/9/10 日本モンキーセンターへ
1996/5/29 研究所に戻る
不明 1978/1/30
アフリカ生まれ
不明 1977/11/10
アフリカ生まれ
スミレ 1979/11/12
日本モンキーセンター生まれ

49

名前

性別

誕生日

GAIN
識別番号

クロエ

女

1980/12/12

0441

不明 シヴァ 1985/1/20

ポポ

女

1982/3/7

0438

ゴン

レオ

男

1982/5/18

0439

ゴン レイコ

パン
アトム
アユム
クレオ
パル
ピコ

女
男
男
女
女
女

1983/12/7
1998/7/29
2000/4/24
2000/6/19
2000/8/9
2003/5/15

0440
0584
0608
0609
0611
0662

＊ドゥドゥ

男

1979/6/22

9016

父親

ゴン
アキラ
アキラ
レオ
アキラ
ゴン

母親

来所日

プチ

プチ
アイ
アイ
クロエ
パン
プチ

トト ネネッテ 1985/1/20

死亡日

備考

パリ動物園生まれ、人工保育
ニホンザルと交換でドゥドゥと
ともに来日
人工授精、人工保育
人工授精、母親保育
2006/9/26 脊髄炎発症
人工授精、人工保育
1998/7/29 人工授精、死産
人工授精、母親保育
自然交尾、育児拒否→母親保育
人工授精、母親保育
2005/6/9 自然交尾、育児拒否→母親保育
ボルネオオランウータン
パリ動物園生まれ
1990/1/29
ニホンザルと交換でクロエとと
もに来日

思考言語分野の発足（1993 〜 1999）
1993 年 4 月 1 日に思考言語分野が発足した。発足後に順次、松沢哲郎教授（9 月 1 日付）、藤
田和生助教授（12 月 1 日付）
、友永雅己助手（11 月 10 日付）が認知学習分野（旧心理研究部門）
から着任した。事務職員として酒井道子（1988 年～）らが、技術職員として認知学習分野の南
雲が、引き続き研究を支援した。1996 年 4 月 1 日、藤田が京都大学文学研究科に助教授として
転出し、それに引き続き友永が 1996 年 8 月 1 日に助教授に昇任した。1997 年 10 月 1 日に田中
正之が東京都老人総合研究所から助手として着任した。この間、佐藤明（故人）
、水谷俊明（修
士終了後就職）
、平田聡（現野生動物研究センター教授）
、落合知美（特別研究学生、岐阜大学、
現武庫川女子大教務助手）
、Maura L. Celli（現 Calgary Zoo）
、打越万喜子（現霊長類研究所研究
員）が大学院生（思考言語分科）として入学した。さらに、友永（論博）
、上野吉一（論博、現
東山動植物園）
、伏見、田中（論博）
、金沢、橋彌（認知学習分科）らがチンパンジー研究等で博
士号を取得している。また、共同利用研究員等では、日上（関西学院大学）
、鈴木修司（北海道
大学、現北海学園大学教授）
、中川織江（日本女子大学）
、中村徳子（関西学院大学、現昭和女子
大学准教授）、明和政子（京都大学教育学研究
科、現同教授）がチンパンジー研究で博士号
を取得した。学振 PD として、
外岡利佳子
（1995
～ 1998 年度、
元東海学院大学講師）
、
中村（1997
～ 1999 年度）
、鈴木（1998 年度）
、明和（1999
～ 2001 年度）が採用された。さらに、川合伸
幸が COE 非常勤研究員として採用されてい
る（1999 ～ 2001 年度、現名古屋大学准教授）
。
また、1990 年の国際霊長類学会での交流な
ど を 端 緒 と し て、Iver H. Iversen（1992 ～
1997 年 度 ）、Vera Walraven（1993 年 度 ）
、
Alan Silberberg（1995 年度）
、Dora Biro（1996
～ 2000 年度）
、Joël Fagot（1997 ～ 2001 年度）
、

Elisabetta Visalberghi（1998 年度）らとの国際 3 基の 15m タワー設置後の第 3 放飼場
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共同研究が進展した時期でもあった。
1995 年 4 月、本棟東側に類人猿行動実験研究棟（新棟）が竣工した。これにともない、チン
パンジーたちはこの新棟に隣接する大型サンルームと第 3 放飼場の一角に移動してきた。また、
チンパンジーの実験室も新棟地階と 1 階に整備された。第 3 放飼場には高さ 8m の 3 次元構築物
が設置されたが、1998 年にはさらに高さ 15m の鉄製のタワーが 3 基増設され、あわせて植樹も
進められた。
このタワー構築物は国内のチンパンジー飼育施設では初めて設置されたものであり、
この後、2000 年代にかけて全国各地の動物園で設置されるようになっていく。
思考言語分野発足以来、チンパンジーの認知研究は人工言語研究にとどまらずさらに多様な展
開を示していく。注意や錯視などの基礎的な知覚・認知研究だけでなく、概念形成、数字系列学
習、動作模倣、描画や造形などに関する研究が進められていく。特に、川合と松沢による数字系
列学習課題とそれを利用した短期記憶容量の研究は Nature 誌に掲載され、チンパンジーの認知
能力の一端を分かりやすく示すものとして、研究成果のアウトリーチの素材としても高いインパ
クトをもって受け入れられた。
さらにこの時期から、野生下と飼育下という研究のフィールド、観察と実験という研究の手法、
そして一個体場面と集団場面という研究の文脈を強く意識した研究の方略が確立していく。それ
を端的に示すものが、明和らによる模倣の研究、平田などによる協力や欺きなどの社会的知性に
関する研究、そして放飼場での一集団を対象とした道具使用の社会的伝播に関する研究だ。この
研究スタイルは現在の思考言語分野の中核をなしている。
本研究所における環境エンリッチメントの試みは思考言語分野とサル類保健飼育管理施設の連
携によって始まったと言っても過言ではない。柳原芳美（現苫小牧市博物館）
、松林清明（元人
類進化モデル研究センター長）、松沢によって、1994 年に日本で初めて「エンリッチメント」と
いう名を冠した研究論文が発表された。以降、落合、打越、友永、松沢らを中心に、サル施設と
連携しつつチンパンジーなどの飼育環境の改善に取り組んできた。松沢らによる 1998 年の「ア
フリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する集い（SAGA）
」の発足は動物福祉の面からも大
きな節目となるできごとであったといえるだろう（熊本サンクチュアリの項参照）
。SAGA の世
話人代表は 1998 年より松沢、2011 年より伊谷原一（現野生動物研究センター教授、
（公財）日
本モンキーセンター附属動物園長）
、そして 2015 年より友永がつとめている。
1998 年から、全学共通科目新入生向け少人数セミナー（ポケットト・ゼミ）
「チンパンジー学
習中実習」が始まった（2016 年度から ILAS セミナー）
。毎年 5 名程度の新入生が夏休みの 1 週
間研究所に滞在して、チンパンジー研究の現場で参与観察を行うというものだ。このポケゼミは
現在にいたるまで毎年実施されている。
認知発達研究プロジェクト（2000 〜 2007 年）
1995 年からの特別推進研究「チンパンジーの言語・認知機能の獲得と世代間伝播」
、さらに後
継の 2000 年からの「認知と行動の霊長類的基盤」
（ともに研究代表者は松沢）の補助のもと、
2000 年にアユム、クレオ、パルの 3 個体のチンパンジーが誕生し、認知発達を縦断的に研究す
るプロジェクトが始まった。本プロジェクトは、道家千聡（1999 ～ 2001 年度。現霊長類研究所
技能補）
、落合知美（1999 ～ 2014 年度）
、高島友子（2003 年度～現在）
、水野友有（2004 年度、
現中部学院大学准教授）
、井上紗奈（2004 ～ 2008 年度、現甲南女子大学准教授）
、野上悦子（2005
～ 2007 年度、現熊本サンクチュアリ技術職員）
、堀鈴香（2005 ～ 2009 年度）
、伊藤康世（2007
～ 2008 年度）らによる研究支援と、酒井、奥村由香利（2007 年度～現在）ら事務職員による支
援によって進められた。この間、大橋岳（現中部大学講師）
、Claudia Sousa（博士編入、新リス
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ボン大学教授、故人）
、中島野恵（現天王寺動物園）
、林美里（現思考言語分野助教）
、松野響（現
法政大学准教授）、山本真也（現神戸大学准教授）
、佐藤義明（博士課程修了後就職）
、Laura
Martinez（博士編入、現 National Commission for Natural Protected Areas, Mexico）
、小倉匡俊（現
北里大学助教）
、兼子峰明（現理化学研究所 BSI 研究員）、狩野文浩（現野生動物研究センター
特定助教）
、Christopher Martin（現 Indianapolis Zoo 研究員）が大学院生として入学し、思考言
語分野教員の指導を受けた。また、平田、Celli、Sousa、上野有理（社会構造分野、現滋賀県立
大学准教授）
、林（論博）
、松野がチンパンジーの研究で博士号を取得している。チンパンジー等
の研究で博士学位を取得した共同利用研究員等は、外岡（霊長類研究所、論博）
、水野友有（滋
賀 県 立 大 学、 現 中 部 学 院 大 学 准 教 授 ）
、 岡 本 早 苗（Maastricht University、 現 Maastricht
University）
、村井千寿子（京都大学文学研究科、現環太平洋大学講師）
、伊村知子（関西学院大学、
現新潟国際情報大学准教授）
、森村成樹（林原類人猿研究センター。現野生動物研究センター特
定准教授）
、森口佑介（京都大学文学研究科、現同教育学研究科准教授）らである。学振 PD と
して打越（2005 ～ 2007 年度）
、伊村（2007 ～ 2009 年度）が採用され、非常勤研究員としては明
和（2002 年度）が採用されている。また、Kim A. Bard（2001 年度）や Robert Hampton（2004
年度）、Kim San Hah（2004 年度）
、Patrizia Poti（2005 年度）
、Jessica Crast（2005 年度）らとの
国際共同研究も進められた。
このプロジェクトでは、コミュニティに暮らす母親が育てるチンパンジーの心の発達を縦断的
に研究することを最大の目的とし、当時の教員スタッフであった松沢、友永、田中と母親チンパ
ンジー（アイ、クロエ、パン）とのあいだの長期にわたる社会的な絆を基盤として、研究者が母
子と同室して観察やテストを行う参与観察法が採用された。出生前後から、さまざまな知覚認知
発達の研究が進められた。特に、
新生児模倣の研究や新生児期の自発的微笑の発見が特筆される。
しかし、本プロジェクトの柱は、社会的認知や社会的知性の発達と、野生チンパンジーの行動を
特徴づける道具使用にみられる知識の世代間伝播の研究であった。前者においては母子間の見つ
めあいや共同注意などの視線行動の発達が重点的に調べられ、後者については道具使用の基盤と
なる対象操作の発達過程、道具使用の獲得伝播シミュレーション、食物分配、コンピュータ課題
やトークン使用の獲得過程などの研究が進められた。幼児期以降は、アユムたちも母親たちと同
様にコンピュータ課題に従事するようになっていく。この中で特筆すべき成果としては、2007
年に Current Biology 誌に掲載された井上・松沢による数字系列課題遂行時の短期記憶の発達研
究があげられる。

認知発達研究プロジェクトで採用された参与観察法。左からアイ・アユムと松沢、クロエ・クレオと友永、
パン・パルと田中（撮影：毎日新聞社・平田明浩）
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この時期、チンパンジーでの認知
発達研究プロジェクトに並行する形
で、テナガザルやニホンザルなどの
マカク類の乳児を対象とした、さま
ざまな認知発達研究が行われてきた。
テナガザルの研究は打越、松沢を中
心に進められ、マカク類の研究は友
永が主導して進められた。また、ヒ
トを対象とした発達研究についても
この時期から松沢、林らを中心とし
て現在にいたるまで精力的に行われ
ている。
この期間の福祉面での展開として
は大きく 2 つがあげられる。2002 年

新棟 1 階の実験室で数字系列課題を行うアユム（2006 年）

度に始まった死亡個体標本の有効活用をめざした「大型類人猿情報ネットワーク（GAIN）」と
2006 年 10 月のチンパンジーを対象とした侵襲的生物医学研究の廃止だ。これらの流れは三和化
学研究所によるチンパンジー・サンクチュアリ・宇土と福祉長寿・寄附研究部門の発足（2007
年 4 月 1 日）へとつながっていく（熊本サンクチュアリの項参照）
。
野生動物研究センター発足から現在まで（2008 〜 2016）
2008 年 4 月 1 日、京都大学野生動物研究センターが発足した。田中は野生動物研究センター
に准教授として異動した（4 月 1 日付）
。松沢、友永も兼任教員としてこのセンターの活動にか
かわっていった。田中の後任として、2008 年 12 月 1 日に、
林が比較認知発達
（ベネッセコーポレー
ション）研究部門から助教として着任した。さらに、
2009 年 1 月 1 日には足立幾磨が特定助教（特
別推進研究）として着任し（2010 年 4 月 1 日、国際共同先端研究センター特定助教に転任）、
2011 年 10 月 1 日に伊村知子が比較認知発達（ベネッセコーポレーション）研究部門から特定助
教（特別推進研究）として着任した（2012 年 4 月 1 日、新潟国際情報大学講師として転出）
。さ
らに、2013 年 1 月 1 日から森村が野生動物研究センター特定助教から転任してきた（勤務地は
熊本サンクチュアリ、2013 年 12 月 1 日に再び野生動物研究センター（リーディング大学院）特
定助教として転出）
。また、2014 年 4 月 1 に服部裕子が霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リー
ディング大学院特定助教として着任し（所属は野生動物研究センター、勤務地は霊長類研究所）、
チンパンジー研究に従事している。この時期のチンパンジー研究は、高島、堀、落合、中島麻衣
（2009 年度。現多摩動物園）
、市野悦子（2012 年度～ 2016 年度）
、平栗明美（2014 年度～現在）、
熊崎清則（2010 ～ 2014 年度、人類進化モデル研究センター定年後再雇用）
、平田加奈子（2011
年度～現在）らの研究支援と、酒井、奥村、大藪陽子（2011 年度～現在）
、水野奈緒子（2016 年
度）らの事務職員の支援をえて進められてきた。この間、山梨裕美（現野生動物研究センター特
定助教）
、廣澤麻里（現野生動物研究センター研究員）
、Lira Yu（京都大学教育学研究科特定助
教から現外国人特別研究員）
、村松明穂（現霊長類研究所研究員）
、植田想（修士終了後就職）、
櫻庭陽子（現霊長類研究所研究員）、Yena Kim（博士編入、現梨花女子大学研究員）
、Renata
Mendonça（ 博 士 編 入、 現 霊 長 類 研 究 所 研 究 員 ）
、 黒 沢 圭 貴（ 修 士 終 了 後 就 職 ）
、Jie Gao、
Morgane Alanic（博士編入）、Duncan Wilson（博士編入）、川口ゆり、Gabriela Melo Daly（特
別研究学生）が大学院生として入学している。また、山本、Martinez、井上（論博）
、兼子、狩野、
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Martin、小倉、山梨、Yu、櫻庭が博士学位を取得している。共同利用研究員としては斎藤亜矢（東
京芸術大学、現京都造形芸術大学准教授）がチンパンジー研究で博士号を取得した。学振 PD と
して足立（2008 年度）、服部（2008 ～ 2010 年度、2011 ～ 2013 年度は非常勤研究員）
、川上文人
（2013 ～ 2015 年度、現野生動物研究センター特定助教）が採用されている。また、Christoph
Dahl（2010 ～ 2012 年度）
、Mariska Kret（2010 ～ 2012 年度）
、
Chloe Gonseth（2013 年度～現在）、
Anna Wilkinson（2016 年度）
、Carlos Pereira（2014 年度～現在）
、
Sophie Nicod（2014 年度～現在）
らとの国際共同研究が進められた。またこの時期、短期間のインターン学生の受け入れを積極的
に 受 け 入 れ て き た。Vera Ludwig（2008 年 度 ）
、Anna Albiach Serrano（2009 ～ 2010 年 度 ）
、
Mendonça（2011 ～ 2012 年 度 ）
、Marine Levé（2012 年 度 ）
、Anna-Katharina Laboissiere（2013
年度）、Alanic（2013 年度）
、Camille Pène（2013 ～ 2015 年度）
、Gao（2013 ～ 2015 年度）
、Jie
Liu（2014 年度）、Alex Schlegel（2014 年度）
、Rachel Diamond（2015 年度）などがそうだ。さ
らに、2015 年度から研究所の短期インターンシップ制度が正式に始まり、毎年海外の学生の短
期研修を数多く受け入れている。さらに、この時期の特徴として、チンパンジー・ポケゼミ（お
よび友永らが行っていた「動物園の行動学」ポケゼミ）出身者である林、松野、斎藤、山本、矢
野航（朝日大学助教）
、小倉、狩野、早川卓志（ワイルドライフサイエンス（名古屋鉄道）特定
助教）らが相次いで教職についた点があげられるだろう。
野生動物研究センターの発足とそれに続いて 2011 年 8 月 1 日に発足した熊本サンクチュアリ
と思考言語分野は密接な連携のもとチンパンジーの研究を推進していくことになる。この時期、
狩野・友永らによって、非拘束・非接触型の視線計測装置を世界で初めてチンパンジーに導入し、
視線計測に成功した。現在ではボノボも対象として、予期的注視などさまざまな刺激に対する視
線行動の研究が狩野・平田らによって進められている。また、概念メタファーの研究、トラック
ボールを用いた身体的自己知覚の研究、そして、互恵性や援助行動、行動の同期など、社会的知
性に関する研究についても興味深い成果を上げている。近年は、動物園や水族館と学術交流協定
等を締結して、チンパンジーのみならず、イルカやウマなどの哺乳類を対象とした比較認知科学
研究も進められている。
さらに、2010 年度から始まった最先端研究基盤支援事業「心の先端研究のための連携拠点
（WISH）構築」によって、霊長類研究所と熊本サンクチュアリに比較認知科学実験用大型ケー

現在のチンパンジー居住エリア。左から類人猿行動実験研究棟、WISH 大型ケージ（犬山第 1）とスカイラボ、
第 3 放飼場のタワー、WISH 大型ケージ（犬山第 2）
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ジ設備に設置された。犬山の大型ケージに設
置されたスカイラボでは、生活空間に隣接す
る場所に装置を設置し、いつでもどこもだれ
とでも認知課題を行える環境を構築した。こ
のような新たな研究環境の下、チンパンジー
本来の暮らしが飼育下でも可能な限り再現で
きるよう配慮しながら、次世代のチンパンジー
の誕生をめざし、さらなる研究の展開をはかっ
ている。
野生チンパンジーの研究
旧心理研究部門時代の 1986 年、松沢が西ア
フリカのギニア共和国のボッソウに暮らす一
群の野生チンパンジーの調査に参加したのが、
現在に続く思考言語分野における野生チンパ
ンジー調査の出発点である。松沢は現在まで
ほぼ毎年調査を続け、1976 年にボッソウでの
研究を切り開いた杉山幸丸（生態機構分野）

スカイラボ内に設置されたウォークインブースで課題

から引き継ぐ形で当地での研究を維持してき を行うチンパンジーを見学する松沢とフランス・ドゥ・
た。思考言語分野では、母子間関係の発達や ヴァール
道具使用の伝播の過程などについて比較認知科学の観点から研究してきた。1988 年からは、ア
ブラヤシの種を台石とハンマー石で叩き割ってその中身を食べるナッツ割りや、葉を用いた水飲
みなどの道具使用行動の観察頻度を上げるべく、石と種を集積して野外実験場を設置した。いわ

ゆるフィールド実験の先駆的な事例の一つで、立ち上げには佐倉統（現東京大学教授）
、初代調
査助手の Guano Goumy、Tino Zogbila らがかかわった。野外実験場での詳細な行動観察から、
チンパンジーの道具使用行動は、子どもへの寛容さを基盤に、おとな個体が示す行動の長期にわ
たる観察と自らの試行錯誤によって獲得されるという、Education by Master-Apprenticeship（徒
弟制による教育）という仮説を提唱した。この考えは、霊長類研究所に暮らすチンパンジー集団
を対象とした研究の中で立証されていく。さらに、巧妙なフィールド実験によって、移入した女
性個体からの文化の伝播とその機序などを明らかにしてきた。
さらにボッソウでは、上述の石器使用行動（初期発達は中村）や、葉を用いた水飲み行動（外
岡、Sousa）をはじめ、枝を用いた水藻すくい行動、ヤシの杵つき行動（山越言、現アジア・ア
フリカ地域研究研究科准教授）
、アリ釣り行動など、計 24 種類という多様な道具使用行動が報告
されている。また、
道具使用の際の利き手に関する長期調査も行われている。道具使用以外では、
肉食がまれで小型動物の死体で遊ぶ行動や、母親が死児の世話をする行動、アルコールの摂取な
ど、ボッソウの群れに特徴的な行動も報告されている。他にも、
ふり遊び（平田）
、
森林内環境（竹
元博幸）、遺伝（嶋田誠）
、ホルモンと繁殖（藤田志歩）
、腸内細菌（牛田一成）
、新たな道具使用
の発明（山本真也）
、西アフリカのチンパンジー保全（樺沢麻美）
、老化（藤澤道子）などについ
て報告がある。
1997 年から、孤立するボッソウのチンパンジーと、世界自然遺産のニンバ山のチンパンジー
集団との往来を可能にすることを目的に、
「緑の回廊」プロジェクトが始まった。平田、大橋、
森村らが主導して両地域間のサバンナに、幅 300m、長さ 4km にわたって、チンパンジーが利用
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可能な樹木の植林を行う計画を立てた。Makan Kourouma や長谷川亮
（ハイトカルチャ株式会社）
らの協力を経て、試行錯誤を重ねながらも着実に成果をあげている。
ボッソウの調査は、1995 年の Tatyana Humle の参加を皮切りに、2000 年代に入って国際化の
時代を迎える。数多くの海外の学生や研究者を積極的に受け入れることで、世界的な水準を誇る
国際共同研究が現在も進められている。現在までに国内外から 78 名がボッソウでの調査を行っ
てきた。ボッソウ環境研究所（IREB、Aly Gaspard Soumah 所長）とその上位機関の科学技術庁
（DNRST、Tamba Tagbino 氏ら）やコナクリ大学（Sekou Moussa Keita 教授）などと協力して、
現地の人材育成も推進している。2014 年には、山越がチームリーダーとなり、松沢、Humle、
森村、Biro、大橋、林、Kathelijne Koops、Kimberley Hockings、Susana Carvalho による委員会
審査方式の新体制を構築した。また、1991 年の熊崎をはじめ、所内外のチンパンジー飼育担当
者が野生チンパンジーの暮らしを知る研修の場所としても機能している。東アフリカを中心に野
生 チ ン パ ン ジ ー の 調 査 を す る Michael Huffman、 中 村 美 知 夫、William McGrew、Catherine
Hobaiter らがボッソウを訪問し地域間比較を実施した。
ニンバ山ではチンパンジーの警戒心が強く、Koops が主導した研究チームによる長期調査を
へても直接観察は困難な状況が続いているが、道具使用の痕跡や地上巣の調査などから、有益な
知見が蓄積されてきている。周辺地域での広域調査として、ディエケ森林（Humle、Carvalho ら）
や、隣国コートジボワール側のニンバ山・イヤレ村周辺（Nicolas Granier ら）や、隣国リベリ
アのパラ（大橋）などでも野生チンパンジーの調査を行った。
2014 ～ 2015 年に西アフリカでエボラ出血熱が流行し、研究者が渡航できない状況となったが、
現地の調査助手（Henry D. Camara、Boniface Zogbila ら）がトラップカメラを用いたモニタリ
ングを継続し、2016 年に調査を再開した。森の辺縁部にも野外実験場を新設し、ドローンなど
の新技術も積極的に取り入れ、適度な距離を保ちつつ詳細な行動観察を行うという持続可能な形
でヒトと隣接して暮らす野生チンパンジーの調査を継続したい。
その他の野外調査
ボッソウのチンパンジー調査以外にも、旧心理部門時代からいくつかの野外調査や野外実験が
実施されてきた。松沢による地獄谷のニホンザルでの食物嫌悪条件づけ（1982 年度）
、藤田によ
るスラウェシ島での視覚的種認知の現地実験調査
（1991 ～ 1995 年度）
などがあげられる。さらに、
松沢は 1989 年から 1993 年まで京都大学ヒマラヤ医学学術研究計画に参加した。1989 年にムス
ターグ・アタ峰（7,546m）、1990 年にシシャパンマ峰（8,027m）に登頂するとともに高所の極低
酸素環境における高次精神機能・生理的機能の変化について研究した。
さらにヒト科全体の進化を視野に入れ、松沢、平田、大橋、林、山本らによってボノボ（2010
年度～）
、ゴリラ（2011 年度～）という他のアフリカ大型類人猿の調査も開始した。唯一アジア
に暮らす大型類人猿のオランウータンに関しては、マレーシア・ボルネオのサバ州ダナムバレイ
における野生オランウータンの研究を 1999 年度から（松沢、平田、林、Mendonça、金森朝子
らと Henry Bernard ら）
、マレー半島のペラ州ブキッメラでの飼育下オランウータンの共同研究
（松沢、林、山梨、川上、Mendonça らと Sabapathy Dharmalingam ら）を 2010 年度から継続し
て実施して、アフリカ大型類人猿との相違点を探っている。
2015 年度からは松沢、Pereira、平田らの主導により、ポルトガルにおいて野生のウマ（ガラ
ノ種）の調査が始まった。思考言語分野のフィールドワークは新たな局面にはいったと言えるだ
ろう。
（文責：友永雅己・林美里・松沢哲郎）
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2.1.7

神経科学研究部門

高次脳機能分野

高次脳機能分野の歴史は、霊長類研究所が設立された当時に作られた神経生理研究部門に始ま
る。神経生理研究部門の初代教授には創設準備に深く関わっておられた時実利彦（東京大学教授
併任、在任期間 1967 ～ 1972 年）が霊長類研究所の一人目の教官として着任した。助教授に久保
田競（在任 1967 ～ 1973 年、1973 年に教授昇任 1973 ～ 1996）と河合雅雄（在任 1967 ～ 1968 年）
、
助手に二木宏明（在任 1968 ～ 1972 年、1972 年助教授に昇任、1973 年東京都神経科学総合研究
所へ転出）と吉場健二（在任 1967 ～ 1968 年、1968 年殉職、助教授に昇任）という 5 名の体制
であった。その後 2016 年に至るまでに、東陽一（助手在任 1968 ～ 1969 年）
、城所良明（助手在
任 1968 ～ 1969 年）
、松波謙一（助手在任 1969 ～ 1974 年、助教授 1974 ～ 1985 年、1985 年岐阜
大学医学部教授に昇任）、酒井正樹（助手在任 1969 ～ 1981 年、1981 年岡山大学助教授に昇任）
、
三輪隆子（技官在任 1969 ～ 2006 年）
、三上章允（助手在任 1974 ～ 1991 年、助教授 1991 ～
1996 年、教授 1996 ～ 2009 年）
、松村道一（助手在任 1981 ～ 1991 年、1991 年教養部助教授に昇
任）、小嶋祥三（助教授在任 1986 ～ 1989 年、1989 年心理研究部門教授に昇任）
、澤口俊之（助
手在任 1991 ～ 1996 年、1996 年北海道大学助教授に昇任）
、中村克樹（助手在任 1991 ～ 1994 年、
1994 年に認知学習分野に配置換え、助教授 2001 ～ 2003 年、2003 年国立精神・神経センターに
転出、教授 2009 年～現在）
、櫻井芳雄（助教授在任 1996 ～ 1999 年、1999 年文学研究科教授に
昇任）、脇田真清（助手在任 1998 年～現在、2008 年職階名助教に改変）
、宮地重弘（助教授在任
2006 年～現在、2008 年職階名准教授に改変）
、泉

明宏（特定准教授在任 2010 ～ 2014 年）、倉

岡康治（特定助教在任 2010 ～ 2012 年）
、
鴻池菜保（特定助教在任 2015 年～現在）らが就任した。
霊長類研究所を立ち上げるに際して、久保田は近藤四郎教授と共に米国の 7 つの霊長類研究セ
ンターを視察した。そこでサルを飼育管理する施設が必要で、そこに獣医師やその他のスタッフ
が必要であると考え、サル類保健飼育管理施設（現、人類進化モデル研究センター）の設置を行
い初代のサル施設長も務めた（1968 年に概算要求し 1969 年に認められた）
。
昭和 40 年の「霊長類研究所の設立等について」という文部大臣への報告の中に、神経生理研
究部門の研究目途として「脳機能の解析と人の行動の神経生理学的基礎研究」とある。この目途
の下、実質研究は久保田を中心として始められた。1968 年に第 1 期工事が終わり、神経生理研
究部門の実験室ができた。
（機器やサルが東京大学医学部に保管されていた。大学紛争が盛んで
あった当時、久保田と二木がトラックで機器やサルを犬山へ運び出した翌日に学生によって建物
が占領されたと記録にある。
）主な手法は、微小電極を用いた単一神経細胞活動の記録である。
サルの高次脳機能の解明をめざし、1969 年に前頭葉の機能の研究が始められた。サルに遅延交
代反応課題（サルが右と左のキー押しを交互に行うもの）を学習させ、前頭連合野背外側部から
神経細胞活動を記録した。1970 年の学会発表を経て、1971 年に神経生理学の専門誌 Journal of
Neurophysiology に成果を発表した。同年、米国の J.M.Fuster と G.E.Alexander もサルの前頭連
合野における短期記憶に関連した神経細胞活動を報告した。以降の行動や認知機能と神経細胞活
動の関連を調べる研究の先駆けとなった。
1970 年には神経生理学のパイオニアである E. Evarts 氏を招聘することができた。Evarts が課
題を学習させたサルの運動野から単一神経細胞活動を記録する技術を開発した。この招聘は、後
の神経生理研究部門や日本の多くの研究室に大きな影響を与えた。また、Evarts は 1969 年に完
成した共同利用宿泊施設に宿泊した最初の研究員となった。
1973 年に時実が定年し、久保田が第 2 代の教授に昇任した。その後、前頭連合野の研究は神
経生理学だけではなく、解剖学・薬理学・生化学的な研究にも広がっていった。さらに酒井・松
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村・澤口らが前頭連合野の研究に参加し発展させた。
また、松波が噛み砕き運動の調節に関連する研究を、
三上・中村らが側頭連合野の研究を、小嶋が聴覚系
の研究を行った。
1993 年に組織改編があり、神経生理研究部門と心
理研究部門から、新たに行動神経研究部門を作り、
その中に 3 つの研究分野を作った。脳研究を中心に
推進する行動発現分野（神経生理研究部門から）
、脳 久保田教授時代の研究室旅行のようす
と行動を対象とする認知学習分野（神経生理研究部

（郡上八幡）

門と心理研究部門から）
、チンパンジーに特化した思考言語分野（心理研究部門から）とした。
行動発現分野の教授は久保田、助教授は三上、助手は澤口が、認知学習分野の教授に小嶋が、助
手に中村が就任した。行動発現分野はこれまでのように神経生理学を中心とした研究を、認知学
習ではヒトの脳機能イメージング研究や老齢個体の行動実験なども展開した。

1995 年にフロイデで開催された国際シンポジウムでの記念撮影。

1996 年に久保田が定年し、三上が第 3 代の教授に
昇任した。三上はこれまでの視知覚研究を発展させ
る一方でインドネシアの色盲ザルの研究など野外研
究との融合もはかった。
2009 年に三上が定年し、中村が第 4 代の教授に着
任した。研究室の名称を高次脳機能分野とした。中
村は、着任時に新たにコモンマーモセットを導入し、
研究用のコロニーを立ち上げた。およそ 100 頭の研
究用コモンマーモセットを用いて、他のサル類では
研究が困難な、家族関係（夫婦・親子・きょうだい

三上教授時代の研究室旅行のようす（知多半島）

など）や特徴的な社会行動（音声コミュニケーション・アイコンタクト・食物分配・利他行動な
ど）をテーマとした研究を推進している。同時に着任した高田昌彦教授（統合脳システム分野）
らと文部科学省および AMED が推進する委託研究（脳科学研究戦略プログラムや革新的技術に
よる脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト）を共同で行ってきた。コモンマーモセットは
遺伝子操作が比較的容易であり、脳機能研究や疾患モデル研究が期待されている。そのため他機
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関や企業とのマーモセットを対象とした共同研究も
積極的に展開している。また、小型動物用 MRI を
導入し、新たな画像法の開発等も目指している。さ
らに、他機関との共同研究として MRI を用いたヒ
トの脳機能研究も行っている。
2016 年より組織改編があり、これまでの研究部門
を再編成し、高次脳機能分野と統合脳システム分野
からなる神経科学研究部門を作った。現在、准教授
に宮地・助教に脇田・特定助教に鴻池が就任している。
伝統的な手法と新たな手法を合わせ、テーマごとに

2016 年度新入大学院生を迎えて記念撮影

適切な対象を用いることで、より質の高い研究が効
率良く展開できるであろう。ヒトの行動や疾患の理
解に繋がる脳研究を目指している。
研究室として大学院教育にも力を入れてきた。こ
れまでに博士号の学位を取得した学生は、松村・浜
田生馬・酒井広子・伊藤眞一・船橋新太郎・澤口・
大石高生・中村・花澤明俊・松元健二・長谷川良平・
山根到・田仲祐介・松元（加藤）まどか・海野俊平・
加藤啓一郎・猿渡正則・細川貴之・半田高史・鴻池 2014 年の神経生理研究部門の同窓会のようす
（犬山）

菜保・禰占雅史の 21 名である。

高次脳機能分野は、まさに霊長類研究所と同じで満 50 歳を迎える。今後も歴史と伝統を意識
して研究を推進していきたいと思う。
（文責：中村克樹）

2.1.8

神経科学研究部門

統合脳システム分野

１）沿革
本分野は、1971（昭和 46）年に研究所の第 7 番目の研究部門として設置された生理研究部門
に端を発する。1993（平成 5）年の組織改革によって分子生理研究部門器官調節分野となった。
2009（平成 21）年の高田昌彦教授着任にともない分子生理研究部門統合脳システム分野となった。
2015（平成 27）年の組織改革によって神経科学研究部門統合脳システム分野となり、
現在に至る。
生理研究部門は大澤濟教授、大島清助教授、目片文夫助手の体制で活動を開始した。1973（昭
和 48）年、原（三上）文江教務職員、林基治助手が着任した。1980（昭和 55）年、大澤が停年
退官し、後任として大島が教授に昇任した。同年、原の退職に伴い、大内（清水）慶子教務職員
が着任した。1981（昭和 56）年、野崎眞澄助手が着任した。1984（昭和 59）年、目片が助教授
に昇任した。1990（平成 2）年、
大島が停年退官した。1991（平成 3）年、
林が助教授に昇任した。
1991（平成 3）年、安倍博助手が着任した。1993（平成 5）年、安倍が北海道大学医学部に転出
した。1994（平成 6）年、林が器官調節分野教授に昇任した。同年、大蔵聡助手が着任した。
1995（平成 7）年、野崎が新潟大学理学部附属臨海実験所に転出した。1996（平成 8）年、清水
が助手になった。2000（平成 12）年、大蔵が農林水産省畜産試験場に転出した。2002（平成 14）
年、大石高生助教授が着任した。2004（平成 16）年、目片が定年退職した。2008（平成 20）年、
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清水が岡山理科大学理学部に転出した。2009（平成 21）年、林が定年退職し、後任として高田
昌彦教授が着任した。同年、松本正幸助教、井上謙一特定助教が着任した。2012（平成 24）年、
松本が筑波大学医学医療系に転出した。2013（平成 25）年、井上が助教になった。

写真 1

歴代の教授。左から大澤濟、大島清、林基治、高田昌彦。

大学院生としては、
山下晶子（1986 年）
、
大平耕司（1996 年）
、
山下大輔（2000 年）
、
森琢磨（2000
年）、託見健（2003 年）
、檜垣小百合（2007 年）
、奥田康弘（2011 年）
、小笠原宇也（2013 年）
、
菅原直也（2013 年）
、安河内竜二（2013 年）
、小山奏子（2015 年）
、上野貴文（2015 年）
、田辺創
思（2015 年）
、柘植仁美（2016 年）
、高田裕生（2016 年）が在籍した、または在籍中である（カッ
コ内は入学年）
。博士の学位を授与された者は、山下晶子（1991 年）
、大平耕司（2000 年）
、森琢
磨（2004 年）
、託見健（2009 年）
、檜垣小百合（2012 年）である（カッコ内は授与年）
。
２）研究活動
適応に関する研究
適応に関しては、大澤、目片、原が中心になり、体温調節の比較生理学的研究とニホンザルの温
度適応に関する研究が推進された。屋内飼育されているニホンザル、
カニクイザルなどの皮膚温、
体温、酸素摂取量などを測定して比較した
（Tokura et al. 1975）
。さらに、対象を屋外飼育ニホンザ
ルや餌付けニホンザル群にまで広げた点がきわめてユニークである。
血管平滑筋に関する研究
目片は霊長類、食肉類、ウサギなど各種哺乳類の血管平滑筋の電気生理学的研究を推進し、
Journal of Physiology（London）誌に 11 編、Nature 誌に 1 編（Mekata and Keatinge 1975）など
の論文を発表した。
生殖に関する研究
生殖に関しては、大島、林によってニホンザルの繁殖期の季節性に関する研究が 1974（昭和
49）年頃から開始され、その後、野崎、清水、大蔵が加わって、生理研究部門、器官調節分野の
研究の大きな柱となった。大島は、プロスタグランジンの妊娠ニホンザルへの効果を調べ、分娩
誘発作用を確認した（Oshima et al. 1979）
。大島は、1986（昭和 61）年以降停年退官まで、サル
とヒトのセクソロジーの比較研究を行った。野崎は黄体形成ホルモン、性ステロイドホルモン、
インヒビン、メラトニンなどを定量し、ニホンザルの季節繁殖性の機序などを追究した（Nozaki
et al. 1991）
。清水は、各種のホルモンの測定を血液中だけでなく、非侵襲的に尿や糞からでも行
える実験系を確立し、
マカク、
類人猿のホルモン動態を明らかにする一連の研究を行った（Shimizu
2005）
。
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神経関連分子に関する研究
神経関連分子の研究は、林による生理活性脳内ペプチドの代謝研究に端を発し、その後、大石、
大学院生の山下、大平、森、託見、檜垣らが加わり、生理研究部門、器官調節分野の研究のもう
一つの大きな柱となった。マカクは大脳皮質領野が明瞭に分化しており、脳内ペプチド（P 物質、
ソマトスタチン、VIP など）や神経栄養因子（脳由来神経栄養因子 BDNF など）あるいはその
受容体である TrkB などの脳内分布やその発達過程における量的変化の研究は、領野の形態分化、
機能分化の理解に大きく寄与した。林はエンケファリンを代謝する酵素をニホンザルの大脳皮質
より世界で初めて精製することに成功した（Hayashi and Oshima 1977）。その後、P 物質、ソマ
トスタチン、VIP の量が胎生期に一過性に増量する現象を見出した（Hayashi and Oshima 1986）
。
大学院生の山下らは、免疫組織化学法によって、胎生期にはペプチドを含有する細胞が成熟期よ
り多いことを明らかにした（Yamashita et al. 1989）
。大学院生の大平らは TrkB のスプライスバ
リアントに注目し、その脳内分布と発達様式を明らかにした（Ohira et al. 1999）
。大学院生の森
らは 2 種の神経栄養因子、BDNF と NT-4 の脳内分布と発達様式が異なることを報告した（Mori
et al. 2004）
。大学院生の託見らは 3 種の神経栄養因子の小脳における分布と発達様式を明らかに
した（Takumi et al. 2005）
。大学院生の檜垣らはエストロゲンの合成酵素と受容体が閉経や卵巣
摘除によるエストロゲンの減少にどのような影響を受けるかを、免疫組織化学法によって明らか
にした（Higaki et al. 2012）。
神経連絡に関する研究
高田は着任前から脳を構成する複雑かつ精緻な神経回路（ネットワーク）の枠組みを解明する
ことが、脳機能をシステム的に理解するために極めて重要であると考え、その有力な手段として、
狂犬病ウイルスベクターを用いた経シナプス的神経連絡研究を行っていた。着任後もその手法を
さまざまな脳部位に適用している。研究員の二宮らは、背外側前頭前野から、前頭眼野や補足眼
野を介して、高次視覚野である MT 野や V4 野に、視覚認知に関わるトップダウン型の信号伝達
があることを明らかにした（Ninomiya et al. 2012）
。総合研究大学院大学の大学院生であった高
原は高田の指導を受け、いずれも視覚誘導性の到達行動の遂行に関与しているが直接神経連絡を
持たない前頭前野の 45 野、12 野と背側運動前野とがどの部位を中継点にして二次的に結合して
いるかを明らかにした（Takahara et al. 2012）
。研究員の平田らは、記憶に基づいた判断を行う
際に働く背側前頭前野が、直接的な神経連絡がほとんどない内側側頭葉から、どの脳部位を中継
して情報を受け取っているかを明らかにした（Hirata et al. 2013）
。
ウイルスベクターを用いた遺伝子導入技術の開発と応用に関する研究
サル脳への遺伝子導入に適したウイルスベクターの開発と、その脳研究への応用に世界に先駆
けて成功した。ウイルスベクター（アデノ随伴ウイルスベクターやレンチウイルスベクター）を
用いた遺伝子導入技術により、ニホンザルやマーモセットの脳に部位特異的かつ時間特異的に
ターゲット遺伝子を発現させる技術は、高次脳機能や後述する精神・神経疾患の神経機能の解明
に極めて有効である。井上らは、細胞死誘導レセプター遺伝子であるヒトインターロイキンタイ
プ 2 受容体を発現するレンチウイルスベクターを用いて、神経回路選択的な細胞死誘導法である
イムノトキシン逆行性感染型神経路標的法をサルで確立し、この手法を利用して、運動制御に重
要な役割を担っている大脳基底核の神経情報処理機構を明らかにした。大脳基底核の主要な神経
回路のひとつであるハイパー直接路を選択的に除去したモデルザルを作製することによって、大
脳皮質から大脳基底核に運動情報が入力する際に早いタイミングで起こる興奮活動はハイパー直
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接路を経由していることが証明できた（Inoue et al. 2012）
。さらに、井上、高田、松本は、複雑
に絡み合った脳神経回路において、ターゲットとする回路だけを光照射によって選択的に活性化
させるオプトジェネティクス技術の開発に霊長類で初めて成功した。眼球運動を制御する神経
ネットワークのうち、大脳皮質前頭葉の前頭眼野から中脳にある上丘への神経回路に着目し、光
照射によって神経活動を活性化させるタンパク質を、アカゲザルのこの回路にのみ選択的にアデ
ノ随伴ウイルスベクターを使って発現させた。上丘への光照射によってこの回路を選択的に活性
化させ、上丘の神経活動を高い時間精度でコントロールすることと、サルの眼球運動を人為的に
誘発させることに成功した（Inoue et al. 2015）
。放射線医学総合研究所の南本らとの共同研究で
は、特定の薬物と選択的に結合する遺伝子改変受容体 DREADD をアデノ随伴ウイルスベクター
を用いてマカクの吻内側線条体で発現させ、受容体発現部位をサルが生きた状態で確認すること
に成功し、吻内側線条体の選択的活動低下が報酬価の正常な判断を損なうことを示した（Nagai
et al. 2016）
。薬物の全身投与により、可逆的に、また何度でも正確に同じ部位の神経細胞の活動
を制御できるため、今後の応用が大いに期待できる。
疾患モデルの探索と作出に関する研究
マカクやマーモセットはヒトと神経系の構造や機能が類似しており、さまざまな疾患のモデル
動物となりうる。統合脳システム分野では、前項の遺伝子導入法による神経疾患モデル作製に取
り組むとともに、自然発症疾患や脊髄損傷などの実験系を用いた研究を進めている。大石らは遺
伝子情報分野や人類進化モデル研究センター、自然科学研究機構の郷との共同研究を行い、世界
で初の早老症ニホンザルについて報告した。このサルは幼弱期において、身体的にも脳形態や末
梢神経機能においても老化の兆候を示していたのみならず、細胞分裂能の低下や DNA 修復能の
低下があった。しかし、ヒトの早老症原因遺伝子には異常がなかったため、別の要因によること
が示唆された（Oishi et al. 2014）
。研究員の中川らは、脊髄損傷後の運動機能回復に脊髄内での
軸索発芽がどのように関わっているかを明らかにした。アカゲザルの脊髄損傷モデルにおいて、
発芽した皮質脊髄路軸索のほとんどは下位運動ニューロンの存在する第 IX 層に伸びていた
（Nakagawa et al. 2015）
。研究員の McCairn らは、マカクの側坐核を脱抑制すると辺縁系ネット
ワークの活動亢進を引き起こし、トゥーレット症候群に見られる音声チック（意識的に止めるこ
とのできない発声）が誘発されることを見出し、このことにより、音声チックの霊長類モデルの
作出とそのメカニズム解明に世界で初めて成功した（McCairn et al. 2016）
。
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2.1.9

ゲノム細胞研究部門

ゲノム進化分野

１）組織・教職員の動き
本分野は 1973（昭和 48）年度に設置された生化学研究部門が基盤になっている。その後、
1993（平成 5）年 4 月 1 日付けで部門制が改組され、9 部門が 4 大部門（10 分野）に統括された。
それに伴って従来の生化学研究部門は分子生理研究部門・遺伝子情報分野に改組となった。さら
に 2015（平成 27）年度、
部分的な部門ならびに分野改組がおこなわれ、
研究所の組織は 5 部門（10
分野）2 附属施設に変更になった。三回目の改組によって、ゲノム細胞部門・ゲノム進化分野と
なり現在にいたっている。すなわち、生化学研究部門→分子生理研究部門・遺伝子情報分野→ゲ
ノム細胞研究部門・ゲノム進化分野と推移してきた。以下に人の動きを示す。
生化学研究部門（1973 〜 1993）
教員：高橋健治教授（1974 ～ 1984）、竹中修助教授（1974 ～ 1985 同研究室教授へ）
、景山節助
手（1974 ～ 1986 同研究室助教授へ）
、中村伸助手（1975 ～ 1993）
、石田貴文助手（1986 ～ 1989
東京大学へ転出）、浅岡一雄助手（1990 ～ 1993）
。大学院生：十川和博、森山昭彦、丹治雅夫、
村山裕一、井上美穂、鈴木良太、白石陽子。研修員：竹中晃子、市原慶和、大内めぐみ、平尾哲
二。技能・技術補佐員：植松桂子、鈴木桂子、堀田美佳、荒川美典、川本咲江。事務補佐員：宮
田正代。
分子生理研究部門・遺伝子情報分野（1993 〜 2014）
教員：竹中修教授（1993 ～ 2005）、景山節助教授（1993 ～ 1999 人類進化モデル研究センター教
授へ）、中村伸助手（1993 ～ 2010 退職）
、
浅岡一雄助手（1993 ～ 2008 退職）
、
平井啓久助教授（2000
集団遺伝分野より（人類センター助教授併任）～ 2005 同教授～ 2014）
、今井啓雄准教授（2005
～ 2014）郷康広助教（2010 ～ 2013 自然科学研究機構へ転出）
、今村公紀助教（2013 ～ 2014）
。
大学院生：Heui-Soo Kim、長谷川（東）由香子、劉成淑、郷康広、Ana Karina Zavala Guillen、
許禎壬、近藤彩、福原亮史、田中美希子、高橋知子、村田貴朗、Jeong A-Ram、鈴木南美、早川
卓志、Israt Jahan、伊藤聡美、北島龍之介、西栄美子。研究員：平野真、田代靖子、田中（上野）
寛子、早野あづさ、和田晃、針貝美樹、細川和也、松井淳、菅原亨、永友寛一郎、岸田拓士、筒
井圭、鈴木（橋戸）南美。技能・技術補佐員：川本咲江、堀田由起子、光永総子、岡田真紀、平
井百合子、山内英典、橋本寛之、五島緑、中村諭香、出井早苗、上岩美幸、伯川美穂、榊原朱乃、
梅村美穂子、谷和女。事務補佐員：宮田正代、袴田好乃、安武香織。
ゲノム細胞研究部門・ゲノム進化分野（2015 〜）
教員：平井啓久教授（2015 ～）
、今井啓雄准教授（2014 ～）
、今村公紀助教（2015 ～）
。大学院生：
北島龍之介、西栄美子、西山瑠衣、糸井川壮大、伊藤達矢、河本悠吾、黒木康太。研究員：鈴木
（橋戸）南美。技能・技術補佐員：伯川美穂、梅村美穂子、谷和女。事務補佐員：安武香織。外
国人共同研究者：Tony Tosi（米国）（京都大学連携研究基盤：ヒトと自然の連鎖生命科学研究ユ
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ニット）、Kanthi Arum Widayati（インドネシア）
（京都大学連携研究基盤：ヒトと自然の連鎖生
命科学研究ユニット）
。インターン：Cody Ruiz（米国）
、ヤン・シャオチャン（中国）
、ジャン・
ジンイ（中国）
。
２）研究の動向
生化学研究部門の発足当初の目的は「霊長類のタンパク質の構造、機能、進化ならびにその進
化と適応の機構を解明する」（10 年誌より）と謳われている。それから 50 年の年月がすぎ生化
学関連の技術や観点が大きく変わってきた。タンパク質化学や免疫学の技術が大きく進展し、研
究の視点も大きく変化した。なかでも我々の研究分野に最も影響を与えたのは、遺伝子組み換え
技術や細胞培養技術の発達である。さらにその発展系としてのゲノム配列解読技術や iPS 細胞作
製技術が展開し、現在新しい窓が開けられようとしている。ここには関連したこれまでの研究を
抜粋して紹介する。
DNA 多型解析による霊長類父子判定
ヒト以外の霊長類は複雄複雌の群れをつくり、乱婚的交尾をする種が多く
存在する。ニホンザルもそのひとつである。ニホンザルの研究は 1948 年に
始まり、個体識別による個体追跡という日本独自の方法を確立し、行動特性
に基づいた集団構造の解明がなされ、種生物学的特性が把握されてきた。そ
の中で親子関係も重要な研究項目であった。母仔の関係については彼らの接
触行動から明らかにできる。しかし、父親は交尾が乱婚的であるがために、
子供への接触がなく父仔の関係は観察からは明らかにできない。そのため行
動観察から作成される家系図は、母仔の関係、すなわち母系図のみに限られ
た。これでは正確な家族関係を把握するには片手落ちである。そこで家系を遺伝的に追跡できる
ミニサテライト DNA を使って、父仔関係を明らかにする解析を実施した。行動観察を詳細に観
察した上で、全個体のプロファイルを検出しその特性を比較することで、各個体の遺伝的関係を
明確にできる。図 1 はその一例を示したものである。バンドの位置の類似性から仔の父親を明ら
かにすることができる。この図からはバンドの類似性から「オス 2」がその父親と判定された（参
考文献 1）。
父仔関係の解析はいろいろな項目を明らかにすることができた。例えば、①交尾行動は社会順
序と年齢に依存する。②オスの順位は残した仔の数に反映していない。③オスは自分の出自家系
のメスとの間には仔を残していない。④メスは自分の仔の父親を変えている。
染色体彩色プローブ開発と染色体進化解析
ゲノムは生命誕生以来連綿と受け継がれてき
たので、35 億年の歴史を追跡することが可能で
ある。DNA 配列の解析はまさにそれを実施して
いる。染色体は DNA が凝集してできた物体であ
り、染色体もゲノムマーカーを使って進化を解
析することが可能である。われわれは染色体の
断片を削り取り、
それをプローブ（染色体彩色プローブ）として染色体の変化を解析することを、
ひとつの解析手段としている。
左上図に示すように、
とりたい染色体の部位をガラスキャピラリー
で削り取り（a：鏃は削った箇所、矢印は削った染色体断片）
、PCR で回収した DNA をプロー
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ブ化し、局在箇所を明らかにできる（b）
。自在にプローブを作成
できるので、独自の実験計画が可能となる。数億年の染色体変化
史を追跡できる。
この方法を使って系統特異的な染色体分化を明らかにした。例
えば、①アジルテナガザルはスマトラとボルネオ（カリマンタン）
で染色体変異構成が異なることを発見し、両集団が分かれた後、スマ
トラ集団だけに染色体第 8、9 間に相互転座（WAT8/9）が生じたこと
を示した（左図上）
。②ヨザルの異種間雑種が発見され、その雑種個体
に新奇（有胎盤哺乳類ではじめて）の染色体変異が生じたことが、染
色体彩色解析で明らかになった（左図下）
。

遺伝子変異と行動分化
味覚や嗅覚・視覚は生物が自然環境に適応するためのセンサーとして重要である（参考文献 7）
。
味覚の中でも「苦味」は食物の毒性を感知するために重要な受容体である。ニホンザルの野生集
団や飼育個体の苦味受容体遺伝子（TS2R38）を網羅的に調査したところ、紀伊半島のある集団
のみに変異（偽遺伝子化：開始コドンの変異、
左図）が見つかった。
野生遺伝子型個体（図の左）と変異型ホモ個体（図の右）は、分
子レベルで反応の有無が明確であり、摂食行動の比較実験におい
ても、苦味物質（PTC）を塗布したリンゴに対して前者はなめて
こっそり捨てたが、後者は無反応で摂食した。遺伝子の変化が摂
食行動に変化を与えた証拠である。また、この変異が特定の地域
に限定されていることを鑑みると、この変異がその地域の環境に
適応する因子のひとつとなっていることも推測される（参考文献
8）。類似の分化はチンパンジーでも観察されていて、ニシチンパ
ンジーとヒガシチンパンジーの地域分化は苦味受容体遺伝子の変
異によって地域特異的食物に適応していることが明らかになっている（参考文献 9）
。
ヒトが大好きな甘味についても解析した。甘味受容体（TAS1R/TAS1R3）の機能測定系を確
立し、甘味感受性をニホンザルとヒトで比較したところ、
ニホンザルはヒトがあまり甘く感じない麦芽糖をショ糖と
同じくらい「甘い」と感じることが分かった（左図）
。これ
はニホンザルがヒトより約 10 倍強く麦芽糖を甘く感じてい
ることになる。ニホンザルは自然界で穀類や草木の葉によ
り強い甘味を感じることで、採食を通した生き残り戦略を
体得しているのかもしれない（参考文献 10）
。
以上のように味覚は動物の生命維持に極めて重要な生理
機能であり、種それぞれが味覚受容体の特異な進化をとげ、種特異的な環境適応を成し遂げてい
るようだ。味覚は適応進化を理解する上で極めて重要な要素のひとつである（参考文献 11）
。
iPS 細胞の作製と臓器・組織への誘導
これは共同利用研究（共同利用・共同研究拠点による事業）によって芽生えた研究項目で、最
初にチンパンジーの iPS 細胞（induced pluripotent stem cell：人工多能性幹細胞、左図右）が慶
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応義塾大学との共同研究によって作製できた。最近になって学
内の iPS 細胞研究所との共同研究によってニホンザルの iPS 細
胞も作製できている。共同利用研究が糸口になって iPS 細胞研
究を研究所にも導入することが可能となり（共同利用研究員の
定員教員採用に伴って）
、研究所に細胞・ゲノムに関連した新
たな展開（分子細胞生理学）を切り開くことができた。多能性幹細胞の作製を基盤にして、新た
な研究項目が遂行されつつある。例えば、①第 1 はコモンマーモセットやニホンザルにおける精
子形成誘導研究である。iPS 細胞から精子を誘導する機序を解明する。それを糸口としてニホン
ザルの季節性精子形成のスィッチメカニズムを解明することなどを目指している。②第 2 はチン
パンジーの iPS 細胞を使った脳神経の誘導研究である。霊長類の脳の組成と進化の仕組みを、
iPS 細胞を使って再現する（上図：左．iPS 細胞；右．誘導した神経細胞）
。1 個の細胞から複雑
系の脳を構築し、組成の連鎖パラダイムを確立するという壮大な夢に繋げる。
以上のように研究室の研究内容を概観して見ると、それぞれの時代を反映した研究内容が遂行
されている。基盤となる細胞やゲノムの解析が生態や行動の観察データを強化するために必須で
あることを示したことで、実験技術の普遍化が進み野外研究者も分子レベルの解析を取り入れる
ようになった。分子細胞レベルの基礎研究が観察研究の基盤を拡充強化したことは、対象動物の
研究においても、物質研究の重要性が認識された黎明期的時代としてこの 50 年は位置づけるこ
とができる。それはそれで極めて重要な動向だといえるが、新たな 50 年を目指すために、新し
い部門を構成し、ゲノム・細胞の基礎情報をより盤石にすることで、
「くらし、からだ、こころ」
の表現型により包括的な洞察を与えることを進めたい。物質から行動・社会への鎖を敷設し、生
命連鎖の解明の糸口を探ることで、物質から地球を俯瞰した霊長類の「ユニバソロジ（宇宙飛行
士の毛利衛さんが宇宙から再定義した）
」の概念を構築する。荒唐無稽な話に感じられるかもし
れないがこの先 50 年の視点として重要と考えている。
参考文献
1．Inoue M, Takenaka A, Tanaka S, Kominami R, Takenaka O
（1990）
Paternity discrimination in a
Japanese macaque group by DNA fingerprinting. Primates, 31, 563-570.
2．Hirai, H., Mootnick, A.R., Takenaka, O., Suryobroto, B., Mouri, T., Kamanak, Y., Katoh, A.,
Kimura, N., Katoh, A., and Maeda, N.: Genetic mechanisma and property of a whole-arm
Chromosome
transloction（WAT）between chromosomes 8 and 9 agile gibbons
（Hylobates agilis）
．
Research 11:37-50, 2003.
3．Hirai, H., Wijayanto, H., Tanaka H., Mootnick, AR, Hayano, A., Perwitasari-Farajallah D.,
Iskandriati D., and Sajuthi, D.:A whole-arm translocation（WAT8/9）separating Sumatran and
Bornean agile gibbons, and its evolutionary features. Chromosome Research 13: 123-133, 2005.
4．Hirai H, Hirai Y, Domae H, Kirihara Y（2007）
A most distant intergeneric hybrid offspring
（Larcon）of lesser apes, Nomascus leukogenys and Hylobates lar. Human Genetics 122: 477-483.
5．Hirai, H., Matsubayashi, K., Kumazaki, K., Kato, A., Maeda, N.: Chimpanz ee
chromosomes:retrotransposable compound repeat DNA organization
（RCRO）
and its influence to
meiotic prophase and crossing over. Cytogenetic and Genome Research 108: 248-254, 2005
6．Berriman M, Haas BJ, LoVerde PT, Wilson RA, Dillon GP, Cerqueira GC, Mashiyama ST, AlLazikani B, Andrade LF, Ashton PD, Aslett MA, Bartholomeu DC, Blandin G, Caffrey CR,
67

Coghlan A, Coulson R, Day TA, Delcher A, DeMarco R, Djikeng A, Eyre T, Gamble JA, Ghedin
E, Gu Y, Hertz-Fowler C, Hirai H, Hirai Y, et al.（2009）The genome of the blood flukes
Schistosoma mansoni. Nature, 46: 352-358.
7．H. Imai “Bitter taste receptors of primates” In Evolution and Senses: Opsins, Bitter Taste,
Olfaction. Springer Briefs
（Y. Shichida, T. Yamashita, H. Imai, T. Kishida）
pp23-34
（2013）
．
8．N. Suzuki-Hashido, T. Hayakawa, A. Matsui, Y. Go, Y. Ishimaru, T. Misaka, K. Abe, H. Hirai, Y.
Satta, and H. Imai.
（2015）
Rapid expansion of phenylthiocarbamide non-tasters among Japanese
macaques. PLoS ONE 10, e0132016.
9．T. Sugawara, Y. Go, T. Udono, N. Morimura, M. Tomonaga, H. Hirai, and H. Imai.
Diversification of bitter taste receptor gene family in western chimpanzees. Mol. Biol. Evol. 28,
921-931（2011）．
10．T. Hayakawa, T. Sugawara, Y. Go, T. Udono, H. Hirai, H. Imai. Eco-Geographical
Diversification of Bitter Taste Receptor Genes（TAS2Rs）among Subspecies of Chimpanzees
（Pan troglodytes）．PLOS ONE 7, e43277（2012）
．
11．E.Nishi, K. Tsutsui, and H. Imai High maltose sensitivity of sweet taste receptors in the Japanese
macaque
（Macaca fuscata）
Sci. Rep 6, 39352
（2016）
．
12．今井啓雄，西栄美子
（2016）
味覚受容体タンパク質の進化と多様性．
生物科学 67, 75-84.
13．Lin ZY, Hikabe O, Suzuki S, Hirano T, Siomi H, Sasaki E, Imamura M, Okano H. Sphere
formation culture of testicular germ cells in the common marmoset, a small New-world monkey.
Primates, 57:129-135, 2016.
14．Lin ZY, Hirano T, Shibata S, Seki NM, Kitajima R, Sedohara A, Siomi MC, Sasaki E, Siomi H,
Imamura M, Okano H. Gene expression ontogeny of spermatogenesis in the marmoset uncovers
primate characteristics during testicular development. Developmental Biology, 400: 43-58, 2015.
15．Hirano T, Iwasaki YW, Lin ZY, Imamura M, Seki NM, Sasaki E, Saito K, Okano H, Siomi MC,
Siomi H. Small RNA profiling and characterization of piRNA clusters in the adult testes of the
common marmoset, a model primate. RNA, 20: 1223-1237, 2014.
16．Imamura M, Hikabe O, Lin ZY, Okano H. Generation of Germ Cells In Vitro in the Era of
Induced Pluripotent Stem Cells. Molecular Reproduction and Development, 81: 2-19, 2014.
（文責：平井啓久）

2.1.10

ゲノム細胞研究部門

細胞生理分野

１）沿革
平成 5 年度に研究分門の改組が行われ、進化系統研究部門に形態進化分野、集団遺伝分野、系
統発生分野の 3 つが置かれた。そして創立 40 周年の時点（平成 19 年）で、この体制が続いてい
た。その後の研究部門改組や人員の入れ替わりなどを考慮すると、50 周年の時点（平成 29 年）
での細胞生理分野は集団遺伝分野からの流れとみなすのが、他の分野やセンターの記述との重複
が最も少なくなる。ここではこの立場で、40 周年の前後および以降の変遷を振り返る。
平成 17 年度末に庄武孝義（教授）が定年退職となり、集団遺伝分野は川本芳（准教授）
、田中
洋之（助教）の 2 名の配置となっていた。平成 20 年に古賀章彦（教授）が着任し、直後に、こ
の 3 名の研究内容の反映となるよう、名称をゲノム多様性分野に変更した。平成 27 年に研究所
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全体に関わる研究分門改組があり、
ゲノム細胞研究部門が置かれることになった。この新部門は、
ゲノム進化分野と細胞生理分野からなっている。ゲノム多様性分野の教員 3 名のうち古賀は、そ
れまで人類進化モデル研究センターに所属していた岡本宗裕（教授）および木下こづえ（助教）
とともに、細胞生理分野を構成することとなった。川本と田中は、人類進化モデル研究センター
の所属となった。なお、岡本は人類進化モデル研究センターの教授を兼任しており、センター長
の任にも当たっている。
２）研究活動
上記の流れに基づき、集団遺伝分野およびゲノム多様性分野（平成 26 年度まで）に所属した
教員、また細胞生理分野（平成 27 年度以降）に所属している教員の研究活動を、テーマごとに
記す。
夜行性への適応をもたらしたゲノムの変化（古賀）
目の前部には水晶体があり、光を集めるレンズとして機能する。夜行性の哺乳類の多くは、追
加のレンズともいえる構造体を視細胞の中に有する。これが光の散逸を防ぎ、微弱な光を鋭敏に
感じ取る。ヘテロクロマチンがこの構造体の材料となっていることを、ドイツのグループが証明
していた。ヘテロクロマチンとは、DNA のうちで冗長な構造を示す部分
である。
この細胞内レンズの成分となるヘテロクロマチンがどのような過程で生
じるかは、いまのところ不明である。これを追求するのに好適な種が、霊
長類に存在する。中南米の森に棲むヨザル（漢字では夜猿）である。祖先
は昼行性であったが、夜行性に短期間に移行した。この移行と呼応するよ
うに、ヨザルでは視細胞内レンズが復活しつつある。我々はその成分とな
るヘテロクロマチンを同定した
（図 1）
。このヘテロクロマチンは近縁のマー
モセットやリスザルにはみられない。系統分岐の後に獲得したとの推測が 図 1．ヨザルに特有な
成り立つ。細胞内レンズの形成の過程を追求するためのよい材料を提供す ヘテロクロマチンを構
成する DNA。大規模

ることとなった。論文を 1 報公表し（DNA Res. 2003）
、続く 1 報が審査中 反復配列の様相を呈す
る。
である。
細胞分裂に関与するシグナルの進化的意義（古賀）
細胞分裂の後期に、染色分体は分離して両極に移動する。
セントロメアとよばれる部位が、その移動の起点となる。ヒ
トでは、セントロメアを構成する DNA に、CENP-B box とよ
ばれる塩基配列シグナルが存在する。ゴリラなども含めたヒ
ト科も同様であるものの、ヒト科の範囲を越えるとこのシグ
ナルはみられないため、生物一般にとってどの程度の重要性
があるのかについて、議論が続いている。
我々はヒト科の範囲を越える霊長類で探索を行い、マーモ
セットやタマリンなど多数の種で CENP-B box を同定した（図
2）。その配列や位置の特徴から、つぎの仮説を提唱するに至っ
た。（1）CENP-B box は、生物の系統ごとに独立にそして頻 図 2．霊長類各種にみられるシグナ
繁に生じる。
（2）世代から世代への継続には必須ではないが、 ル。位置がすべて異なる。
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たとえば 100 世代単位などの長時間スケールでは、有利な効果をもたらす。
このシグナルに加え、セントロメア DNA の高次構造についても、同様の解析を行った。シグ
ナルおよび高次構造に関して論文を 7 報公表した（Sci. Rep. 2016； Biol. Lett. 2016； Sci. Rep.
2015；DNA Res. 2014；J. Hun. Genet. 2013；DNA Res. 2013；Heredity 2012）
。
野生霊長類の集団遺伝学的研究（川本）
国内ではニホンザルのミトコンドリア DNA（mtDNA）ハプロタ
イプの調査から東日本と西日本の集団が大きく分化すること、西日
本が東日本より高変異性を示すことを明らかにした（Kawamoto et
al. 2007）。この特徴は従来の核遺伝子による研究の結果と異なり、
その原因は最終氷期にいったん分布を縮小した祖先集団が後氷期の
温暖化で東日本へ再拡大したためと考えられた。また、地理的に孤
立する北限の下北のサルたちは後氷期の拡大後のボトルネックの影
響で他所から核遺伝子で大きく分化していることを明らかにした
（Kawamoto et al. 2008）。これらの知見をもとに、形態等の形質と
遺伝形質が示す地域分化の諸相の相違を総説（川本 2008, Kawamoto
2010）で公表し、寒冷環境で進化するニホンザルの理解に貢献した。 図 3． ニ ホ ン ザ ル の mtDNA
また、国内の外来種問題では、野生化したタイワンザル（青森県、 変異にみとめられた東西のハ
和歌山県、東京都）とアカゲザル（千葉県）に関する研究を進め、

プログループ分布。

ニホンザルとの交雑機構、交雑の地域差、時間的変化などの調査結果を公表（Kawamoto 2005,
白井・川本 2011 など）することで、行政の施策にも貢献する活動を継続している。
国外ではアジアとアフリカの野生霊長類を対象におもに進化系統に関する分子集団遺伝学的研
究を進めている。これらには動物実験用資源として利用されるモーリシャス島のカニクイザルに
関する集団構造と遺伝的特性に関する研究（Kawamoto et al. 2008）
、国際共同研究で行った絶滅
が危惧されるコンゴ盆地のボノボ生息地 7 箇所の mtDNA 変異分布と系統地理に関する研究
（Kawamoto et al. 2013）などが含まれる。
一連の研究成果は毎年 10 件前後の共同利用研究参加者ならびに国内外の共同研究者、研究協
力者の支援により得られたものである。
高地における家畜化と家畜利用に関する遺伝学的研究（川本）
高地の特異な環境に適応した人類の祖先たちは高
地に棲むウシ科やラクダ科の野生動物を家畜化し独
自の畜産文化を生みだしてきた。人類学、民族学の
研究チームに加わり、アンデス高地でリャマとアル
パカ、ヒマラヤ山地でヤクとミタンの集団遺伝学的
研究を行ってきた。アンデスでは野生種のグアナコ、
ビクーニャとの系統関係ならびに家畜の起源を調査
し、多系起源を支持する結果を得た（Kawamoto et
al. 2004）。また、生殖隔離が不完全な家畜種間で遺

図 4．ブータン東部の牧民キャンプで遭遇した

伝子流動を裏付ける知見を得た（川本 2007）
。ヒマ ヤクーミタンー在来牛の三元交配家畜
ラヤでは伝統的に行われてきたヤクと在来牛（高地

牛）、あるいはミタンと在来牛（もともとはインド系牛）の交雑利用の実態を明らかにした。特に、
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ブータンではヤク、ミタン、在来牛の複雑な交雑が認められ、各地のウシの遺伝子分析から、在
来牛へのミタン遺伝子の浸透が著しいことを明らかにし、殺生禁忌の価値観のもとで家畜資源の
管理が重要な局面にあることを提言した（Dorji et al. 2010a, b）
。高地における家畜化と家畜利用
の現状や、アンデスとヒマラヤを比較考察した結果は和文総説でも公表した（川本 2009a, b, 川
本ら 2012）。ネパールヒマラヤのヤク―牛交雑では餌となる草資源の制約から交雑が厳密に管理
され遺伝子交流が制約されている。一方、ブータンヒマラヤのミタンー牛交雑ではミタンが森に
放牧できる特異な採食生態をもつ家畜であることにより、餌の制約が少ない状況と宗教が影響し
交雑を促進するというコントラストが認められる。
マカクザルコロニーの集団遺伝学的研究（田中）
霊長類研究所は、実験利用するサルを供給するため、ニホン
ザル及びアカゲザルの繁殖コロニーを維持している。こうした
マカクザルは、野生では地域集団ごとに遺伝的な特性をもつこ
とが知られている。一方、コロニー設立後約 40 年が経過する
過程で SPF 化をすすめた結果、繁殖集団の遺伝子構成が野生
由来繁殖母群のそれから変化した可能性がある。本研究は、マ
カクザルコロニーの遺伝的特徴を明らかにし、遺伝的多様性の
経時的な変化をモニタリングするために継続されている。まず、
ニホンザル 3 集団（高浜群、嵐山群、若桜群）とアカゲザル 2
集団（中国群、インド群）について 2007 年度現在の遺伝的多 図 5．アカゲザル mtDNA のハプログ

様性を明らかにした。マイクロサテライト DNA15 遺伝子座の ループの系統関係。インド群で 7 タイ
分析結果から、当研究所のマカクザルコロニーは、野生ニホン

プ、中国群で 3 タイプみつかった。

ザルの比較的小さい群と同等の遺伝的多様性を保有していることが明らかとなった（平均ヘテロ
接合率で、ニホンザル 3 集団 0.60-0.66、アカゲザル 2 群 0.61 及び 0.71）
。こうした遺伝的多様性
の経時的変化を中国群（1984 年から 2011 年まで）および高浜群（2001 年から 2011 年まで）で
調べたところ、両群において比較した初期集団から遺伝子構成が徐々に変化し、多様性も低下し
ていることが明らかとなった。また、アカゲザルコロニーでは、遺伝的に分化した mtDNA の
ハプロタイプが複数種みつかったことから、中国群及びインド群は、原産国内での出自が異なる
個体を繁殖母群として創設されたことが推察された。
キタブタオザル（Macaca leonina）の系統地理学（田中）
東アッサム地方からインドシナ半島全域に分布する
キタブタオザルの遺伝構造を明らかにするため、分布
域広範な採材を行い、mtDNA の分析を行った。また、
近縁種ミナミブタオザル（M. nemestrina）及びシシオ
ザル（M. silenus）との系統関係についても調べた。結
果は次のようにまとめられる。
（1）
キタブタオザルでは、
地理的な分布に関連するハプログループがみいだされ
た。（2）ラオス南部ではメコン川の東西で mtDNA の
大きな分化がみられた。
（3）これまで報告されていた
ミナミブタオザルのボルネオ島集団とスマトラ島／マ 図 6．キタブタオザル（Macaca leonina）
レー半島集団の mtDNA 分化を確認したが、後者は、
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中央インドシナからメコン川西のキタブタオザルに近縁であることが今回新たにわかった。（4）
シシオザルは、キタブタオザルの姉妹種とはならず、キタブタオザルのクラスターの中に含まれ、
インドシナ北部及び北西部のハプログループに近縁性を示した。
（5）マレー半島のキタブタオザ
ルとミナミブタオザルの分布境界付近では、ミナミブタオザルタイプの mtDNA を持つキタブ
タオザルがみつかった。
ニホンザルの繁殖工学技術の確立と一卵性多子ニホンザルの作製（岡本）
サル類はヒトに近縁であることから、ヒトのモデル動物として有用な実験動物である。ニホン
ザルは維持繁殖が順調に進んでおり実験動物として利用されているが、新たに出現した疾患モデ
ルザルについては、その維持管理が難しく、個体を残すことができていない。自然交配が困難な
種を繁殖させる場合、生殖工学的手法を用いることが想定されるが、ニホンザルでは未だその技
術は確立されていない。そこで、ニホンザルの生殖工学技術を確立すると共に、遺伝的に均一な
一卵性多子ニホンザルの作製を目指し、広島大学および北海道大学と共同利用・共同研究を実施
している。
精子については、電気刺激による採精法を検討し、
ほぼ確実に十分量の精子を採取する方法を確立した。
これらの精子の凍結保存法について、ストロー法とペ
レット法を比較したところ、凍結融解後の精子運動性
指数はストロー法では 1.1 ± 0.7 であったのに対し、ペ
レット法では 10.9 ± 4.6 と有意に高かった。
卵については、アカゲザルで確立されているホルモ
ン処理法をニホンザルに施した場合、卵巣が過剰に反
図 7.

ホルモン処理後の卵巣

応し、採取される卵も成熟卵（M2）が少なかった。そ
こで、FSH の投与量、投与期間を検討したところ、最

初の 5 日間は 10IU/kg、その後 4 日間は 5IU/kg 投与することにより、良好な卵が得られること
が明らかとなった。
一卵性多子ニホンザルの作製については、2 頭のレシピエント雌に凍結保存した分割受精卵の
移植試験を実施した結果、1 例で妊娠が確認された。最終的には死産ではあったが妊娠満期の産
仔を得ることに成功し、体外受精→受精卵分割→凍結保存を経た受精卵が個体発生能を持つこと
が確認できた。
繁殖生理の解明と迅速ホルモン分析手法の確立（木下）
動物園などの飼育下において、類人猿の多くは高齢
化が進み、適切な繁殖計画に沿った個体群の管理が必
要とされている。そのため、私たちの研究グループは、
繁殖率の向上を目指して、類人猿の繁殖生理の解明を
テーマに研究を行っている。
主に、雄については、精液性状の特性を明らかにす
るため、無麻酔下で採取した精液の運動精子率の時間
変化などを調べている。特にオランウータンでは、通
常受精に寄与していないと考えられる精液の凝固部に
図 8．飼育下で繁殖したオランウータン

関して、長く精子の運動性が持続していることが判明
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した。これは、本種が半単独性で他の類人猿と比較して交尾機会が少ないこと、また樹上生活者
であることに起因すると考えられ、現在、複雄複雌の社会構造をもつチンパンジーの精液性状と
比較を行っている。雌については、尿中の性ホルモン濃度動態から交配適期（つまり排卵日）の
予測や妊娠のモニタリングを行い、さらに、近赤外分光法を用いた、迅速かつ簡便な新規ホルモ
ン測定法の開発を行っている。例えば、正常出産または死産をした雌オランウータンの性ホルモ
ン動態を比較したところ、胎盤から分泌される発情ホルモン代謝産物濃度は、死産例において他
の正常出産例と比較して有意に低濃度を推移していたことが判明した。また、近赤外分光法によ
り発情ホルモン代謝産物の測定を試みたところ、従来法である酵素免疫測定法による測定値と高
い相関関係が得られ、本手法による迅速なホルモン分析法の可能性が示された。
上記、妊娠モニタリングに関する論文を 1 報（J. Med. Primatol. 2016）
、近赤外分光法に関す
る論文を 2 報（Primates 2016, J. Near Infrared Spectrosc. 2016）公表している。
（文責：古賀章彦）

2.1.11 変異研究部門（1969 年度～ 1992 年度）・進化系統研究部門集団遺伝分野
（1993 年度～ 2008 年度）
変異研究部門は昭和 42 年度の研究所開設のあと昭和 44（1969）年度に設置された。その研究
目途には「集団内の変異、集団間の変異の検索ならびに起因についての研究」
「人の変異との関
連の研究」「遺伝学的研究・奇形の研究」が掲げられた。設立には野澤謙（教授）
・江原昭善（助
教授）・和田一雄（助手）
・西邨顕達（助手）の 4 名が参加した。そのあと昭和 46 年度に庄武孝
義（助手）が加わり、昭和 50 年度に江原が研究所の系統研究部門（教授）に昇格し、江原の後
任には庄武が昇格した。昭和 52 年度には西邨が同志社大学（助教授）へ異動し、代わって峰澤
満（助手）が加わった。昭和 62 年度には峰澤が農林水産省へ異動し、
平成 2 年度から川本芳（助
手）が加わった。平成 3 年度には和田が東京農工大学（教授）へ異動し、野澤が定年退官した。
野澤の後任には庄武が、庄武の後任には川本が昇格し、そのあと平成 4 年度に平井啓久（助手）
が加わり改組により平成 5（1993）年度から進化系統部門集団遺伝分野に移行した。平成 11 年
度には平井が研究所の分子生理研究部門遺伝子情報分野（助教授）に昇格し、代わって平成 13
年度から田中洋之（助手）が加わり平成 16 年度に庄武が定年退官した。後任教授として古賀章
彦が平成 20 年度から加わり平成 21 年度から分野名をゲノム多様性分野に改めた。そのあとさら
に平成 27 年度の部門・附属施設の改組により分野を解消し、古賀は新設のゲノム細胞研究部門
細胞生理分野に、
川本と田中は人類進化モデル研究センターにそれぞれ異動し現在に至っている。
変異研究部門（昭和 44 年度～平成 4 年度の 24 年間）と進化系統研究部門集団遺伝分野（平成
5 年度～平成 20 年度の 16 年間）でおこなわれた研究の概要を以下にまとめる。
変異研究部門の設立時には遺伝学、人類学、生態学、行動学の研究者が集結し、ニホンザルを
中心とする野生霊長類の研究のほかに、
ホミニゼーションに関連する「家畜化」の問題などをテー
マとした研究活動が行われた。遺伝学研究ではアジア産マカクの集団遺伝学的研究が野澤、庄武
により手がけられた。そこでは電気泳動法で検出可能な血液タンパク質多型分析が利用され、野
外で一時捕獲するサルから採取した血液試料を個体間、地域間、種間で比較する手法が利用され
た。集団中の遺伝的変異性や集団間の遺伝的分化に関する調査結果をもとに、特にニホンザルで
は集団構造の解析が進んだ。群れを単位に、近接する地域では頻繁な遺伝子流動を保ちながら、
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地域が離れると遺伝的交流が乏しく分集団化が生じるとみる重層構造的な繁殖構造の仮説が提唱
された。同様の手法によりスリランカのトクモンキーやインドネシアやタイのカニクイザルでも
調査が行われた結果、野生霊長類集団の遺伝的構造には種差や同種でも地域によるちがいがある
ことが解明された。さらにこうした分子集団遺伝学的研究は霊長類の系統研究や交雑集団研究に
も拡大し、マカカ属サル類の類縁関係の検討や、エチオピアで生じたマントヒヒとアヌビスヒヒ
の自然交雑の機構を解明する研究にも利用された。一連の研究では、野澤を中心に、当時日本各
地で発生していた先天性四肢奇形が遺伝的か否かの研究などにも先鞭がつけられた。
江原は頭蓋骨の諸形質につき多種の霊長類を比較することで適応的形質の分類を試み、
頬骨弓、
眉上隆起、眼窩などの形成機序の研究から化石人類の比較研究に通じる視点を提供した。また、
ホミニゼーションに関する研究では、分野を異動したのちも家畜化の概念を適用する問題などで
議論をリードした。このなかでは脳中枢神経系の進化を大脳化ではなく新脳化とみることを提唱
した。なお、家畜化については野澤もその現象の遺伝学的意義を検討し、江原と共同利用研究会
を企画している。
和田は長年にわたり長野県志賀高原の積雪地帯に暮らすニホンザルの生態研究を行い、その生
態や社会の特性を比較し地域個体群の土地利用の実態を解明し寒冷適応を遂げた霊長類の理解に
貢献した。また、インドやネパールではニホンザルとの比較を目的にアカゲザル、アッサムモン
キー、ハヌマンラングールの生態学的研究を展開した。さらに、中国では安徽省黄山のチベット
モンキーや陝西省秦岭山脈のキンシコウのフィールドを開拓し、かれらのもつ特徴的な社会や行
動を明らかにした。霊長類の外にはオットセイやトドの調査を継続し、生態の比較から鰭脚類の
進化を研究した。
西邨はニホンザルの行動の研究を進め、生涯にわたる記録を用いてニホンザルの発達に関する
理解に貢献した。さらに高崎山などでの長期観察から、ニホンザル社会において個体の行動を規
定する場の意義に注目した研究を展開した。また、新世界ザルの調査隊に参加し、南米アマゾン
のコロンビア流域を中心にウーリーモンキーの社会生態学的研究を行い、新たな知見を見いだし
ている。
変異研究部門と集団遺伝分野に参加した研究者では峰澤と平井が細胞遺伝学的研究を行った。
染色体変異を指標とする研究では、峰澤が分染法で形態変異を各種霊長類で比較した。特にマカ
カ属サル類では種間の相違が乏しいことを確認した。また、ボリビアとブラジルでは新世界ザル
の調査を精力的に行い、リスザル、オマキザル、ヨザル、ホエザルの染色体変異を明らかにした。
平井は分染法に加えて蛍光色素で標識したプローブで雑種分子をつくり染色体の構造や機能の単
位を可視化させる FISH 法や PRINSE 法を利用し、各種霊長類の染色体進化を研究した。
分子集団遺伝学の研究では、変異研究部門の時代に大学院生だった早坂謙二によりニホンザル
のミトコンドリア DNA（mtDNA）研究の先鞭がつけられた。国立遺伝学研究所（静岡県三島市）
の指導を受けて制限酵素切断片多型および塩基配列の技術が研究室に導入され、ニホンザルをは
じめとする野生霊長類の新たな研究が 1980 年代後半にスタートした。早坂によりニホンザルが
示す mtDNA の地域分化や DNA 分子配列から類縁関係を明らかにする研究が緒に就いた。これ
以降、集団研究の情報はタンパク質から DNA に代わり、野外での試料採取や実験室での分析方
法も変化し新たな研究の時代を迎えた。
進化系統研究部門集団遺伝分野への改称はこの変化の直後にあたる。これ以降の研究ではいく
つかの新しい展開が生まれた。mtDNA の研究ではニホンザルで詳細に地域分化を比較する調査
がはじまり、のちに血液タンパク質から描かれていたニホンザル集団の地域遺伝分化像とは異な
る結果を生みだした。両性が関与する血液タンパク質の遺伝様式とは対照的に、mtDNA は母性
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遺伝する（母から子にだけ遺伝子が伝達される）
。移住するオスからは次世代にこの遺伝子が伝
わらないため、mtDNA の変異は地理的に明瞭な集合をもつ分布を示すことが明らかになった。
さらに、ニホンザルでは東日本と西日本で mtDNA がふたつのグループに大別された。メスは
群分裂で生息地を変えることから、母系社会のサルに認められた母性遺伝標識の地域差は過去の
分布域変遷と結びつけられる。この発見から、ニホンザルは最終氷期以前にはいちど分布を西日
本に大きく縮小し、最終氷期のあとの温暖化により約 1 万年で急激に東日本に再拡大したという
仮説が生まれた。一方、DNA 標識を利用する研究では田中の加入により、マイクロサテライト
DNA の個体変異を標識に血縁関係の調査がはじまった。所内で飼育繁殖するニホンザルおよび
アカゲザルのコロニーの遺伝的モニタリングを現在も継続している。これは実験に利用するサル
の遺伝的背景を理解するだけでなく、近交による劣化を回避する繁殖管理にも役立つ基礎情報と
なる。
さらに国内外の野生霊長類の調査では、糞を採取し DNA 変異を分析する手法を確立し、それ
を利用した多方面での研究が広がっている。こうした非侵襲的サンプリングにより以前は困難
だった対象を調査することが可能になった。性判別の技術も改良し、現在では海外の絶滅危惧種
や希少種の調査、あるいは国内で深刻になっているニホンザルと交雑する外来種の研究で新たな
分子集団遺伝学研究を展開している。変異研究部門と進化系統研究部門集団遺伝分野により培わ
れたこうした研究は、人類進化モデル研究センタ―に拠点を移して現在もつづいている。
（文責：川本芳）

2.1.12

流動部門多様性保全研究分野

１）沿革
流動部門多様性保全研究分野は、時代の趨勢に即した学際研究を推進するために、第 10 代茂
原所長の英断によって 5 年の時限プロジェクトとして所内協議員会の議論を経て対象研究分野を
決定し、2004 年度から 2008 年度まで所内措置されたものである。発足にあたり、研究対象分野
はアジア霊長類の多様性ならびに保全に関わる課題に設定をした。その課題推進あたっては遺伝
子情報分野の平井啓久と認知学習分野の正高信男が代表者を務め、その他の課題推進者として景
山節、川本芳、松林清明、高井正成、本郷一美（途中、総合研究大学院大学へ転出）
、田中洋之、
渡邊邦夫の合計 10 名の教員が参加した。また、所内裁量として発足直後から 1 名の非常勤研究
員が措置され、早野あづさ（2004 年度から 2006 年度まで）が研究にあたった。また、助手を配
置し、2005 年 7 月から 2008 年 6 月まで、研究所で初めての試みとして助手に任期を付すことと
した
（2 年任期ののち、
再任審査を経て 1 年の延長。2008 年 4 月に職階名は助手から助教に変更）。
助手には香田啓貴が着任し、研究にあたった。また、主要研究項目として設定されたテナガザル
の研究について、とりわけ行動学、社会生態学的研究を推進するにあたり、行動神経研究部門認
知学習分野の親川千紗子（当時大学院博士課程在籍）が研究協力者として参画し研究を推進し、
博士号を取得した。また、
これらの研究活動には、
当時採択されていた 21 世紀 COE およびグロー
バル COE との連携により、資金的支援を受けた。
後述する研究活動記録のとおり、参画した研究者がアジアを中心とした野生霊長類の研究を推
進し、その活動を基盤とした研究を推進したために、東南アジア諸国、とりわけインドネシアと
の交流活動を活発化させた。ボゴール農科大学やガジャマダ大学、西スマトラ州のアンダラス大
学など、古くから霊長類研究所と所縁のある大学や研究者たちとの交流は現在も継続されている。
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２）研究活動
具体的には、概ね下記の 5 項目の研究をおこなった。
テナガザルの音声研究
インドネシアならびにマレーシアの野外調査を通してテナガザル類（特にアジルテナガザル、
シロテテナガザル）の音声の変異性を音響学的に分析し、多様性を産み出すプロセスやメカニズ
ムについて生物地理学的な視点から検討をおこなった。さらに、定点長期調査を通して、音声を
手がかりとした群れの変遷や社会的なコミュニケーションの観測、ならびに行動の発達調査を実
施した。音声の種分化の背景に潜む進化プロセスについての研究を幅広く展開した。
テナガザルの遺伝的多様性研究
インドネシアならびにマレーシアのテナガザル類（アジルテナガザル、
ミューラーテナガザル、
ボルネオシロヒゲテナガザル、シロテテナガザル、シアマンなどが対象）の遺伝的分化を、分子
細胞遺伝学的変異解析や分子系統解析ならびに毛色パタン解析を通して検討した。ボルネオのテ
ナガザル類は 2 度のスマトラからの移住を経験し、各々の遺伝的分化を維持していることを明ら
かにした。また、スマトラのアジルテナガザルは過去ボトルネックを経験し、特異的な染色体相
互転座（WAT8/9）がスマトラに固定されつつあることを見いだした。加えて、マレーシア半島
とスマトラ島の間の遺伝的分化ならびに移住方向について解析を断続的に検討した。
マカク類の生態学的・行動学的調査
インドネシア・スラウェシにおいて、トンケアンマカクとヘックモンキーの種間雑種の繁殖行
動ならびに社会構造について長期観察を継続した。タイ国ロブリ市の遺跡に棲む神聖化されたカ
ニクイザルの一群が、ヒトの毛髪を使って歯磨き様行動をすることを観察し、特殊な環境で獲得
された道具使用に関わる文化的意義を検討した。また、人為的に導入されたカニクイザルの繁殖
コロニーの遺伝的特性を分子集団遺伝学的に解析した。
霊長類の保全研究
インドネシア・スマトラ島の霊長類の保全計画に資する基礎資料を収集する目的で、各種霊長
類や大型哺乳類の分布変遷の動態を明らかにすることを計画し、現地住民への聞き取り調査を継
続的におこなった。
オナガザル上科の古生物学的研究
ユーラシア大陸のオナガザル上科霊長類の進化プロセスを明らかにするために、中央ユーラシ
アで見つかっている Parapresbytis（コロブス亜科）
、ユーラシア大陸の広域で見つかっている大
型オナガザル亜科（Procynocephalus と Paradolochopithecus）
、ならびに東ユーラシアで見つかっ
ているマカク類などについて古生物学的調査を継続的に実施した。これらの調査を基に新たな進
化プロセスの仮説的論考をおこなった。
以上のようにアジア霊長類を多様な方法を用いて解析することで、各研究分野で重要な成果を
得ることができた。また新たな洞察ならびに視点をうむことができた。さらに、各種の研究手法
や考察を学際的に統合する研究を進めたことによって、今後の学際的研究指針を明確にすること
もできた。そういった意味で、所内措置として設置された本流動部門・多様性保全研究分野の推
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進は、当初の目標をかなり達成できたものとして評価してよいと思われる。ただし、発足時に企
画した研究内容がすべて実施できたわけではないので、推進方法の見直しが必要であることも否
めない。しかしながら、現在も継続される国際共同研究やさまざまな研究の端緒に大きな影響も
与えた。とりわけ、冒頭に記述した通り、インドネシアやマレーシア、タイなどに代表される東
南アジア諸国の研究者との友情や交流の契機に、本部門は大きな役割を果たした。こうした国際
交流は、霊長類研究所にとっての有形無形の財産として今後の研究者たちが継承し、息の長い交
流を継続させてゆく責任と使命があるだろう。
（文責：香田啓貴）
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2.2
2.2.1

附属研究施設
人類進化モデル研究センター

１）沿革
人と組織
A）サル類保健飼育管理施設
1968 年、動物飼育室（部）として発足した。技官として採用されたのは、宮谷浩（同年 1 月
～ 1971 年 4 月）
、三輪宜勝（同年 4 月～ 2003 年 3 月）
、熊﨑清則（同年 4 月～ 2010 年 3 月）、責
任者は岩本光雄助教授である。その翌年 4 月、サル類保健飼育管理施設として正式に設置。初代
施設長は久保田競助教授（1969 年 4 月～ 1972 年 3 月）
。以後、岩本助教授（1972 年 4 月～ 1974
年 3 月）
、千葉敏郎助教授（1974 年 4 月～ 1980 年 3 月）
、竹中修助教授（1980 年 4 月～ 1984 年
3 月）、松林清明助教授（1984 年 4 月～ 1990 年 3 月）
、
小嶋祥三教授（1990 年 4 月～ 1996 年 3 月）
、
景山節助教授（1996 年 4 月～ 1999 年 3 月）である。
1969 年、登倉尋実が助手に（同年 5 月～ 1973 年 8 月）
、上村美貴子が技官に（同年 7 月～
1971 年 10 月）採用された。翌 1970 年には、高橋末年（同年 1 月～ 1996 年 3 月）
、加藤良夫（同
年 4 月～ 1983 年 11 月）が技官に、松林清明（同年 8 月～ 1983 年 5 月）が助手に採用される。
1971 年、技官に阿部政光（同年 8 月～ 2013 年 3 月）
、松林伸子（同年 11 月～ 2004 年 3 月）が
採用され、翌 1972 年、才田春夫（同年 8 月～ 1978 年 9 月）が技官に、1973 年に千葉敏郎（同
年 2 月～ 1982 年 3 月）が助教授に、後藤俊二（同年 11 月～ 2005 年 6 月）が助手に採用された。
1978 年、釜中慶朗（同年 10 月～ 2013 年 3 月）
、1980 年には石松正衣（同年 8 月～ 1986 年 2 月）
が技官に採用される。1983 年、松林が助教授（同年 6 月～ 1999 年 5 月）に昇任し、鈴木樹理（同
年 11 月～ 2004 年 3 月）を助手に採用。1991 年、前田典彦（同年 4 月～）を技官採用。1995 年
4 月には所内サル類の飼育一元化のために飼育担当非常勤職員を増員。1996 年、勝田ちひろ（同
年 4 月～ 2001 年 11 月）を技官に採用した。
B）人類進化モデル研究センター
1999 年 4 月 1 日創出育成、健康統御、生命倫理および行動形成の 4 領域からなる人類進化モ
デル研究センターに改組。その目的は、人類進化の良いモデルとなる「自然に近い社会・生態環
境で生活し、遺伝的素因は把握され疾病要因は人為的に統御された」新しい研究用サル類（新世
代ザル）の育成、供給であった。景山施設長がセンター長事務代理となる（同年 4 月～ 9 月）
。
初代センター長に、松林教授が就任（同年 10 月～ 2003 年 9 月）
。以後、景山教授（2003 年 10
月～ 2007 年 9 月）
、平井啓久教授（2007 年 10 月～ 2011 年 9 月）
、岡本宗裕教授（2011 年 10 月
～ 2013 年 9 月）
、中村克樹教授（2013 年 10 月～ 2015 年 9 月）
、岡本教授（2015 年 10 月～）が
センター長に就任した。
1999 年、マイケル・ハフマン（同年 4 月～ 2001 年 9 月）を行動形成領域客員教授に採用、創
出育成領域教授に松林（同年 6 月～ 2010 年 3 月）が、健康統御領域教授に景山（同 7 月～ 2010
年 3 月）がそれぞれ昇任した。加藤朗野（同年 8 月～ 2000 年 7 月）を橋本（旧姓勝田）の育児
休業中技官に採用。2000 年、
生命倫理領域助教授に上野吉一（同年 1 月～ 2007 年 8 月）を採用し、
創出育成領域助教授（遺伝子情報分野助教授併任）に平井（同年 1 月～ 2005 年）が昇任した。
橋本技官退職に伴い加藤朗野（2001 年 11 月～ 2013 年 3 月）を技官採用。ハフマンの後任に行
動形成領域客員教授にサチ・スリカンタ（2002 年 6 月～ 2005 年 6 月）を採用した。2003 年、森
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本真弓（2003 年 4 月～）、を技官採用。2004 年 4 月の独法化後、兼子明久（2004 年 4 月～）を
技術職員として採用。鈴木（同年 5 月～）が助教授に昇任。行動形成領域は廃止される。2006 年、
宮部貴子（2006 年 5 月～）を助手に、渡邉祥平（同年 6 月～ 2013 年 3 月）を技術職員に採用。
明里宏文（2009 年 4 月～）を教授に、早川敏之（2010 年 3 月～ 2013 年 6 月）を助教に、岡本
宗裕（2010 年 4 月～）を教授に採用。橋本直子（同年同月～）を技術職員に採用。吉田友教（同
年 8 月 1 日～ 2013 年 3 月）を特定助教に採用。従来の 3 領域を研究部とし、比較免疫微生物領
域（明里、鈴木、早川）と野生生物多様性領域（岡本、宮部）に再編。同時に実務を担う 3 室か
らなる検査・管理部を設置。3 室は、臨床・病理検査室（鈴木、宮部、渡邉朗野、兼子）
、遺伝子・
生化学検査室（早川、森本）
、繁殖・育成・福祉室（阿部、釜中、前田、渡邉祥平、橋本）で構成。
佐藤英次（2011 年 8 月～ 2014 年 3 月）を特定助教に採用。2013 年 4 月から 5 年間、ウイルス研
究所との連携事業として「新興ウイルス感染症の起源と機序を探る国際共同先端研究拠点」が始
まり、明里がウイルス研究所へ出向し、進化ウイルス研究領域教授を兼務。愛洲星太郞（2013
年 4 月～）
、石上暁代（同年 4 月～）、山中淳史（同年 5 月～）
、夏目尊好（同年 5 月～）を技術
職員に採用。芳田剛（同年 11 月～ 2015 年 3 月）を特定助教に採用。木下こづえ（2014 年 9 月
～ 2015 年 3 月）を助教に採用。2015 年 4 月、所内の組織改編によって岡本がゲノム細胞研究部
門細胞生理分野教授（センター教授併任）に、木下は細胞生理分野助教となった。同時に進化系
統研究部門ゲノム多様性分野から川本芳（2015 年 4 月～）准教授と田中洋之（2015 年 4 月～）
助教が移動。
センター（実験動物科学分科）の大学院生は、2000 年 4 月に福原亮史が初めて入学した。そ
の後、2002 年 4 月に桧垣小百合、親川千紗子、高橋知子が、2003 年 4 月に木場礼子、2006 年 4
月に小倉匡俊が、2015 年に佐藤容が入学。2004 年 4 月に東濃篤徳が、2014 年 4 月に鈴木沙織が、
2005 年 4 月に Liesbeth Frias が博士課程に編入した。
施設、飼育管理およびサル類
表1
年度

47 年間の飼育種および頭数の変化
原猿類

新世界
ザル

旧世界ザル
マカク類

その他

類人猿

合計

種数 頭数 種数 頭数 種数 頭数 種数 頭数 種数 頭数 種数 頭数
1968
1972
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015

0
1
3
3
3
3
2
1
0
0
0

0
6
24
19
19
15
3
1
0
0
0

1
5
6
6
7
7
7
6
6
5
5

24
22
33
29
36
44
92
95
82
156
169

4
10
7
7
9
9
8
8
7
5
5

73
314
369
529
694
731
666
661
654
982
986

0
3
5
5
4
4
4
3
3
1
1

0
9
19
10
15
18
17
15
9
3
3

1
1
3
3
4
3
3
3
2
2
2

1
1
4
10
14
14
14
19
17
17
16

6
20
24
24
27
26
24
21
18
13
13

98
352
449
597
778
822
792
791
762
1158
1174

ニホンザル アカゲ コモンマー
研究所 NBR ザル モセット
頭数

頭数

頭数

頭数

42
158
173
298
414
396
342
382
325
376
351

68
356
377

0
94
112
146
206
238
238
208
196
212
244

0
0
0
0
6
4
37
31
21
110
141

原猿類：1975-1990 コモンツパイを含む。マカク類：1972-1985 種間雑種を含む。その他：1975-2005 種間雑種を含む。

A）官林キャンパス
1969 年 1 月、最初の屋外グループケージを建設。1969 年 8 月外国産サル輸入検疫開始（プレ
ハブ仮設舎）
。1971 年 6 月、検疫済みアカゲザルに結核発生。1972 年 3 月にサル施設棟、検疫舎、
第 1 第 2 放飼実験場、焼却炉、浄化槽を建設し、実質的に施設としての体裁が整った。1974 年 6
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月、サル定期健康診断開始。1976 年 6 月、文部省科学研究費（科研費）による屋外グループケー
ジ建設。当時、研究用アカゲザルはインドからの輸入に頼っていたが、1975 年には輸出が大幅
削減され 1977 年 11 月には全面禁止となった。これを受けて、自家繁殖体制の確立を目指し、
1980 年新たに放飼場（第 3 放飼場）と育成舎を建設。8 月に繁殖コロニーの母群としてアカゲザ
ル 3 群 72 頭、ニホンザル 1 群 23 頭を導入。翌 1981 年には出生頭数が 100 頭に到達し、以後
120 頭程度で安定し、自家繁殖体制を確立。1981 年には年間 100 頭の研究用個体の供給を果たし
ている。1985 年 1 月パリ自然史博物館付属動物園より、ニホンザル 10 頭との交換によってオラ
ンウータンのオス 1 頭（ドゥドゥ）とチンパンジーのメス 1 頭（クロエ）を導入。1986 年 4 月、
動物飼育・実験に関する日本で最初のガイドライン「サル類の飼育管理および使用に関する指針」
を策定。これに伴い、規定サイズに満たない個別ケージの大部分を新規格のケージに交換。1988
年 6 月、ピーク時の飼育総数が 900 頭を越える。1989 年 10 月、チンパンジー 2 頭逸走。1 頭は
所内でもう 1 頭は所外で捕獲（詳細は後述）
。1990 年 1 月、オランウータンが心不全により急死。
10 月、サル逸走時の訓練を行う。その後毎年恒例に。サル逸走に対応するマニュアル作成。
1994 年 5 月、類人猿行動実験棟が完成。チンパンジーは第 2 放飼場から実験棟に移動。その
屋外運動場に第 3 放飼場の 1 区画を利用したため、ニホンザル 1 群を第 2 放飼場に移動。本棟地
下北側の飼育室の個体も実験棟に移動。1995 年 4 月、所内全サル類の飼育一元化スタート。目
的は①実験用に配分した個体も同一の条件で飼育し動物福祉上の配慮を同レベルで行う②休日の
飼育も一元化することで健康管理上の見落としを防ぐ③サル管理に関する責任をサル施設に集中
し指揮系統をわかりやすくする、等である。同時に休日のケージ室清掃を開始。1997 年 11 月、
既存のニホンザル群（若桜群）に加え、B ウイルス（BV）フリーコロニー 2 群の育成（ニホン
ザル 1 群（嵐山群）
、アカゲザル 1 群（インド群）
）を開始。2001 年、施設棟小型ザル飼育施設
を増設。採光や通風の良好な半屋外の運動場も併設される。サル汚水処理施設を更新。同年から
翌年にかけて第 1 期のサルレトロウイルス 4 型（SRV-4）によるニホンザル血小板減少症発生（詳
細は後述）。2002 年 9 月、第 3 放飼場のアカゲザル群（華群）を解体し第 2 放飼場のグループケー
ジに移動。
2003 年、
リサーチ・リソース・ステーション（RRS）計画（p.149「リサーチリソースステーショ
ン（RRS）の成立まで」参照）のための予備研究として、JMC の敷地の一部を借用して 2 つの
放飼場（第 4、第 5 放飼場）を建設し、ニホンザル 2 群を第 4 放飼場の 2 区画に移動。2004 年度
特別設備費の一部を RRS 基盤整備としてセンターの飼育施設の整備・拡充を行った。検疫舎の
空調の更新、隔離舎および病理解剖室の新設、これらにより導入サルの検疫体制強化と疾病サル
の隔離および病理解剖機能を大幅に改善。
施設棟の老朽化した空調設備の更新と飼育室を増設し、
室内飼育環境を大きく改善。放飼場内の飼育環境整備と放飼場のセキュリティシステム整備をも
行った。2006 年 9 月 26 日にレオが脊髄炎で倒れた。その後センターと思考言語分野の職員およ
び院生が総力を挙げて治療とリハビリに努め、2016 年 12 月現在、後遺症は残るものの自発的に
移動できるまでに回復した。2007 年研究所本棟の耐震改修工事が行われた。そのため飼育や実
験中のサル類の大々的な移動があり、これを契機にヒト区域とサル飼育実験区域の分離が達成さ
れた。2008 年 3 月から 3 年間にわたり第 2 期のニホンザル血小板減少症発生（詳細は別途記載）。
2013 年 3 月末には感染個体が皆無となり、本感染症の排除が完了。2009 年から 4 年間をかけて、
老朽化した屋外マカク用グループケージ 4 棟を動物福祉に配慮し各飼育スペースを大きくした 3
棟に建て替えた。2010 年 11 月、抗 BV 抗体陽性高浜群を解体し新グループケージに移動。2013 年、
検疫舎を 2 区画に分けるための壁を設置し独立運用を可能にした。
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B）小野洞キャンパス
RRS 事業を展開するために、先ず、2005 年度に措置された施設整備費で善師野の小野洞地区
の約 10 ヘクタールの土地にニホンザルの飼育繁殖施設を建設した。数百頭を群飼育して、多様
な研究や繁殖を行う施設である。2006 年 5 月着工し、放飼区画 2 場で 1 式とする放飼場 3 式、
管理棟、育成舎、排水処理施設、調整池などが 2007 年 3 月に完成した。次いで 2006 年度から 5
か年計画で、
特別教育研究経費事業（戦略的研究、
拠点形成型）として認められた RRS 事業によっ
て、3 棟のグループケージが増設された。なお、この RRS 事業は、国の推進するナショナル・
バイオリソース事業（RR2002）の一環であるナショナルバイオリソースプロジェクト（NBR）
（p.144「ナショナルバイオリソースプロジェクト「ニホンザル」
」参照）と連携した事業である。
施設の建設に先立ち、2004 年から母群の導入を開始し、
2010 年までに母群総数が 365 頭となった。
2010 年には繁殖体制が安定し、35 頭が出生したが、第 2 期のニホンザル血小板減少症発生によっ
て母群は 228 頭まで減少した。育成群の繁殖は順調だったため、2013 年の飼育総数は約 400 頭
になった。2014 年は 27 頭を NBR 事業として供給した。
２）研究活動
繁殖育成関連の研究
A）人工授精に関する研究；松林清明（以後松林（清）
）は、ニホンザルおよびチンパンジーの
精液採取法の開発、精液性状の評価を行った。その成果は、熊﨑、前田の協力を得て、チン
パンジーの体内人工授精で結実する。1982 年 3 月には国内で最初のポポ（母親はプチ）
、5
月にはレオ（母親はレイコ）が、
翌年 12 月にはパン（母親はプチ）が誕生した。2000 年には、
4 月にアユム（母親はアイ）
、8 月にはパル（母親はパン）が誕生した。
B）オスニホンザルの生殖整理に関する基礎研究；千葉は精子形成機序の季節変動について組織
学的研究を行った。松林（清）も精巣、精嚢、前立腺など雄性生殖器の組織変化を年齢、季
節等の関連で調べた。
C）サル類の人工哺育法の確立；1970 年代から一貫してその確立に努めてきた。熊﨑がチンパン
ジーを、松林伸子（以後松林（伸）
）がマカク類や新世界ザルを、加藤朗野がアジルテナガ
ザルを、森本がコモンマーモセットを試行錯誤で人工哺育しその方法を確立した。
D）成長に関する研究；後藤、松林（伸）は、濱田穣（形態基礎研究部門）
、竹中晃子（生化学
研究部門）と共に、マカクの人工哺育個体を対象にその初期成長を形態学・生理学・生化学
的に把握・分析した。鈴木樹理（以下鈴木）は、ニホンザルの育成環境の形態差を生体計測
と血中 IGF-1 や雌雄性ホルモンの定量を行い、それらのデータを横断的および縦断的な手法
によって解析した。マカクの思春期発動期の成長ホルモン分泌動態を調べた。濱田、大蔵聡
（器官調節分野）と共同でニホンザル思春期発動期の内分泌学的メカニズムを明らかにした。
また、渡邉朗野（以後渡邊（朗）
）
、前田、打越（思考言語分野分野）と共に、アジルテナガ
ザルの縦断的成長研究によって形態と内分泌的特徴を明らかにした。
E）遺伝学的統御のため基礎的研究；森本を中心に放飼場出生個体の父子判定をしている。本研
究は竹中修（遺伝子情報分野）が先鞭をつけ、その後川本、田中（集団遺伝分野）に引き継
がれ、近年はマイクロサテライト法などにより精度が向上した。研究所のマカク放飼群は閉
鎖集団として維持された結果、遺伝的多様性の低下と遺伝子構成の変化がある。
F）一卵性多子ニホンザルの作製研究；岡本を中心とした印藤、兼子、石上、山中は、外丸教授（広
島大学）との共同研究として、ホルモン処理によるメスニホンザルの複数成熟卵子作製とそ
の体外受精技術の確立を行い、レシピエント個体の妊娠が確認された。
81

G）類人猿の繁殖生理モニタリングに関する研究；木下は、メスオランウータンの尿中性ステロ
イドホルモンとペプチダーゼ濃度動態、
尿近赤外線スペクトルの変化を調べた。雄オランウー
タンの精子保存法と体内人工授精法の確立を行っている。
健康管理関連の研究
A）サル類の疾病に関する研究；後藤、鈴木、松林（伸）は、日常の診療活動で遭遇した興味深
い症例について臨床・病理学的研究を行った。またサル施設設立以来、重大な疾病の 1 つで
ある急性鼓脹症について疫学的な解析を行った。その後、渡邉（朗）
、宮部、兼子が加わり、
チンパンジーの脊髄炎などの研究を進めた。最近では、兼子、石上、山中を中心に、全個体
を対象とした定期検診が進められ、心疾患などについても知見を蓄積している。解析が完了
した症例については、学会発表や論文として発表した。
B）飼育下と野生下のサル類の病原微生物に関する研究；後藤は、特に野生ニホンザルやカニク
イザルの消化管内および血液内寄生虫相について、その地域差や生息環境との関連を調べた。
飼育下の個体については駆虫を試みた。松林（伸）と後藤を中心に、検疫中の赤痢、結核の
保有率や各種サル類における様々なウイルス抗体保有率を調べた。また飼育下で頻発する下
痢症の原因微生物の特定を試みた。
C）サル類の眼科学的研究；後藤は、水晶体や網膜に発生する病変について、各種霊長類の眼底
像に関する基礎研究および眼底異常症例の観察（加齢変化）を行った。
D）病原細菌の PCR を用いた迅速遺伝子診断法の開発；景山を中心に、糞便、痰などに含まれ
るエルシニア菌、赤痢菌、サルモネラ菌や肺炎、結核などの病原菌の培養、DNA 抽出、
PCR の最適条件等の検討を行った。
E）飼育下ニホンザルの肥満に関する研究；景山と高橋は、由来の異なるニホンザル 2 群（やせ
型の高浜群と肥満型の若桜群）を対象にヒトの肥満と糖尿病の指標物質（血糖値等）
、体重
と年齢との関係を調べた。その結果、ヒトとは様相が異なるとわかった。
F）三輪、釜中、阿部は、ニホンザルとアカゲザルの放飼場個体を対象に定期検診時の血液を用
いてその血液学的・生化学的検査を行い、飼育下の両種の基準値を明らかにした。これは臨
床診断を行う上で、重要な指標になっている。
G）生化学的分子生物学的手法による疾病関連活性物質の解析；景山の指導の下、様々なサル種
を対象に、福原は細胞内のストレス物質である活性酸素を消去する酵素の、東濃は分子シャ
ペロンとして働くストレスタンパク質であるカルレティキュリンの研究を行った。
H）サル類のヘリコバクター類の感染に関する研究；宮部らは、飼育下及び野生下のサル類の糞
便サンプルからヘリコバクター属の検出を試みている。現在まで、飼育下のチンパンジー、
マカク類および野生下のニホンザルから複数種のヘリコバクターが検出された。
I ）SRV に関する研究；ニホンザルの血小板減少症発生に伴い、それを排除するための方策とそ
のメカニズムを明らかにする研究を、ウイルス研究所（宮沢孝幸准教授、吉川禄助）をはじ
め所外の様々な研究機関および研究者と共同で、岡本を中心にセンターが一丸となって進め
た。2011 年佐藤と吉田は SRV-4 の real time PCR 法を開発し、ウイルス定量を可能とした。
松井淳らは SRV-5 の全ゲノム配列の決定と PCR 検査法を開発した。2012 年佐藤を中心に
proviral DNA および抗 SRV 抗体陽性ニホンザルの全身臓器のゲノム DNA を調べ、脾臓・
各リンパ節に最も多いことを明らかにした。非発症 SRV-4 持続感染個体の免疫系の役割を調
べ、免疫力が低下しても viremia や発症に至るとは限らないことが示唆された。岡本らはウ
イルス研究所での感染実験によって本症を再現することに成功した。森本らは、レトロスペ
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クティヴにニホンザルとカニクイザルの血液試料を検討し、長期不顕性感染個体が伝播要因
であり、1991 年に導入した SRV 感染カニクイザルからの感染が起源であると明らかにした。
2014 年岡本らはこれまでの知見を 2 報の論文として発表した。
J）アフリカの野生大型類人猿における IgA 抗体スクリーニングによる人獣共通感染症の実態調
査；明里、吉田を中心として、アフリカの大型類人猿（チンパンジーとボノボ）を対象に、
生態学研究者がフィールド調査時に採取した糞中の IgA を検出する測定系を確立した。その
結 果、Epstein-Bar virus、 イ ン フ ル エ ン ザ A 型、B 型、respiratory syncytial virus A、B、
parainfluenza type 1~3、mumps or rhinovirus に対する抗体の保有が明らかになった。
動物福祉関連の研究
A）研究用霊長類の動物福祉に関する基礎研究；上野を中心として、一連の基礎研究を進めた。
上野は、放飼場の環境エンリッチメントとして第 3 放飼場に三次元構築物を作り、行動学的
解析により評価した。桧垣は、ニホンザル放飼群を対象にストレスを最小限とする移動誘導
法を開発した。親川は、ニホンザルの採血協力訓練法を確立した。須田直子（後に橋本直子）
は、フサオマキザルに contrafreeloading の手法の検討を行った。
B）環境エンリッチメントとハズバンドリートレーニング研究；熊﨑を中心に、マカク類、チン
パンジーや新世界ザルのサンルームや放飼場の設計に環境エンリッチメントの手法を導入す
るとともに、採血訓練等のハズバンドリートレーニングを行う実践的研究を進めた。チンパ
ンジーを前田、渡邉祥平、山中が、マカク類や新世界ザルを橋本、夏目、愛洲、森本が継続
して研究している。
C）サル類のストレス定量と動物福祉のための基礎研究；鈴木は様々なストレスを定量するため、
内分泌系と免疫系の指標物質を検討した。その結果、コーチゾルが短期と長期ストレスの良
い指標であることを確認した。次に非侵襲的な試料として唾液と糞に注目しそれらのコーチ
ゾル測定系を開発した。更に生体だけでなく死体からでも、長期ストレスを推定できる体毛
中コーチゾル測定系を確立し、飼育下の個体で基礎データを集めている。
D）サル類の麻酔と鎮痛に関する研究；宮部を中心に、チンパンジー、マカク類や新世界ザルを
対象とした一連の麻酔薬とその投与法の検討及び痛みの表情を捉える試みが行われている。
プロポフォール、アルファキサンの薬物動態・薬力学と様々なバイタルデータを総合して分
析し、最適な麻酔薬および投与法について検討している。
疾病モデル研究
A）HIV-1 感染症霊長類モデルに関する研究；明里を中心にサル指向性 HIV-1 クローンを用いた
カニクイザル感染モデルの開発を行っている。齋藤暁らは、このウイルスの増殖動態が接種
カニクイザルによって顕著に異なり、宿主抗レトロウイルス（内在性抵抗性）因子 trim5 α
の遺伝子アリルがその規定要因であることを明らかにした。この遺伝子アリルを様々な地域
由来のカニクイザルについて分析すると、フィリピン産のものが有用であるとわかった。
B）C 型肝炎に関する研究；明里を中心に、コモンマーモセットを用いたモデル開発と治療・予
防ワクチンのための基礎研究を行っている。岩崎優紀らは、GB ウイルス B（GBV-B）を用
いたコモンマーモセット感染モデルを開発し、その感染動態を解析した。更に HCV/GBV-B
のキメラウイルスを用いた感染モデルを開発した。東濃、
鈴木沙織は HCV 不活化ウイルスが、
ワクチンとして安全であることをアカゲザルを用いて確認した。次にコモンマーモセットに
接種し、有意な抗ウイルス抗体と細胞性免疫の誘導を確認した。
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フィールド調査による研究
A）松林、後藤、鈴木は、サル類の実験動物としての評価のために、パラオ共和国のアンガウル島、
モーリシャス島での捕獲調査を行った。またタイやインドネシアの野生群についても比較調
査を行った。
B）ハフマンは、嵐山のニホンザルの餌付け群やマハレの野生チンパンジーを対象に、自己健康
管理に関する研究を化学的調査と健康管理行動の行動生態調査により行った。
保全遺伝学的研究
A）川本は集団遺伝学や分子系統学の手法により、
①絶滅危惧大型類人猿
（チンパンジーとボノボ）
②農業被害軽減のため個体数管理が必要なニホンザル③ 日本の生態系に影響を及ぼす外来
種マカクや交雑種、を対象に、保全遺伝学的研究を行っている。またアジア霊長類（マカク
とラングール）の系統進化や地域分化に関する遺伝学的研究も進めている。
B）田中は、放飼群の遺伝的多様性のモニタリングや家系チェックをしている。また、絶滅が危
惧されるクロキツネザルやエリマキキツネザルの生息域外保全を念頭において、国内の動物
園等の飼育個体群を対象に、マイクロサテライト DNA の遺伝子型に基づく血統管理を確立
する共同研究をしている。ベトナムにおいて、保護されたスローロリスの野生への再導入を
めざし、スローロリス 2 種について系統地理学的研究を始めている。
その他の研究
A）環境生理学的研究；登倉は、リスザルサーカディアンリズム、ヨザルの睡眠リズム時間生物学、
ニホンザルを中心体温調節生理について、スリカンタ、鈴木、松林（伸）は、新世界ザルの
活動と睡眠のリズムについて調べた。
B）生化学的分子生物学的手法による体内活性物質および寄生原虫の解析；景山は様々なサル種
におけるペプシノゲンについて研究を行った。早川らは霊長類のシアル酸受容体の進化につ
いて、および霊長類のマラリア原虫と宿主の共進化について調べた。
３）将来に向けて
サル類保健飼育管理施設 / 人類進化モデル研究センターは、サル類の動物実験施設として、こ
の半世紀、試行錯誤を重ね様々な経験を積み最適なサル類飼育管理の確立に努めてきた。その中
で業務に直結するさまざまな実践的な研究やモデル動物開発研究が行われてきた。これらを更に
発展させて、遺伝的バックグラウンドや感染症防御に基づく繁殖コロニーマネージメント、疾病
予防の観点からの健康管理および飼育・実験環境における様々な動物福祉の実践と研究の推進を
今後の目標として掲げたい。
最後に、将来に向けての教訓として、反省を込め「苦い経験」となった 2 つの事件を記す。
チンパンジー逸走事件
現在、チンパンジーなど類人猿を含むサル類の大半は、法律（動物愛護管理法）によって特定
動物に指定され、その逸走防止が義務づけられている。またサル類、特に大型類人猿が研究所の
敷地外に逸走した場合、一般社会、地域コミュニティに与える影響が甚大であり、最悪の場合、
研究所の存続すら危うくさせる危険性をはらむ。このような状況下で、二度と再発させないため
の教訓として、事件を報告する。正確な記載のために、当時技官であった三輪、熊﨑と記憶をつ
きあわせ検討した。
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1989 年 10 月 3 日午後、
チンパンジー 2 頭が飼育施設外に逸走した。当日はニホンザル
（高浜群）
の定期健診があり、その終了直後に逸走した。第 2 放飼場飼育室からチンパンジーが脱走したと
心理部門から連絡があり、熊﨑が現場に行くとドゥドゥ（オランウータン）が廊下にいて、水道
水で居室に戻した。アイは脱走後調理室に入った後、本棟の事務室に入り机に座っているところ
を、麻酔銃で麻酔され 2 放居室に収容された。アキラは、研究所西側門から入ってきた近所の小
学 3 年生の 1 人に軽症を負わせた後、そこから所外へ出たらしい。その後、小野洞の「濁池」周
辺に潜み、翌日午後 2 時すぎ、瑞泉寺別院 2 階の部屋の中で麻酔銃で麻酔され、第 2 放飼場の居
室へ収容された。
翌日から警察がサル施設職員から事情聴取を行なったが、書類送検にはならなかった。
事件収束後、10 月 3 日に設置された対策本部はそのまま対策会議として存続し、原因究明と
再発防止に努める一方、事務長を中心に被害者の通院治療の支援を続け、示談が成立した。
原因は、最初の居室スライドドアの南京錠が何らかの外力によって開き、その後の 3 カ所の錠
はアイが鍵を使い開けたものと推測される。当時、飼育施設の鍵は扉の近くに掛けてあり、飼育
担当者や研究者が同一の鍵を使っていた。再発防止のため、扉の南京錠やシリンダ錠とそれらの
鍵の刷新と保管体制変更などを始めとする数々の改善策が実行された。
本事件から得られた教訓は、①南京錠の性能を過信しない。構造的に意外な弱点がある、②チ
ンパンジーの知能、腕力、粘り強さ、いたずら心を過小評価してはいけない、③サルの逸走時の
手順書を策定し、それに基づく訓練を定期的に実施する必要がある、またこれらについて、頻繁
に見直し改善する、ことである。
センター（サル施設）も、サル類の動物実験施設として創設されてほぼ 50 年に近い。初期に
建設された飼育施設は、長い年月、風雨やサル達の活動にさらされ老朽化がかなり進んでいる。
また 2011 年に発生した東日本大震災をきっかけに、この地域でも近未来の東南海地震の発生が
予想されている。大規模災害時ではない “平時の単発の” サル逸走は、日々の施設のチェックと
メンテナンス、逸走防止訓練などによって十分予防・対応が可能であろう。しかし、大規模災害
時に起こりうる “同時多発的” サル逸走には、
現状では全く対応できない事が予想される。差し迫っ
ている同時多発的サル逸走の可能性を限りなく下げ、防ぐためには、老朽化した飼育施設の改修
が不可欠である。防災のための予算を確保し、計画的に改修を進めると共に、最悪の事態に備え
てセンター各員の行動計画を策定しておくことが必須である。
ニホンザルにおけるサルレトロウイルス 4 型（SRV-4）のアウトブレイク
2001 年から 2011 年の 10 年間に 2 回、血小板の急激な減少という症状でニホンザルが死亡す
る事例があった。いったん発症すると致死率は極めて高く、第 1 期の 2001 から 2002 年の約 1 年
間に 7 頭発症して 6 頭が死亡し、第 2 期の 2008 年 3 月から 2011 年 3 月までの 3 年間に 43 頭発
症して 42 頭が死亡（安楽死の処置を含む）した。臨床症状は、顔面蒼白、皮下出血斑、鼻出血、
血様・暗褐色泥状便などである。発症個体はニホンザルに限られる。発症の場所、時間、性差、
産地、年齢等には特徴はない。発症後、通常 1 から 3 日程度で死亡する。血液検査では、血小板
数の激減および赤血球・白血球（特に顆粒球）の低下が発症個体に共通して見られる。死亡時に
は血小板数がほぼ 0 になることが本疾病のもっとも大きな特徴となっている。肉眼解剖所見では、
皮下および肺・消化管等における多発性出血像が認められる。
本疾病について、病因が全く未知であった第 1 期および 2010 年 7 月の報告の時点では、仮称
として「ニホンザル出血症」という病名を用いた。しかし、
病名をその原因を冠して呼ぶならば、
「ニホンザル・サルレトロウイルス関連流行性血小板減少症」
（英名：SRV-associated Infectious
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Thrombocytopenia in Japanese monkeys、略称：
「ニホンザル血小板減少症」
）
とするのが妥当である。
第 1 期では、類人猿研究実験棟（以下実験棟）の 2 つの実験室で 2001 年 7 月から 2002 年 4 月
にかけて発症が見られた。実験棟のマカク実験室は全て個別飼育とであり、1 室に複数種（ニホ
ンザル、アカゲザルおよびカニクイザル）が 10 頭程飼育されていた。当初、発症個体のみ隔離
したが、2002 年 4 月に最後の発症が確認された翌日には、この 2 室全ての個体が検疫舎に隔離、
淘汰された。以降、発症は無かった。
第 2 期は、2008 年 3 月から研究所の複数の飼育施設で多数発症するというアウトブレイクを
呈した。サル施設棟、本棟地下および実験棟の個別飼育室に加えて、屋外のグループケージと放
飼場一区画でも発症したのが特徴である。このアウトブレイクにおける広がり方や臨床治療所見
などから、ウイルス感染症であることを疑った。そこで、血漿中のウイルスを中心に原因病原体
の解明を進めた。その結果、本疾病は SRV-4 と深い関連があるという証拠を得た。発症ニホン
ザル血漿中には、SRV-4 の遺伝子が確認され、血漿、糞便、骨髄等から SRV-4 が分離された。発
症個体の全例で抗 SRV 抗体が検出されなかったことから、何らかの要因により抗 SRV 抗体が産
生されない個体がおり、ウイルスをコントロールできない結果、ウイルスが骨髄細胞を傷害し血
小板減少を呈したものと考えられる。
発症個体急増に対して実施した一連の防疫対策（発症個体の隔離、
リスク評価、
飼育作業マニュ
アルの全面改定と徹底等）により、所全体への感染拡大は最小限に抑えられた。
最初の感染ルート推定のため、移動記録から感染個体と同室または同居した可能性のある個体
をピックアップし、保存血液サンプルを可能な限り遡って SRV-4 について抗体、プロウイルス
DNA およびウイルス RNA について検査した。その結果、① 1991 年に所外から導入したカニク
イザル 2 頭から同室の他のカニクイザルに感染し最終的に同室のニホンザルに感染して発症（第
1 期）、②沈静化後、潜伏感染（当時は確認不能）の残存カニクイザルから再度同室のニホンザ
ルに感染し、その治療等に伴う移動によって感染ニホンザルから他のニホンザルに感染が拡大し
第 2 期のアウトブレイクが起きた、ことが示唆された。
アウトブレイク終息後、霊長類研究所で飼育されている旧世界ザル全ての個体について SRV
に対する抗体検査、
プロウイルス DNA およびウイルス RNA における SRV 遺伝子検査を行ない、
約 1，000 頭中 90 頭が陽性と判定され、最終的に同室陰性個体を含む 140 頭が淘汰された。引き
続き、防疫のために、厳重なバイオセーフティ対策を実施、徹底するとともに、上記検査を定期
的に行い SRV-4 のモニタリングを続けている。これらによって、2013 年 4 月以降、霊長類研究
所において本疾病は見られなくなった。
センターは総力を挙げてその感染拡大阻止と原因解明に努めてきたが、
所外の様々な研究機関・
研究者の支援および所内の援助（検査部の設置）があって初めて制圧できたことを改めて明記し
たい。この貴重な経験から学んだのは、①サル類の飼育では、個別ケージ飼育であっても別種を
同室で飼育しない、②平時でもきちんとマニュアル化された防疫対策を守る、③未知の疾病発生
時には、早めに感染症を疑った対策をとる、ことである。
（文責：鈴木樹理）
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2.2.2

国際共同先端研究センター

１） 沿革
国際共同先端研究センター（以下：国際センター）は、2009 年 4 月 1 日に霊長類研究所の付
属施設として設立された。国際化する研究社会情勢に即し、霊長類研究所を国内のみならず国外
にひらけた国際中核拠点とすべく、海外からの学生の獲得、国際共同研究の支援・グローバルリー
ダーの養成をおこなうための新設であった。初代のセンター長には当時の所長であった松沢哲郎
教授があたり、その後 2014 年度に至るまで 3 期つとめた。なお、2015 年度からは、現所長であ
る湯本貴和教授がセンター長に選出され兼任している。
国際センターが設置されたのち、それに呼応するかのように、本学では文部科学省の「大学の
国際化のためのネットワーク形成推進事業（グローバル 30）
」による国際コース（K.U.PROFILE）
の設置が決まった。霊長類研究所は、野生動物研究センターと協力し、この枠組みの中で、国際
コース「International Course in Primatology and Wildlife Research」を新設した。これに伴い、
2010 年度より外国人教員 2 名、日本人教員 1 名、事務職員 1 名が、いずれも特定教職員として
本センターに配属された。それぞれ、フレッド・ベルコビッチ教授（米国）
、デイビッド・ヒル
教授（英国）
、足立幾磨助教、英語に堪能な事務員として宿輪マミ特定職員が雇用・配属され、
基本運用母体が確立した。
つづく 2011 年度には国際センターに定員助教が
一枠措置され、足立幾磨助教が採用された。それに
ともない、特定助教（グローバル 30）の後任にはア
ンドリュー・マッキントッシュ氏が採用された。さ
らに、特別経費プロジェクト「人間の進化の霊長類
的起源に関する国際共同先端研究の戦略的推進：人
間の本性と心の健康を探る先端研究（代表：松沢哲 写真１ 2011 年、国際センターのスタッフ一同
郎教授）」を推進する一翼を国際センターが担うな （職階は当時のもの）

左からデイビッド・ヒル（教授）、丹羽みほ（事

かで、増加する留学生および海外からの来訪者に対 務員）、フレッド・ベルコビッチ（教授）、アン
応するため、国際センターに英語に堪能な事務職員 ドリュー・マッキントッシュ（研究員）、宿輪マ
ミ（事務員）、足立幾磨（助教）、松沢哲郎（セ

がもう 1 名措置され合計 2 名の事務職員体制となっ ンター長）
た。

2013 年からは 2 つの大きな変化が起きた。まず 1 点目として、2013 年 4 月 1 日に本学に新設
さ れ た 国 際 高 等 教 育 院 に て、「Zoo Biology」
、
「Conservation Biology」
、
「Animal Behavior」
、
「Comparative Cognition」の 4 科目の英語による授業を提供する提案が採択され、再配置定員 1
枠が国際センターに措置された。フレッド・ベルコビッチ教授がその任に就いた。次に 2 点目と
して、野生動物研究センターとの協働プロジェクトである日本学術振興会リーディングプログラ
ム「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（プログラムコーディネーター：
松沢哲郎教授）
」が採択され、霊長類研究所での運用母体として国際センターが参画することと
なった。これにより、定員教員 2 名（フレッド・ベルコビッチ教授、足立幾磨助教）に加え、特
定教員 3 名（デイビッド・ヒル教授、アンドリュー・マッキントッシュ准教授、服部裕子助教）、
特定職員 1 名（宮部真奈美）
、非常勤職員 1 名（水野奈緒子）が配属された。2016 年度現在では、
上記のうち、デイビッド・ヒル教授が退任し、宮部真奈美、水野奈緒子の後任として、檜垣早紀、
伊東孝依がそれぞれ任にあたっている。
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図１

国際センターにおける大型事業と人員配置の変遷

２） 活動
英語入試の実施
2010 年度の K.U.PROFILE への参画以前にも、文部科学省の国費留学生等、若干名の留学生
が在籍しており、それに対応し、授業スライドや説明を英語でもおこなうなどの配慮がされてい
た。しかし、海外からの優秀な人材の確保する、また日本人学生に国際感覚を養う場を提供する、
という観点から、留学生に門戸をよりひろくあけることが重要課題であった。そのため、理学研
究科の生物科学専攻における大学院入試に準拠した英語入試の準備を進め、2011 年度入学分よ
りその運用を開始した。
具体的な入試内容は以下のとおりである。選考委員は、受け入れ教員 1 名、分科外教員 1 名、
国際センター教員若干名で構成し、さらに系会議入試委員が試験の過程を監督するオブザーバー
として参加する。修士課程入学考査では、1）願書一式の提出書類、2）一般生物（筆記）
、3）専
門（筆記）、4）口頭試問の 4 項目を、博士課程入学考査では、1）願書一式の提出書類、2）志願
者の提出した修士論文あるいはそれに代わるもの及び研究計画に関する口頭発表、
（3）口頭試問
の 3 項目について審査をおこなう。また、博士課程入学考査については筆記試験をおこなわない
ため、事前にインターネット接続状況を確認し、選考委員が実施可能であると認めた場合に限り、
Skype 等のビデオ会議システムをもちいて考査を実施することができる。
こうした英語による入試の運用実績を踏まえ、2016 年度からは、文部科学省の国費外国人留
学生制度の枠組みでの留学を希望する受験生を対象にした入試についても、国際センターがその
運用を一元化して取りまとめている。
国際入試開始前 10 年（2001 年－2010 年度）と、国際入試による入学者を迎え始めた 2011 年
以降の留学生、日本人学生の人数、割合をそれぞれ図 2、図 3 に示す。国際入試開始前 10 年間
の平均在籍留学生数は、5.5 人 / 年であるのに対し、2011 年から 2016 年の平均在籍留学生数は
11.2 人 / 年と倍増した。また、留学生比率も、開始以前の平均 14.3％から、平均 27.0％と飛躍的
に増加した。
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図 2 日本人・外国人学生数の変遷
英語入試は 2011 年度入学分より実施

図 3 外国人学生が院生全体において占める
割合の変遷

大学院教育
国際センターでは、
日本人学生・留学生の双方が参加する英語でのワークショップ
「Comparative
Wildlife Research Workshop」を毎週水曜日、通年で開催している。科学的発信力（Scientific
Communication）に焦点を当てたワークショップである。特に、物事のとらえ方、論点の伝え方、
データの見せ方、議論の方法論等についての訓練・経験を積むプログラムになっている。また、
このワークショップは、アクティブラーニングの方法論をもちいており、さまざまなトピックに
ついて、ペアや小グループで議論をし、考えをまとめあげる作業をおこなっている。また、クラ
ス内で発表をする機会が学生には豊富に与えられ、常に英語で議論をする環境を提供している。
こうした訓練を通して、国際的な場での議論能力を醸成することを目的としている。
外国人インターンの受入れ
霊長類学は日本が、京都大学から世界に向けて発信し、第一線を保持してきた学問である。こ
の京都大学ならではの学問を基盤に、さらに「ワイルドライフサイエンス」という新しい学問も
創成してきた。この学問領域は世界的にも広く認知されており、これまでにもたくさんの短期留
学、インターンの希望があり、毎年、欧米を中心に 4-6 名程度の短期留学生を受け入れてきた。
2015 年度には「京都大学国際化支援体制強化事業」に採択され、国際センターが主導し、正
式な短期留学プログラム「霊長類学・ワイルドライフサイエンスにおける短期インターンプログ
ラム」を立ち上げるとともに、その受け皿として部局内に「PRI インターン制度」を新設した。
さらに、2016 年度も、本学の「ワイルド & ワイズ共学教育受入れプログラム事業」に採択され
事業を継続している。実績として、2015 年度は計 26 名の受入れをおこない、2016 年度は 12 月
現在ですでに 10 名の受入れをおこなっている。
本プログラムにおけるインターンの活動は、原則的に受け入れ教員の研究室での研修とし、先
端研究を肌で感じてもらう内容とする。このように、直接受け入れ教員の研究室に所属させる形
にすることで、当該の研究室の日本人学生との共学体制が形成される。
また、希望する受け入れ教員のもとで経験を積むことで、大学院進学への判断材料を提供でき
る。直近の 4 年間をみてみても、過去このように短期で共同研究等をおこなったのちに正規生と
なったものが 4 名、さらに 2015 年度に実施したインターンプログラム参加者からは 1 名がすで
に霊長類研究所に入学、そのほか 4 名の受験希望があがっており、その効果は十分にあがってい
るといえる。
（文責：足立幾磨）
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2.2.3 幸島野外観察施設（1969 ～ 1982）・ニホンザル野外観察施設（1982 ～
2008）
１） 沿革
幸島野外観察施設は研究所設立の 1 年後 1968（昭和 43）年に発足し、河合雅雄が併任で初代
の施設長となった。この年夏に、社会部門の助手であった吉場健二が幸島に渡る際の海難事故で
亡くなるという不幸があったが、1969（昭和 44）年から技官 2 名が幸島観察所に勤務すること
となり、その体制は 2008（平成 20）年に野生生物研究センターに改組されるまで続いた。1974（昭
和 49）年には助手定員がつき、森明雄が助手となった。1981（昭和 56）年森が生活史研究部門
へ移籍し、1982（昭和 57）年渡邊邦夫が助手となった。森明雄は 1974 ～ 1981（昭和 49 ～ 56）
年にかけて、渡邊は 1982 ～ 1995 年（昭和 57 ～平成 7）年にかけて宮崎県串間市の幸島観察所
に勤務している。また幸島での観察最初期から多大な貢献のあった三戸サツヱが、1970（昭和
45）年から 1984（昭和 59）年まで現地で非常勤講師を務めている。
一方で、研究所発足後の早い時期から、幸島以外にもいくつかの日本を代表する植生をもった
ニホンザル生息地を選び、複数群が生息する研究保護林を設け、種としての全体像を明らかにし
ようという研究林構想が計画されていた。1973（昭和 48）年に下北研究林が、1978（昭和 53）
年に上信越研究林が、1981（昭和 56）年に木曽研究林が、特別事業という形で予算化された。
さらに 1983（昭和 58）年、屋久島研究林が認められたのにあわせて、幸島野外観察施設を拡充・
改組し、ニホンザル野外観察施設として再出発することとなった。同時に、定員振り替えで東滋
が施設の助教授となり、助手の渡邊との教員 2 人体制となった。
1998（平成 10）年、東滋の定年退官にともない渡邊が助教授になり、新たに室山泰之が助手
となった。2005（平成 17）年には、渡邊が教授に、室山が准教授に昇格した。その後 2007（平
成 19）年室山の移出に伴い、2008（平成 19）年に杉浦秀樹が准教授となった。下北研究林には、
足澤貞成が技官待遇の教務補佐員として 1973（昭和 48）年から 2003（平成 15）年まで、青森県
下北郡大間町に勤務している。
ニホンザル野外観察施設は 2008（平成 20）年、京都大学に新設された野生動物研究センター
に組み込まれ、その活動は霊長類研究所を離れることとなった。この間、岩本光雄、川村俊蔵、
加納隆至、大澤秀行、渡邊邦夫が施設長を併任した。
２） 研究活動
本施設はニホンザル本来の生息地における野外研究推進を目的として設立された。当初は
1952 年に餌付けされて以来、個体識別を基にした詳細な継続観察が行われてきた幸島のニホン
ザル群を対象として観察所が設置され、長期継続観察の基盤が整えられた。野外観察施設に改組
されて以降は「北限のサル」として知られる下北半島、
日本海側気候の豪雪地で知られる上信越、
太平洋側の中央高地気候帯に位置する木曽、ニホンザル分布南限の地で唯一の亜種が棲む屋久島
の 4 研究林を加え、
それぞれの立地条件を活かした研究が進められた。なお 4 研究林については、
1973 年に下北が予算化される前から一体的に運営されており、社会部門・川村俊蔵（木曽担当）、
東滋（下北・屋久島担当）
、鈴木晃（上信越担当）
、変異部門・和田一雄（上信越担当）が参加し、
それぞれ中心的な役割を担っている。以下、共同利用研究員（煩雑を避けるため所属先省略）を
含めた各観察所・研究林の主な研究活動を記す
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幸島観察所
幸島のニホンザル群は 1952 年に餌付けが成功して以降、全個体が識別され、その個別の履歴
が記録されてきた世界的にも稀有な存在である。また芋洗い行動をはじめとした文化的行動の発
見など、ニホンザル研究の中でも大きな役割を果たしてきた。1980 年代以前はニホンザル純野
生群の観察が非常に難しかったため、餌付け群の中では比較的に良く自然条件が残されていた幸
島群が、詳細な行動や生態学研究の対象として重要な役割を担っていた。
幸島で行われた主な研究は、最初期における電波発信機を用いたテレメトリ技術の開発（河合
雅雄、小野勇一、安藤滋、東滋、森梅代）
、群れ個体の体重変動を加味した個体数変動（森明雄、
渡邊邦夫）、生物経済学的研究、特に各個体の餌の取り込みの季節変化と個体の栄養要求量との
バランス（岩本俊孝）
、人工的に与える餌の配分による栄養学的実験（森）
、森林植生と個体数許
容量（木村光伸、荻野和彦）、音声の地域比較（S. Green、井上美智子）
、採食される果実の位置
とサルによる選択の関係（深谷もえ）
、社会関係が採食行動におよぽす影響（五百部裕、岩本）、
子どもの遊び仲間関係や社会関係の発達、
およびそれにおよぽす母親の影響（森梅代、
早木仁成）、
雌の群れ離脱と分裂群形成を通じての若雌のオトナ社会への加入（宮藤浩子）
、コドモ雄とハナ
レ雄の社会関係の形成（菅原和孝）
、文化的行動の通時的変化（河合、渡邊）
、文化的行動の伝達
過程の実験的再検討（樋口義治）
、魚食行動（渡邊、Jean-Bapteste Leca）
、グルーミング時の信
号的行動（森）
、グルーミングにおける互恵性（室山泰之）
、アカンボの性と死亡率の関係（栗田
博之）、経年的な社会変動（河合、森、渡邊、三戸サツヱ）
、アカンボの存在と母親に及ぼす行動
制限（原澤牧子）
、未成熟個体の社会関係の発達（松岡絵里子）
、腸内寄生虫（松林清明、町田昌
昭、堀井洋一郎、Andrew MacKintosh）
、身体各部位の相対成長に関する研究（浜田穣）
、保存標
本を用いた骨形成遅延（木村賛）
、遺伝学的特徴と島嶼化の影響（庄武孝義、川本芳）
、野生群を
対象としたオペラント条件付け（鈴木延夫）
、繁殖生理（和秀雄）等である。
なお、1982（昭和 57）、1993（平成 5）年、2000（平成 12）年、2006（平成 18）年の 4 度にわ
たって、全群捕獲による形態学的・集団遺伝学的・繁殖生理学的調査を行った。また例年、霊長
類研究所の新入生を対象として、一週間の幸島実習が行われている。
下北研究林
下北研究林においては、除草剤散布のサルに対する影響（東滋、和田一雄、伊沢紘生、森治）、
森林施業がサルに及ぼす影響（荻野和彦、東、足澤貞成）
、積雪地方の特色ある冬の遊動とサブ
グルーピング現象（足澤、東）
、下北の野生群の分布と個体群動態（東、足澤、古市剛史）
、採食
行動におよぼす性差・年齢差（綿貫豊、中山裕理）
、非積雪期における採食生態（岡野美佐夫）、
オスの社会関係（堀内史朗）
、離乳期アカンボの行動比較（谷口春香）などが研究された。また、
下北半島に放飼されていたタイワンザルと野生ニホンザルの交雑の危険性に対処するため、調査
とタイワンザル除去への技術協力も行われた。また猿害と地域住民の生活や意識に関する人文学
的研究（鈴木克哉）
、地域社会と野生ニホンザルの関係（鈴木延夫）などの研究も行われている。
下北研究林のニホンザルは発足時の 7 群約 250 頭から 2000 年頃には 21 群 856 頭に、2010 年 1
月時点では 51 群 1861 頭にまで増加している。こうした継続観察は足澤と佐井村役場の福浦岳志
氏、下北あしの会の森治氏、下北サル調査会の松岡史朗氏他の各年度ごと数 10 名を超す、非常
に多くの人々によって支えられたものである。調査は現在も続けられており、ニホンザルの生態
保全を目指す上での貴重な資料となっている。
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木曽研究林
地域における群れの分布や個体数を把握する継続調査が行われた（川村俊蔵、泉山茂之、福田
史夫、増井憲一他）
。だが 1970 年代後半頃から上松町地区の猿害問題が深刻化しはじめ、ニホン
ザルによる農作物被害防止の応用研究がこの研究林の中心的な課題となった（川村、泉山、田中
進、渡邊邦夫）
。強煙火システムによるサルの追い払い法などの開発が行われ、その後の野生ニ
ホンザル保護管理問題の理解と解決のための端緒となるいくつかの研究が手がけられた。だが
1982（昭和 57）年以降、
猿害問題によって集落近辺の群れが相次いで集団捕獲される事態に陥り、
地域住民の理解を得ることが難しく、徐々に活動が低下せざるを得なかった。
上信越研究林
上信越研究林については、雑魚川地域のニホンザルの分布と生態（和田一雄、鈴木晃、好広眞
一、常田英士）
、地獄谷群における若雄の離群・入群（常田、和田、好広）
、寒冷地適応と植生の
関係（和田、市来よし子）
、餌植物である果実生産量の年変動（小見山章）
、生理的な寒冷地適応
（大沢済、原文江）
、形態特徴（渡邉毅）
、繁殖生理（和秀雄）などが研究された。地獄谷の餌付
け群では、グルーミング時におけるシラミ取り方法の文化的伝播（田中伊知郎）なども研究され
ている。この研究林も 1987（昭和 62）年に長野県が 1998 年開催冬季オリンピックの国内候補地
に選ばれた時から、研究林に隣接する地域の開発と保護の問題に巻き込まれ、地元との関係が深
刻化したことによって、活動が困難になっていった。
屋久島研究林
屋久島では、島内の環境条件の違いに基づく個体群動態を明らかにしようと西部林道沿いの経
年的調査（東滋、好広眞一、半谷吾郎ほか多数）が行われている。この研究は上・中部域にを含
めた経年的個体群調査や全島の分布、個体数調査（好広ほか多数）へと展開している。1976（昭
和 51）年、丸橋珠樹が西部林道沿いの群れを人付けし、集中的に研究を行った。それがニホン
ザルの餌付けによらないフィールド研究の発端となり、その後、この群れを含む複数の野生群を
対象にした研究の発展を促すこととなった。社会関係が採食行動に及ぼす影響（古市剛史）、採
食生態とアクティビティ・パターン（丸橋、揚妻直樹、David Hill、Laurant Tarnaud、西川真理）、
群れ分裂とその時期の個体関係、群れ間関係の結果としての群れの盛衰（丸橋、山極寿一、高畑
由紀夫、大井徹）
、群れ外雄と群れ内雄の繁殖成功度の相違（岡安直比、David Sprague）
、グルー
ミング戦略（塚原高広）
、若雄の順位関係（鈴木滋）
、方言や個体の成長、環境条件に応じた音声
の機能的変化（三谷稚純、杉浦秀樹、田中俊明、香田啓貴）
、繁殖成功度と配偶者選択などの行
動戦略（松原幹、早川祥子、Joseph Soltis）
、群れの空間的まとまりの維持機構（鈴木真理子、西
川真理、杉浦）などの研究が行われてきた。また、捕獲死亡個体や自然死亡個体の標本収集が進
められ、ヤクシマザルの形態学的調査（黒岡末寿、毛利俊雄、瀬戸口烈司）
、寄生虫感染と社会
的ネットワークが感染拡大に果たす役割（Andrew MacKintosh、AD. Hernandez）
、屋久島集団
内の遺伝的変異の解析と亜種の形成史（庄武孝義、川本芳、早石周平）などの研究が行われた。
屋久島では植物研究者の役割も大きく、植生調査（田川日出夫）
、種子分散に対するサルの役割
の研究（寺川眞理、湯本貴和、野間直彦）も行われている。またコウモリ（D. Hill）やヤクシカ
（揚妻）の研究も行われている。
屋久島研究林では全学規模でのフィールド講座もたびたび開催され、霊長類学だけではなく、
他分野とも幅広く協力した学生教育に大きな役割を果たした。
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ニホンザル野外観察施設はニホンザル本来の広大な生息地を保護しつつ、その多様な生息地ご
とにニホンザルの長期継続観察を重ねることにより、ニホンザルの種としての全体像を明らかに
しようという壮大な試みであった。だが各研究林・観察所ともに現地で起こる観光開発などの環
境改変問題、ニホンザルによる農作物被害との調整等に悩まされ、程度の差こそあれ、いずれも
立ち退きを迫られる事態を経験している。そうした中で、初期の参画メンバーの定年退官や移動
があり、徐々に全ての研究林の活動を維持することは困難になった。初期計画で唱われた活動を
遂行するには明らかに手不足であり、また年月を経る中でニホンザル野外研究の内容も変わって
きた。一方で社会的な要請もあり 1980 年代半ばからは、ニホンザルの保全生態学、野生個体群
の保護管理問題への取り組みを強める方向で転換がはかられた。以下は、その流れに沿った研究
活動である。
A） ニホンザル保護管理のための方法論に関する研究（渡邊邦夫、室山泰之、
田中俊明、
鈴木克哉）
B） ニホンザル各地個体群、
および分布の歴史的変遷等に関するデータベースの作成（渡邊、
室山）
C） ニホンザル猿害群の土地利用に関する研究（山田彩、室山）
D） ニホンザルによる農作物被害防御のための具体的方法の開発（室山、田中、鈴木、山田）
E） ニホンザルによる被害管理モデル作成（室山）
F） 亜高山帯におけるニホンザルによる造林木剥皮被害とその要因（船越美穂）
国内の他のニホンザル群、海外に生息する霊長類の野外研究も積極的に行われている。多くは
大学院や他部局・他分野の教員との共同研究であった。以下に主なものをあげる。
A） ニホンザル高崎山群との比較研究（森明雄）
B） アフリカにおける類人猿 3 種の社会学的・生態学的研究（森）
C） カリマンタンにおける熱帯降雨林の霊長類の群集生態学（東滋）
D） スラウェシ・マカクの種分化の研究（渡邊邦夫）
E） スラウェシ島のムーアモンキーの社会行動学的研究（渡邊、松村秀一）
F） 中国秦嶺山系におけるキンシコウの社会生態学的研究（張鵬、李保国、渡邊、和田一雄）
G）ジャワ島パンガンダラン保護区におけるシルバー・ルトンとカニクイザルの個体群動態（渡邊）
H） タイ国ロブリにおけるカニクイザルの歯磨き行動（渡邊）
I ）ニホンザルの初期成長と順位関係の形成過程（Rizaldi、渡邊）
J ）ニホンザルにおける攻撃行動と社会的調整に関する研究（Rizaldi、渡邊）
K） 小豆島のニホンザルの社会関係に関する地域間比較（張鵬、渡邊）
L） グルーミング時におけるパートナー選択（神田恵、室山）
（文責：渡邊邦夫）
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2.3
2.3.1

寄附研究部門・プロジェクト・大型プロジェクト・その他
寄附研究部門

比較認知発達（ベネッセコーポレーション）寄附研究部門
１） 沿革
本寄附研究部門は、株式会社ベネッセコーポレーションからの寄附をうけて、平成 18 年（2006
年）10 月 1 日に発足した。平成 23 年度までの 5 年間にわたり、各年度 3000 万円の寄附をいた
だいた。これによって、人間をおもな研究対象とする特定准教授 1 名と、人間以外の霊長類をお
もな研究対象とする特定助教 1 名を雇用し、彼らを中心とした研究体制を整えた。そして、思考
言語分野の松沢哲郎教授、認知学習分野の正高信男教授が兼任教員となって所内の関連する 2 研
究分野が連携して、この寄附研究部門の活動を支援した。寄附研究部門の開設期間中に、佐藤弥
准教授、林美里助教とその後任の伊村知子助教が着任し、それぞれの視点から「比較認知発達」
という新しい領域にかんする研究をおこなった。
本寄附研究部門の発足にあたっては、当時の株式会社ベネッセコーポレーション福武總一郎代
表取締役会長と森本昌義代表取締役社長、株式会社ベネッセ次世代育成研究所の小林登所長と岡
田晴奈社長らをはじめとするご尽力があった。平成 18 年 11 月 10 日に、ベネッセ次世代育成研
究所寄附講座京都大学霊長類研究所・比較認知発達研究部門発足記念パーティーを名古屋で開催
し、特別ゲストとしてジェーン・グドール先生にもスピーチをいただいた。続く 5 年間にわたり、
福武總一郎・株式会社ベネッセコーポレーション代表取締役会長兼 CEO をはじめ、関係各位か
ら多大なご厚情をいただいた。
２） 研究活動
本寄附研究部門では、乳幼児期の発達、子育て、家族に関して、人間とそれ以外の霊長類の比
較研究を実施した。人間にもっとも近いチンパンジーを主たる比較の対象とした
「比較認知発達」
という新しい視点から、人間を特徴づける教育やコミュニケーションや育児や家族の問題につい
て、知見を得ることを目的とした。
「人間とは何か」という本質的な問いに対して、人間を含め
た霊長類の研究から答えを導き出すための研究を推進した。
平成 21 年（2009 年）10 月 4 日に、東京大学の福武ホールで、本寄附研究部門の活動について、
一般公開のシンポジウム形式で中間報告をおこなった。終了後の平成 24 年（2012 年）1 月には、
5 年間の研究成果について研究報告書にまとめ、冊子体として報告した。また期間中の平成 21
年（2009 年）3 月には、
日本発達心理学会で「対象操作にもとづく比較認知発達スケールの作成」
と題したラウンドテーブルを企画して、林を含む 3 名が話題提供をおこない、チャイルド・ラボ
の沢井佳子所長に指定討論をいただくなど、ベネッセ関連企業・団体との相互交流もおこなった。
佐藤は、自閉症スペクトラム（autism spectrum disorders：ASD）における対人相互作用の問
題について、心理学・神経科学研究に取り組んだ。ASD とは、自閉性障害やアスペルガー障害
を含む発達障害の総称であり、対人相互作用の障害を主症状の一つとする。ASD は人口比にし
て数％にのぼる比較的多い発達障害で、ASD 者の対人相互作用の障害は、教育や医療の現場に
独特の困難をもたらしている。しかし、具体的にどのような心理処理に問題があるのか、その神
経基盤はどのようなものか、いまだに明らかではない。臨床観察から ASD 者において視線によ
る注意の共有に障害があることが報告されている。そこで、ASD 群と定型発達群を対象として、
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意識下（約 20ms）と意識上（200ms）で模式化した顔刺激を呈示して、視線に対する自動的注
意シフトを調べた。定型発達群ではどちらの条件でも注意シフトがおこった。ASD 群では意識
上における注意シフトはおこるが、意識下で呈示される視線に対しては、注意シフトがおこらな
かった。恐怖表情と同時に変化する視線について調べると、定型発達群では表情によって視線の
注意シフトが促進されたが、ASD 群ではこうした促進がおこらなかった。基本 6 情動の表情認
識について調べると、ASD 群では恐怖表情の認識成績が定型発達群に比べて低く、年齢による
成績の向上も見られないことがわかった。静的表情と、定型群で脳活動がより顕著になる動的表
情とを見ているときの脳活動を、磁気共鳴画像で計測した。ASD 群では、定型発達群に比べて
動的表情での活動の増加が低い脳部位がいくつかあることがわかった。これらの研究から、
ASD における対人相互作用の問題の心理・神経メカニズムの理解が進み、ASD の教育や治療を
向上させる端緒となった。
林は、チンパンジーをおもな対象として比較認知発達研究をおこなった。ヒト乳幼児の発達検
査でも用いられる物の操作を比較の尺度とすることで、ヒトとヒト以外の霊長類の直接比較をお
こなった。その結果、チンパンジーの子どももヒトの子どもと同様に、1 歳前という早い発達段
階から、物同士を組み合わせる定位操作をおこなうことがわかった。積木をつむ、円形のカップ
を入れ子状にかさねる、などの定位操作を必要とする課題では、チンパンジーとヒトの子どもの
類似性が示された。一方で、他者が作った積木の塔を手本として、同じ色の順番でつむという社
会的参照を必要とする物の操作課題では、
ヒト幼児の優位性が示された。また、
野生チンパンジー
で報告される道具使用についても観察をおこない、野生で発揮される知性とその発達について調
べた。
伊村は、ヒトとチンパンジー乳児の視覚世界についての比較認知発達研究をおこなった。ヒト
もチンパンジーも他の哺乳類に比べると未熟な状態で生まれ、
ものを見る能力の正常な成熟には、
「見る」という経験が必要となる。近年、ヒトの乳幼児はテレビや絵本などの視覚メディアを見
る機会が増加している。乳児がいつ頃からメディアの内容を理解できるのか、それにはメディア
への接触経験が必要なのかを調べるため、メディアに接触した経験のない動物を対象に、2 次元
の映像から物の立体的な形や奥行きを知覚する能力について検討した。生後 4 か月のチンパン
ジーの赤ちゃんが、ヒトと同様に「かげ」を手がかりに写真から 3 次元の形状を区別して、写真の
凸像の部分により手を伸ばすことがわかった。また 6 か月のヒト乳児、7-20 週齢のニホンザル
乳児、チンパンジーの成体は、
「かげ」の動きを手がかりとしてモニター上のボールの運動軌跡の
違いを区別できることがわかった。
３） 総括
5 年間の活動を通じて、ヒトとヒト以外の霊長類における認知発達を調べる「比較認知発達」
という新たな研究分野が、著しく発展をとげたといえる。期間中に在任した教員も、それぞれ次
の職を得て、各自の研究活動を継続している。本研究部門は、霊長類研究所で初めてとなる民間
企業からの寄附を受けて設立された部門であり、この挑戦的な試みから得られた成果は現在の研
究所の姿にも資するものであったといえる。
（文責：林美里）
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福祉長寿寄附研究部門・熊本サンクチュアリ
１）沿革
熊本サンクチュアリ（現在は京都大学野生動物研究センターの附属施設である）の歴史は、
（株）
三和化学研究所が肝炎ワクチンの研究に参加していたチンパンジーたちを引き取って、熊本県宇
土市内の工場内プレハブで飼育を始めた時から始まる。1978 年のことだ。1982 年には、現在の
施設の立地である熊本県宇土半島の三角町に新たな飼育施設が作られ、移転した。設立当時は、
熊本霊長類センターと呼ばれ、のちに熊本霊長類パークと改称された。その後、個体数は増加の
一途をたどり、1998 年の段階で 100 個体を超えていた。これらのチンパンジーの処遇については、
継続的な議論がなされていたが、1998 年に松沢哲郎や山極寿一、ジェーン・グドールらが発起
人となって SAGA（アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する集い）というコンソーシ
アムを組織し、以下のような提言を行った。
1）野生の大型類人猿とその生息域を保全する。
2）飼育下の大型類人猿の「生活の質（QOL）
」を向上させる。
3）大型類人猿を侵襲的な研究の対象にせず、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。
この提言と連携する形で、
大型類人猿の侵襲的な実験利用に代わる活用方法の構築を目指して、
2002 年にナショナル・バイオリソース・プロジェクトの「情報整備プログラム」の一環として
GAIN（大型類人猿情報ネットワーク）が発足した。GAIN は、チンパンジーを含むすべての類
人猿について、日本国内で飼育されている個体の情報を収集し、データベース化し、一般に開示
することによって、死亡個体標本の有効活用等の学術研究の推進に供する事業としてスタートし
た。
SAGA と GAIN という研究者らによる活動と並行して、三和化学研究所との間の討議が粘り
強く進められた。その結果、2006 年 10 月に、三和化学研究所は所有するチンパンジーを対象と
した侵襲的生物医学研究の廃止を決定し、2007 年 4 月から、
熊本霊長類パークは「チンパンジー・
サンクチュアリ・宇土（CSU）
」として、日本初のサンクチュアリ施設（研究利用が完了した個
体を保護し終生飼養する施設）に生まれ変わることになった。また、これと並行して京都大学霊
長類研究所に研究所としては 2 番目の寄附研究部門「福祉長寿研究部門」が設立された。その設
立趣旨は、以下の通りである。
人間の本性を理解するうえで、人間とそれ以外の霊長類の比較研究は重要である。とりわけ
チンパンジーは人間と最も近縁で、法令上「ひと科チンパンジー」と規定されており、寿命
も長い。そこで現代社会が直面する課題としての高齢化・老化とそれに随伴する福祉の問題
について、サンクチュアリ（保護区、熊本県宇城市）に飼育されているチンパンジーを主要
な対象として、人間を含めた霊長類における比較研究をおこなう。
設立当初の担当教員は、伊谷原一客員教授（CSU 所長）
、友永雅己准教授（兼任）
、藤澤道子
特定助教、森村成樹特定助教の 4 名であった。うち藤澤と森村は CSU に常駐して研究を進めた。
なお、本寄附部門は、2008 年 4 月の野生動物研究センター発足にともなって、新センターに移
管した。
その後さらなる討議を経て、京都大学は、2011 年 8 月 1 日付けで、株式会社三和化学研究所
より、同社の研究施設である CSU の土地、
建物のほかチンパンジーの寄附を受けた。これにより、
CSU は「熊本サンクチュアリ（KS）
」と改称し、野生動物研究センターに設置されることになっ
た。初代所長は友永雅己（2011 年 8 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日）
。現在は平田聡（野生動物研究
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センター教授）が第 2 代所長を務めている。
KS が京都大学に移管され、野生動物研究センターの附属となったとき、
「熊本サンクチュア
リ運営指針」が制定され、その中で KS は野生動物研究センターの最重要の中核的教育研究拠点
として位置づけられた。そして、絶滅の危惧される野生動物を対象とした基礎研究を通じて、そ
の自然の生息地でのくらしを守り、飼育下での健康と長寿をはかるとともに、人間の本性につい
ての理解を深める研究を推進することとなった。さらに、KS 発足にいたる歴史的経緯を鑑み、
野生動物研究センターの基本方針に則り、侵襲的な医学・薬学・生理学的実験、及び野生状態に
比して著しく行動変容をもたらす可能性のある全ての行為は、理由の如何にかかわらず一切おこ
なわないことを宣言した。
熊本サンクチュアリに関係する沿革についてさらに記述を続ける。2010 年度、霊長類研究所
にあらたに寄附研究部門「ボノボ（林原）研究部門」が発足した（2011 年 8 月まで）
。これは林
原類人猿研究センター（GARI）と共同で、アメリカ動物園水族館協会の協力を得て日本にボノ
ボ 1 群を導入する計画を実現し、
野生と飼育の双方でボノボの総合研究を推進する計画であった。
スタッフは、松沢哲郎教授（兼任）
、平田聡客員准教授、山本真也特定助教の 3 名であった。こ
の計画は、2011 年の林原の破綻にともない、変更を余儀なくされる。2013 年 1 月 1 日付で新た
な寄附研究部門「チンパンジー（林原）研究部門」が発足した。設置時のスタッフは松沢哲郎（兼
任）、友永雅己（兼任）
、林美里（兼任）
、藤澤道子（寄附研究部門教員）であった。この寄附研
究部門は、KS と連携して、
「チンパンジーの比較認知科学と行動学的研究により、その認知機
能の解明を通じて、人間の本性の進化的基盤を探る」ことを目的としている。そしてこの寄附研
究部門設置と並行する形で、2013 年 1 月に、GARI にいた 8 個体のチンパンジーが KS に移動
した（GARI は同年閉鎖）
。また、GARI に導入予定だったボノボは KS が受け入れることとなり、
2013 年から 14 年にかけて 6 個体がやってきた。
また、2010 年度から始まった最先端研究基盤支援事業
「心の先端研究のための連携拠点
（WISH）
構築」（2012 年度まで）の支援の下、霊長類研究所に 2 基、KS に 2 基の大型ケージ設備が導入
された。さらに、2011 年度から 17 年度まで措置された運営費交付金特別経費プロジェクト「人
間の進化の霊長類的基盤に関する国際共同先端研究の戦略的展開（略称、人間の進化）
」の 1 事
業である「ヒト科 3 種比較研究プロジェクト」
（のべ 3 名が特定教員を歴任）のもと、ヒトとチ
ンパンジーとボノボのヒト科 3 種の比較研究が推進されている。
2017 年 1 月現在、KS にはチンパンジー 58 個体（男 35、女 23）
、ボノボ 6 個体（男 2、女 4）
が暮らしている。

2011 年 7 月 31 日に開催されたチンパンジー・サンクチュアリ・宇土
移管式典
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熊本サンクチュアリ全景

２）研究活動
熊本サンクチュアリでの研究活動は先述の運営指針に沿って行われている。これは、その前身
のチンパンジー・サンクチュアリ・宇土から継承されてきたものでもある。すなわち、絶滅危惧
種であるチンパンジーやボノボなどを対象とした基礎研究を通じて、1）その自然の生息地での
くらしを守り、2）飼育下での健康と長寿をはかるとともに、3）人間の本性についての理解を深
める研究を非侵襲的な手法でおこなう。
生息地での調査および保全活動
アフリカ・ギニア共和国のボッソウ・ニンバ地区を中心に 1997 年から行われている「緑の回
廊プロジェクト」を推進している。これは、ボッソウのチンパンジーとニンバ山に住むチンパン
ジーとの往来を可能にすることを目的として、ボッソウとニンバ山の間のサバンナ地区に、幅
300m、長さ 4km にわたって植樹作業を行うというものである。日本政府、ギニア政府、ギニア
の日本大使館の援助を受けて、地元の人々と協力して進められている。また、地元の小学生に対
する、チンパンジー保護のための環境教育の活動も支援している。この活動および野外調査のた
めに寄付研究部門の教員が毎年調査地で活動を行ってきた。研究面においては、世界で初めて野
生チンパンジーの「老眼」を発見するなど、飼育下の福祉・長寿研究とも連動する成果があげら
れている。また、2014 ～ 2015 年の西アフリカ地域でのエボラウイルスの流行により、渡航が困
難になったことを契機に、カメラトラップやビデオトラップなどの導入が進められ、新たな展開
が図られつつある。
飼育下での健康・長寿・福祉研究
CSU が発足した時、76 個体のチンパンジーが飼育されていた。このうち、単独飼育が 15 個
体存在していた。そこで、単独飼育を廃し、すべての個体が社会生活を営むことができるように
複雄複雌集団および雄のみの社会集団を作り、そこにチンパンジー本来の離合集散性を導入する
ことを目的とした。雄間の闘争管理、ローテーション飼育などの実践とそのストレスを、行動や
毛髪中のコルチゾル濃度などによって継続的に評価するとともに、曜日ごとに異なる環境エン
リッチメントをルーチン化した。現在では単独飼育は完全になくなり、離合集散をシミュレート
した複数の群れの中でチンパンジーたちは暮らすようになっている。
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CSU/KS のチンパンジーの中には、国内動物園に転出する個体がいた。京都市動物園、横浜市
ズーラシア、熊本市動植物園、広島市安佐動物公園、高知県のいち動物園などの他施設へ移籍し
生活する過程を調べることで、チンパンジーが新しい環境に適応する能力やそのプロセスを明ら
かにしてきた。これら動物園や GAIN との共同研究を通じて、国内動物園間の情報・技術交換
のためのネットワーク構築を推進してきた。この成果は現在、野生動物研究センターの「連携園
館連絡会議」という形で結実している。
比較認知科学研究
人間の本性についての理解を深めるための比較認知科学研究も進められてきた。近年は WISH
大型ケージ設備に隣接する形でタッチパネルが設置され、チンパンジーやボノボがいつでもだれ
とでも課題に参加できる環境が構築された。また、非接触・非拘束型の視線計測装置が導入され、
チンパンジーとボノボを対象に、予期的注視、顔知覚、心の理論などに関する重要な知見が報告
されている。さらに、チンパンジーと同室しての道具使用や石器使用の研究、協力や食物分配な
どの社会的知性に関する研究が進められている。

タッチパネルによるコンピュータ課題に従事す
るボノボたち

ナッツ割り実験の様子

３）人の動き（熊本サンクチュアリに関連するもの）
福祉長寿寄附研究部門（霊長類研究所）
：2007 年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日、2008 年 4 月 1 日
から野生動物研究センターに移管
伊谷原一：客員教授（寄附研究部門）
、CSU 所長（2007 年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日）
友永雅己：准教授、兼任（2007 年 4 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日）
藤澤道子：特定助教（寄附研究部門）
（2007 年 8 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日）
森村成樹：特定助教（寄附研究部門）
（2007 年 8 月 1 日～ 2008 年 3 月 31 日）
福祉長寿寄附研究部門（野生動物研究センター）
：2008 年 4 月 1 日～
伊谷原一：CSU 所長（2008 年 4 月 1 日～ 2011 年 7 月 31 日）
友永雅己：准教授、兼任（2008 年 4 月 1 日～）
、
KS 所長（2011 年 8 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日）
中村美穂：客員准教授（寄附研究部門）
（2008 年 4 月 1 日～）
森村成樹：特定助教（寄附研究部門）
（2008 年 4 月 1 日～ 2012 年 12 月 31 日）
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特定助教（特別推進研究）
（霊長研雇用、勤務地 KS、2013 年 1 月 1 日～ 2013 年 11
月 30 日）
特定助教（研究拠点）
（2013 年 12 月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日）
特定准教授（研究拠点）
（2014 年 4 月 1 日～）
KS 副所長（2011 年 8 月 1 日～）
藤澤道子：特定助教（寄附研究部門）
（2008 年 4 月 1 日～ 2012 年 12 月 31 日）
廣澤麻里：特定研究員（特別教育研究）
（2011 年 4 月 1 日～ 2013 年 11 月 30 日）
特定研究員（研究拠点）（2013 年 12 月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日、以降日本モンキー
センターを勤務地とする）
野上悦子：特定研究員（特別教育研究）
（2010 年 10 月 1 日～ 2012 年 3 月 31 日、以降技術職員）
岡部直樹：特定研究員（研究拠点）
（2014 年 4 月 1 日～ 2014 年 11 月 30 日、
以降以降日本モンキー
センターを勤務地とする）
上坂博介：特任研究員（熊本サンクチュアリ）
（2011 年 8 月 1 日～）
鵜殿俊史：特任研究員（熊本サンクチュアリ）
（2011 年 8 月 1 日～）
寺本

研：特任研究員（熊本サンクチュアリ）
（2011 年 8 月 1 日～）

長野邦寿：特任研究員（熊本サンクチュアリ）
（2011 年 8 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日）
那須和代：特任研究員（熊本サンクチュアリ）
（2011 年 8 月 1 日～）
森

裕介：特任研究員（熊本サンクチュアリ）
（2011 年 8 月 1 日～）

ヒト科 3 種比較研究プロジェクト（霊長類研究所）
：2011 年 4 月 1 日～
平田

聡：客員准教授（特別教育研究）
（勤務地 KS、2011 年 9 月 1 日～ 2013 年 8 月 31 日）

山本真也：特定助教（特別教育研究）
（勤務地 KS、2011 年 9 月 1 日～ 2013 年 9 月 30 日）
狩野文浩：特定助教（特別教育研究）
（勤務地 KS、2014 年 4 月 1 日～ 2015 年 9 月 30 日）
野生動物研究センター：2008 年 4 月 1 日～
斎藤亜矢：特定助教（特別教育研究）
（勤務地 KS、2011 年 4 月 1 日～ 2013 年 11 月 30 日）
特定助教（研究拠点）
（勤務地 KS、2013 年 12 月 1 日～ 2014 年 3 月 31 日）
平田

聡：教授（2013 年 9 月 1 日～）
KS 所長（2015 年 4 月 1 日～）

山梨祐美：特定助教（科学研究）
（2015 年 1 月 1 日～）
狩野文浩：特定助教（人材育成）
（勤務地 KS、2015 年 10 月 1 日～）
（文責：友永雅己）

ボノボ（林原）寄附研究部門・チンパンジー（林原）寄附研究部門
１）沿革
平成 22 年（2010 年）4 月 1 日に、霊長類研究所としては 3 つ目の寄付研究部門として「ボノ
ボ（林原）研究部門」が発足した。従来のチンパンジー研究に加えてボノボを視野に入れたヒト
科 3 種の比較研究を推進する目的である。ボノボ（林原）研究部門は寄付者である株式会社林原
の倒産があり、設置 1 年半で、平成 23 年 9 月 30 日に終了した。
その林原倒産をうけて、4 つ目の寄附研究部門として平成 25 年 1 月 1 日に「チンパンジー（林
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原）研究部門」を設置した。林原類人猿研究センター（略称 GARI、伊谷原一所長・京大野生動
物研究センター教授）が飼養していた 8 個体のチンパンジーの引き取りと、そこが立案計画した
ボノボ導入計画を京都大学で継承する受け皿である。
こうしてボノボとチンパンジーの 2 つの寄附研究部門と、研究所に措置された特別経費「人間
の進化」が原資となって、野生動物研究センターの平田聡教授らの努力で平成 25 年（2013 年）
11 月 27 日に最初のボノボ 4 個体が、さらに平成 26 年に 2 個体が熊本サンクチュアリに到着し、
ヒト・チンパンジー・ボノボの飼育下での比較研究が可能になった。
林原の倒産はたいへん残念なことだが、以下の 3 点で貴重な試みだった。①林原類人猿研究セ
ンターの設置を通じて、日本からのきわめてユニークなチンパンジー研究を発信できた。②ボノ
ボの導入を企画して京大に引き継ぎ、その実現によって、ヒト科 3 種（ヒト、チンパンジー、ボ
ノボ）の比較研究が実現した。③寄附研究部門であるために教員を雇用することができ、次世代
の類人猿研究の人材の涵養に役立った。
双方の寄附研究部門は、野生動物研究センター傘下の熊本サンクチュアリの研究・教育・実践
活動に収斂している。熊本サンクチュアリは平成 23 年（2011 年）8 月 1 日に発足した。現在（平
成 28 年 12 月 31 日）、熊本サンクチュアリにはチンパンジー 58 個体、ボノボ 6 個体がいる。そ
の活動については、以下の HP を参照されたい。http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/kumasan/
２）人の動き
ボノボ（林原）寄附研究部門：2010 年 4 月 1 日～ 2011 年 9 月 30 日
平田

聡：客員准教授（寄附研究部門）
（勤務地 GARI から KS、2010 年 4 月～ 2011 年 8 月 31 日）

山本真也：特定助教（寄附研究部門）
（勤務地 GARI から KS、2010 年 4 月～ 2011 年 8 月 31 日）
チンパンジー（林原）寄附研究部門：2013 年 1 月 1 日～
藤澤道子：寄附研究部門教員（2013 年 4 月 1 日～）
松沢哲郎：教授、兼任（2013 年 1 月 1 日～）
友永雅己：准教授、兼任（2013 年 1 月 1 日～、2016 年 4 月 1 日から教授）
林美里：助教、兼任（2013 年 1 月 1 日～）
平田加奈子：特定研究員（科学研究）
、2013 年 1 月 1 日～
（文責：松沢哲郎）

ワイルドライフサイエンス（名古屋鉄道）寄附研究部門
１）目的
本研究部門は名古屋鉄道株式会社からの寄附を受けて、2014 年 4 月 1 日に設置された。松沢
哲郎、湯本貴和、友永雅己、林美里の 4 名の兼任の教員と、早川卓志（2015 年 4 月 1 日付で着任）
の 1 名の常勤専任の特定助教で構成されており、
「ワイルドライフサイエンス」と呼べる新たな
学問領域の創生をめざしている。
霊長類学は、野生の霊長類の行動や生態を調査するフィールドワークと、認知科学やゲノム科
学などの多様な生物学研究の手法を統合する、新たな学問体系を確立しようと努力してきた。本
研究部門が冠する「ワイルドライフサイエンス」は、従来の霊長類学の知見とユニークな手法を
踏襲しつつ、霊長類に限らず絶滅が危惧されている野生動物を研究対象とすることで、その保全
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と福祉を推進する実践研究を目的としている。
また本研究部門は、博物館や動物園や水族館等との連携を強化し、人間を含めた自然のあり方
についての深い理解を次世代に伝えることを目指している。特に、霊長類研究所の北隣に位置す
る公益財団法人日本モンキーセンターを、研究活動やアウトリーチの実践の場として活動してい
る。日本モンキーセンターは 1956 年に設立された、60 年の歴史を持つ霊長類専門の登録博物館
であり附属の動物園をもっている。霊長類の生息地の調査や保全、霊長類に関係する資料収集を
おこなうと同時に、附属動物園を通じた社会普及活動をおこなっている。こうした日本モンキー
センターと密接に連携し、大学研究機関単体では遂行のむずかしい社会普及活動を進めている。
２）研究・教育・社会貢献
野生動物を対象とした分子生態学研究
本研究部門の特色は、野生動物を対象としたフィールドワークを基盤として、認知科学やゲノ
ム科学などの分野の手法を応用し、複合的な野生動物の調査研究を実践している点である。本部
門の専任教員である早川は、霊長類を対象とした分子生物学・ゲノム科学のバックグラウンドを
持ち、野生動物の行動・生態・進化の背景にある分子メカニズムの解明に取り組んでいる。国内
外のフィールド調査地において、
野生動物から糞や尿などの非侵襲的に収集できる試料を採取し、
霊長類研究所の実験室において対象個体のゲノム DNA や食べかすや共生細菌などの環境 DNA
の分析をおこなっている。
このような分子生態学研究のひとつとして、
味覚受容体遺伝子の多様性について調査している。
味覚受容体は舌などの口腔中の器官に発現しており、
摂取した食物に含まれている栄養や毒物に、
甘味や苦味を感じる機能を持っている。そのため、味覚受容体に遺伝的な差異があると、味の感
じ方に個体差や種差が生まれる。実際に、チンパンジーにおいて、西アフリカ亜種と東アフリカ
亜種の間に、苦味受容体遺伝子の機能に差異があることを発見している（Hayakawa et al. 2012
PLOS ONE 7：e43277）。これは西アフリカと東アフリカの間で、採食対象となる植物の植生が
異なることにともなって、チンパンジーが適応進化した結果であることが示唆された。現在、西
アフリカのギニアのボッソウ、東アフリカのタンザニアのマハレ山塊国立公園およびウガンダの
カリンズ森林のアフリカ 3 か所の野生チンパンジー集団において、個体識別に基づいた遺伝試料
採取と、採食行動観察をおこない、苦味受容体遺伝子の亜種差を生み出した進化生態要因につい
ての実証研究を実施している。
動物園動物を対象としたゲノムと行動の研究
味覚受容体のような採食に関係する遺伝子がどのように野生動物の行動や生態に発現している
かについて検証する研究を、日本モンキーセンターと連携して実施している。日本モンキーセン
ターは、64 種 916 個体（2016 年 12 月現在）の霊長類を飼育しており、世界でもまれに見る霊長
類の種横断的な総合的研究を実現している。野外での分子生態学研究において確立した手法を用
いて、飼育個体から侵襲性の低い DNA 試料を収集し、各霊長類種のゲノム多様性について分析
している。そして DNA 解析の結果にもとづいて、福祉に配慮しながら行動との相関について調
査している。また日本モンキーセンターは博物館として、設立当時より死亡個体を標本として保
存・管理している。こうした希少な標本試料からの遺伝子分析も実施し、分子レベルでの標本管
理の確立を目指している。
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大学院教育と博物館・動物園等と連携した社会普及活動の実践
本研究部門は、京都大学霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院（PWS）
を通じて大学院教育に参与している。さらには、霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディ
ング大学院が主催する、霊長類学に関心を持つ高校生を対象とした「高大連携プロジェクト」も
実行してきた。また、日本モンキーセンターとの連携において、上記に述べた調査研究や資料収
集などの活動に貢献するとともに、霊長類の研究や保全について社会に発信するアウトリーチ活
動をおこなっている。日本モンキーセンターを校外学習の場として利用する学校団体に対するレ
クチャーや、定期的な市民向けの霊長類学に関するトークなどのプログラムについて協同で実践
している。市民向けに研究の成果を発表する「京大モンキー日曜サロン」も協同でおこない、大
学研究機関単体ではおこなえない社会普及活動の積極的な実践を進めている。
３）設置に到る経緯
それまで財団法人だった日本モンキーセンターが、2014 年 4 月 1 日から新たに公益財団法人
になった。公益化した新財団の理事長は尾池和夫
（京都大学第 24 代総長・京都造形芸術大学学長）、
所長は松沢哲郎（当時は京都大学霊長類研究所教授、現在は京都大学高等研究院特別教授）、博
物館長は山極壽一（当時は理学研究科教授、現在は京都大学第 26 代総長）
、附属動物園長は伊谷
原一（京都大学野生動物研究センター教授）である。公益財団法人化以前は、名古屋鉄道株式会
社の系列会社が出資する「日本モンキーパーク」という遊園地かつ動物園という構成だった。そ
こから動物園に相当する東半分の敷地を切り離して独立させ、博物館かつ動物園として一体運用
す る 新 た な 公 益 財 団 法 人 に し た。 愛 知 県 で 二 番 目 に 古 い 登 録 博 物 館 で あ り、 英 文 学 術 誌
PRIMATES も発行している。そのうえで動物園も経営している。そうした運営の主体を、京都
大学にゆかりのある大学教授たちが担うことになった。
「大学人が博物館を運営し動物園を経営
する」という未曽有の試みを、名古屋鉄道株式会社が引き続き支援してくださることになった。
その支援の一環として、京大教員を雇用するために必要な寄付研究部門の設置に到った。いずれ
も、公益財団化前の最後の所長だった市川光雄（京都大学名誉教授）
、名古屋鉄道株式会社の河
野英雄（当時の会長）
、山本亜土（当時の社長）の諸氏の英断と尽力によるものである。ここに
記して感謝したい。
（文責：早川卓志・松沢哲郎）

2.3.2

COE 拠点形成プロジェクト「類人猿の進化と人類の成立」

五年間の研究成果概要
「類人猿の進化と人類の成立」との研究課題で、この五年間さまざまな方面からの霊長類研究
を進めてきた。この文部省（現文部科学省）科学研究費補助金申請は、当初は COE（Center of
Excellence）拠点形成基礎研究として、その後は特別推進研究（COE）として採択された。本研
究は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た 1）社会・生態、2）形態・古生物、3）認知・
脳科学、4）分子・遺伝、の四班構成で遂行されてきた。これらの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」とする霊長類学の根本的な課題を頂く点で共通
している。申請課題そのものには類人猿研究を前面に打ち出したが、他の霊長類との比較研究も
重要であり、それらを対象とした研究も数多くなされた。また、上記四分野のみに留まらず、最
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近注目を集め始めた動物福祉研究をもサポートし得たものとなっただろう。本年五月に文部科学
省へ提出する予定の成果報告書は、各研究分担者および協力者達の成果報告概要等に加えて、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「霊長類研究」
の特集号の論文も合本し、それを主体とさせていただいた。勿論これらは最近の成果の一部であ
りこの 5 年間の研究成果の全てではない。そこでこの研究期間に発表された論文の別刷りをまと
めたものも加えて報告書とする予定である。ここでは本研究課題の成果の一部を概説する。
社会・生態研究
チンパンジー研究の世界的拠点であるタンザニア・マハレ国立公園に、2 人の大学院生を一年
間派遣した。その一人により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
虫の除去である。毛づくろいされる側にはメリットがあるが、毛づくろいする側には一見メリッ
トはない。ただし、己の口を使って寄生虫を除去するには難しい身体部位も多く他人の手を借り
なければならないことが多々あるため、相互にメリットとなる行動を行うのではないかと推測さ
れた。一方、チンパンジーが葉を両手で持ち口を付けるという行動も注目された。50 枚に及ぶ
そのような葉の回収検査から葉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葉に挟みつぶしてから食べることによる再寄生防止があると考えられた。ま
た文化的行動パターンの発達研究でも大きな進展があった。例えば 11 歳のワカモノオスが「落
ち葉かき」をした直後、3 歳の弟が同じ行動をしたように、幼児期に年長者の行動を模倣する例
が多く観察され、文化的行動の伝達現象が明らかにされた。同研究拠点を統括する分担者西田は
世界中のチンパンジー研究者とともに各地の行動比較を行い、文化的行動に関する論文を
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が行われ、集団サイズとその
構成について観察資料が収集された。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て少ないのは、前者が果実食で、後者の葉食傾向に比べ採食競
合が強いことよると推測された。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・カリンズ森林ではいわゆる人付け努力された結果、チンパンジーが観察者の存在に
慣れ、新たな研究拠点となった。これに加え別の面でも大きな進展があった。現在の野外研究は、
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ほど人間の影響が大きくなっている。
同地ではいわゆる節度を保ってチンパンジーを観察するエコツーリズムプロジェクトが、同国森
林省の賛同を得て進展中であり、将来への期待が高い。コンゴ民主共和国（旧ザイール）
・ワン
バにおけるピグミーチンパンジー
（ボノボ）
の野外研究も近い将来に再開が期待される報告があっ
た。同地は日本の研究グループが世界に先駆けて研究に着手したところであり、多くの大発見が
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、
個体識別されていた観察対象ボノボのうち一頭を除く全個体の生存が確認されたのである。
また、
類人猿との比較研究として離合集散型の社会構造を有する南米のクモザルについてパーティーサ
イズ、採食、土地利用などが明らかにされ、彼らの社会構造について、アフリカのチンパンジー
社会との比較研究がまとめられた。
形態・古生物研究
三和化学研究所（熊本県）においてチンパンジーにおける個体発達を縦断的に測定したところ、
チンパンジーにも思春期加速は認められるもののヒトほど顕著ではないとする研究がまとめられ
た。
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また、霊長類研究所では 1998、99 年にアジルテナガザル各 1 頭、2000 年にチンパンジー 3 頭
が誕生した。彼らの形態計測や血液試料採取による成長ホルモンレベル分析等の多角的な発達研
究が継続して行われている。形態発達では、
MRI（Magnetic Resonance Imaging）や DEXA（Dual
Energy X-ray Absorptiometry）、pQCT（Peripheral Quantitative Computed Tomography）等の非
侵襲的方法を用いた研究が進展しつつある。まず、MRI により、発声機能と密接な関係を持つ
喉頭構造の発達的変化がヒトと比較された。ヒトの言語発声には喉頭の下降による二重共鳴管構
造の確立が必要とされるが、それはヒトの系統で一度に進化したと考えられてきた。しかし、チ
ンパンジーの発達変化研究から、喉頭下降現象はヒトの系列で一時に起こったのではなく、ヒト
上科において一度起こり、ヒトの系統で更なる変化が起こった二段階仮説が提唱された。まだ、
DEXA 計測により、ヒト乳児はチンパンジー乳児に比べ非常に高い体脂肪率であることが分かっ
た。これはサバンナに進出したヒトの祖先が時折訪れる低栄養状態に耐えるためと推測された。
また、DEXA を用いたチンパンジー上肢、下肢の骨塩量発達変化の比較研究がまとめられつつ
ある。また、サバンナ生活者で霊長類の中でヒトと並んで非常に長い肢を有し、ヒトのサバンナ
進出モデル研究に使われているパタスモンキーの野外運動研究も行われた。オーストラロピテク
スは下肢が短いなど現生人類と比べて歩行効率は良くなかったが、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以前から推測されている。パタスの運動研究から長い肢は、
採餌のための長距離歩行適応と言われていたが、
今回の定量的研究によりチンパンジーの約 8 倍、
ヒヒの約 3 倍に及ぶ頻度で二足立ちになることが明らかにされ、危険なサバンナで二足立位時に
捕食者の発見に有利である形質でもあると推測された。
ヒトを含む霊長類の化石発掘による霊長類・人類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な地平を開きつつある。ミャンマーのポンダウ
ン丘陵で中期始新世末期の層から多数発掘された初期真猿類化石は 5 属 6 種に分類された。体サ
イズも約 8kg ついで 5kg、1.5kg、500g、100g と大きな変異を示し、多様な真猿類が生息してい
たことが明らかになった。また火山灰により化石の絶対年代が 3,700 万年前と決定された。他方
タイ北部のチアンムアン累層（約 1,100 万年前と推測）での大型類人猿化石（歯）二個とともに
多数の哺乳類化石も発見された。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。これらの発見によって、真猿類やヒト上科はアフリカ起源というこれまでの霊長類進化史が
書き換えられる可能性も大きく、将来の発展が期待される。
脳・認知科学研究
上述の霊長類研究所で誕生したテナガザル 2 頭とチンパンジー 3 頭について、統制のとれた実
験条件下での縦断的かつ詳細な発達研究が進展している。テナガザルの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中
間に位置し、類人猿としての特徴を示していることが明らかになった。また、テナガザルはホー
ムレンジ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始
めることも明かとなった。チンパンジー発達では、24 時間ビデオ撮影観察により、ヒトと同様
な新生児微笑を示すこと、誕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
間での遊びが始まること等、今後ヒトの発達過程との比較研究が可能な記録が集積されてきてい
る。他方 MRI 等を用いた脳全体および脳各部位容積の発達的変化データも集積され、ヒトとの
比較研究が脳の分野でも進行している。チンパンジー脳サイズは、1 才まで急速に増大し、その
後の増大速度は減じることや、T1 強調画像で高信号を示した大脳白質（ミエリン部分）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。成体チンパンジーの MRI 研究では、
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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が検討された。側
頭溝に沿った断面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。また、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％であることも明らかになった。オスチンパンジー約 100 頭の
DNA 検索により色弱と発見された一個体の網膜応答記録、色弁別行動実験から、ヒトの色覚異
常と相同であることが示された。他方、不幸なことではあったが、チンパンジーが死産し、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帯状回に存在し、
自立神経・
内分泌系制御、発声発語系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。また現在では法により放射性物質を投与し殺処分による類人猿研
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」
の獲得という観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、見た経験のない花を花であると認識することが可能である。刺激を
写真以外に、正確に描写した絵、カット画、白黒の線画にし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とは限らないことが明らかに
なった。
分子・遺伝研究
野外観察と遺伝子研究手法を用いたテナガザルの社会研究で大きな進展があった。テナガザル
は雌雄一頭ずつの厳格なペア型社会を作るとされる。遺伝子分析による彼等の血縁判定のため、
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 群の遺伝子解析を行い 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不幸を奇貨として、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（婿）達にテリトリーの共有を許容することが観察された。火災に
より 4 年後彼等は元のペア型に戻り、相互に敵対的になっている。これはテナガザル社会の可塑
性を世界に先駆けて発見したものである。他方、コンゴ民主共和国東端のカフジ国立公園にて収
集したゴリラ 2 群の体毛サンプルを用い、遺伝子分析を行った。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 試料内で 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稀であることが解った。分
子・遺伝の研究分野では、類人猿を研究対象とする場合、彼らを一時的にせよ捕獲し血液などの
試料を採取することは全く不可能である。そこで、体毛、尿、糞、彼らが繊維質の食物を食べ吐
き出したシガミカス等を資料とし、PCR による血縁推測方法が重要となる。だが、資料収集時
に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は避け難い。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、汚染されたヒト
DNA のみを PCR の前に破壊する方法が編み出された。モデル実験では成功し、現在実際の極
微量試料の条件が検討されている。
また、霊長類は基本的には果実、葉食であるが、多様な食性である。この点で食物消化の第一
段階である胃の蛋白消化酵素ペプシンの進化研究は重要である。ヒトのペプシンには多くの種類
がある。南米の新世界ザル、アジア・アフリカの旧世界ザル、類人猿の順に、つまりヒトに近縁
なほど種類数は増加する。ぺプシンには切断できる基質やあまり切断消化できない基質がある。
ペプシン分子種類増加は多様な食物への適応だと考えられた。他方種々の哺乳動物胃のペプシン
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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、逆に果実や葉
が主食である霊長類では高い。植物はタンパク質がセルロースマトリックスに囲まれている上に
タンニンなどの阻害剤も含むため、植物食の霊長類ではペプシン活性が高くなっていると推測さ
れた。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内分泌状態解析
方法が確立された。この手法は野生類人猿に応用可能なので、今後自然状態での試料の採集と行
動観察の両面から彼らの行動のより深い考察が可能になるだろう。霊長類研究所では 15 年来各
種霊長類、動物からの DNA を精製し保存し続けてきた。その総数は 3000 個体分を超え、霊長
類 DNA 研究拠点としての役割も大きい。それらの DNA 試料を用い分析したところ、類人猿の
おける脳内性格関連神経伝達物質の遺伝子（岐阜大農との共同研究）
、進化の過程でゲノムに進
入したレトロウィルス関連遺伝子の霊長類における進化研究
（大韓民国釜山大学理との共同研究）
においても大きな進展があった。
上記の研究成果は平成 15 年 3 月 13-15 日に京都大学霊長類研究所共同利用ホミニゼーション
（人類進化）研究会と共催された合同シンポジウムで報告された。初日は犬山市の市民公開講演
会とも共催し、研究代表者（竹中修）による基調報告に続き、脳の世界（三上章允）
、太陽系と
地球の起源と進化（松井孝典）
、分子でたどる生物の歴史（宮田隆）
、人間性の由来（西田利貞）
等の講演がなされた。二日目と三日目は本研究課題に関する研究者向けの報告会を行った。合計
で 24 題の報告があった。
（文責：竹中修）
（注）この文章は「COE 拠点形成プロジェクト・ニューズレター
類人猿の進化と人類の成立

2.3.3

第5号

特別推進研究（COE）

平成 15 年 3 月 31 日」に掲載されたものである。

特別経費事業

「人間の進化の霊長類的基盤に関する国際共同先端研究の戦略的推進」
長期野外研究プロジェクト
１）沿革
長期野外研究プロジェクトは、特別経費「人間の進化」の事業の一環として 2011 年 11 月に発
足した。特別経費「人間の進化」は、人間の進化を明らかにする目的で、世界初となるヒト科 3
種（人間とチンパンジーとボノボ）の心の比較を焦点とした霊長類研究を総合的に推進し、人間
の「心の健康」を支えている進化的基盤を解明するものである。野外研究こそが霊長類学の根幹
であることから、長期継続している野外霊長類研究を推進していくことを目的とし、事業代表者
である松沢哲郎所長の指揮のもとで本プロジェクトを立ち上げた。ボルネオ島（マレーシア領サ
バ州）のスカウ、ウガンダ共和国のカリンズ、コンゴ民主共和国のワンバで継続してきた 3 つの
プロジェクトに基軸をおき、重点的に研究活動を実施した。教員として特定助教 1 名、研究員 2
名を配した。
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２）研究活動
スカウ調査地
本調査地を運営する本プロジェクト・特定助教の松田一希（2011 － 2015 年度）が中心となり、
本地域に生息する昼行性霊長類の基礎的な生態、社会構造の解明のための研究活動を実施した。
特に、葉食性の霊長類であり、ボルネオ島の固有種であるテングザル研究より明らかになった成
果を、オランウータン、テナガザル、カニクイザル、ブタオザルなどの同所的に生息する他の霊
長類と比較することで、東南アジア産霊長類の生態、社会の本性を明らかにしてきた。
A）重層社会に関する研究
大きな成果の一つは、類人猿ではヒトでしか報告がない重層社会の進化過程の一端を解明した
ことである。複雑に重層化するヒト社会の進化の探求は、人類学最大の課題である。重層社会を
形成する希少な霊長類種（現存種 5/250 種）をモデルとした、
重層社会形成のメカニズムの解明は、
ヒトの社会進化を探る上で重要な情報を提示する。重層的な社会を形成することが示唆されてき
たテングザルの社会機構を、他種で見られる重層社会と比較・検討することで本課題に取り組ん
だ。2012 年には、国際霊長類学会が出版する International Journal of Primatology 誌での特集号
を編集し、ヒトを含む霊長類の重層社会の総括をおこなった（Grueter et al. 2012, Int J Primatol；
Matsuda et al. 2012, Int J Primatol など）
。その後は、重層社会の中のオスの生活史に着目するこ
とで、本社会の進化過程における更なる理解を深めるための研究活動を実施している。
B）採食生態、消化生理に関する研究
霊長類は多様な食性パタン（葉食、果実食、昆虫食、肉食、雑食）から、多様な消化機構を進
化させた。しかし、複胃を進化させ前胃発酵消化をするのは霊長類の中でもコロブス類だけであ
る。なぜ現生のヒトや他の多くの霊長類種が、単胃を維持するという進化を選択し、果実や肉な
どの消化に特化した消化管を発達させたのかを理解する上で、特殊化したコロブス類の消化管の
進化的基盤を理解することは極めて重要である。そこで、コロブス類の中でも霊長類で初めてと
なる反芻行動が報告され（Matsuda et al. 2011, Biol Lett）
、もっとも特殊化した消化器系を有す
ることが示唆されているテングザルの採食、消化生理機構についての研究を実施した。野外で得
られた消化効率に関する研究データを、飼育下の個体でより詳細に検証することでコロブス類の
消化機構を明らかにした（Matsuda et al. 2014, Oecologia；Matsuda et al. 2015, Physiol & Behav な
ど）。また、単一菌種の分離培養を必要としないメタゲノム解析より、コロブス類を含む野生霊
長類の胃内微生物叢、腸内細菌叢を明らかにした。
カリンズ調査地
本調査地を運営する橋本千絵（生態保全分野・助教）と協力し、本プロジェクト所属の松田一
希、ほか研究員の伊左治美奈（2011 － 2012 年度）
、
田代靖子（2013 － 2014 年度）
、
岡野鈴子（2015
年 10 月－現在）により、同所的に生息するグエノン類、コロブス類、チンパンジーの生態、社
会の研究を実施してきた。
特に東南アジア産霊長類との比較や同属のボノボとの比較をとおして、
アフリカ産霊長類の生態学的特性を明らかにしてきた。
A）グエノン 3 種とアビシニアコロブスの行動、遺伝学的研究
同所的に生息するグエノン 3 種（アカザル、アオザル、ロエストザル）とアビシニアコロブス
の行動観察を実施し、なぜ 4 種が同所的に生息可能なのかを検討した。フェノロジー調査を定期
的に実施し、対象とした霊長類種が利用できる食物資源量を見積もった。霊長類が採食する食物
の栄養分析などの結果とあわせ、採食生態学的視点より複数の霊長類が同所的に生息できるメカ
ニズムを検証した。また、スカウ調査地で解析した東南アジア産霊長類の腸内細菌叢との比較の
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ため、特にアビシニアコロブスの腸内細菌叢の解析も実施した。加えてカリンズ調査地では、食
性の季節変化にともない、アビシニアコロブスの腸内細菌叢がどのように変化していくのかに着
目した研究も実施している。さらに、グエノン類の個体識別を用いた調査を行い、ロエストザル
の昆虫食や、アカザルとアオザルの混群の研究を実施した。加えて食物の堅さと、歯の形態、味
覚に関する遺伝的研究を組み合わせて、食性進化に関する研究もおこなった。
B）チンパンジーの生態、社会に関する研究
チンパンジーの離合集散性の社会機構を理解するため、調査地内に生息するチンパンジーの 2
集団を対象として、採食行動、社会行動、遊動、集団間の出会いの交渉に関する研究を実施した。
カリンズ森林のチンパンジーでは、オスとメスとで遊動時のグルーピングが異なることが明らか
になった。また、2 集団にみられる道具使用行動について比較を行い、新しい文化の発生や伝播、
定着したことを明らかにした。さらに、チンパンジーのメスのホルモン動態、人畜共通感染症の
研究、2 集団を対象とした遺伝的研究を行った。また、チンパンジーを対象としたエコツーリズ
ムにおいて、エコツーリズムがチンパンジーの行動に与える影響を定量的に評価する保全学的視
点にたった研究も実施した。
ワンバ調査地
本調査地を運営する古市剛史（社会進化分野・教授）と協力し、本プロジェクト研究員の坂巻
哲也（2011 年度－現在）が、ワンバ調査地のボノボの生態、社会に関する調査を実施した。個
体識別された隣接する 3 集団のボノボを中心に、活動時間割合配分、採食、遊動、群れ間と群れ
内の社会関係についてのデータを収集することで、
カリンズで蓄積、
収集されているチンパンジー
のデータとの比較を通し、類人猿の生態と社会に関する新しい知見を提示してきた。
A） ボノボの行動の地域変異
本プロジェクトでは、ワンバと隣接する別の保護区（イヨンジ）に生息するボノボ集団の人づ
けと個体識別を展開した。両地域に生息するボノボの行動・生態を研究していく中で、地域間で
異なる行動パタンが明らかになってきた。特に、ボノボの肉食行動における地理的変異について
明確に示すことができ、その変異に関係しうる各地域の哺乳類相の研究にまでテーマが拡張した
（Sakamaki et al., 2016, Primates）。
B） ボノボの集団間関係
チンパンジーと対照的に種内殺しがないボノボでは、集団間の出会いで親和的な交渉が起こる
ことが知られていた。本プロジェクトを通して、隣接集団の人づけを進め、5 年間にわたる集団
間の出会いのデータを収集し、集団が出会う頻度には季節性があり、数日にわたって出会いが継
続する時期のあること、最大で 4 集団が同時に出会うことのあることなどを明らかにした。ヒト
の重層社会と地域共同体の進化の解明に、重要な成果となった。
３） 総括
野外研究こそが霊長類学の根幹であるとの精神から、長期野外研究を推進してきた。
「人間の
進化」を明らかにするため、チンパンジーとボノボの 2 種の野生類人猿研究から多くの重要な成
果が得られた。だが特筆すべきは、類人猿研究の成果だけではなく、長期野外研究から得られる
サル類の研究成果の中からも、
「人間の進化」を明らかにする重要な成果が多数得られたことで
ある。研究業績に関しては、継続 5 年間（2011 － 2015 年度）でスタッフ 3 名の論文数が計 28
編と大きな発展が見られた。さらに本プロジェクトが発足後、外部資金等の獲得も積極的におこ
ない、長期野外施設の維持・管理を円滑に行う術を教員、研究員が学び取ったことも、今後の更
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なる野外研究発展における重要な成果である。本プロジェクトでは、人間の進化を研究する上で
今後の研究所の長期野外研究がどうあるべきかの極めて重要な方向性を示すことができた。

各調査地での主な研究対象種。左：テングザル、中：チンパンジー、右：ボノボ

４）雇用者一覧
雇用者
松田

一希

伊左治

美奈

職階

雇用期間

特定助教

2011 年 11 月－2016 年 3 月

教務補佐員

2011 年 12 月－2014 年 3 月

坂巻

哲也

研究員

2011 年 11 月－現在

田代

靖子

研究員

2013 年 4 月－2015 年 3 月

岡野

鈴子

教務補佐員

2015 年 10 月－現在

徳山

奈帆子

研究員

2016 年 4 月－現在

５）施設
スカウ調査地は、2005 年よりマレーシアサバ州の森林局と共同でフィールドステーションの
維持・管理をおこなっている（写真 1）
。カリンズ調査地は、1992 年よりフィールドステーショ
ンを維持管理している。
（写真 2）
。ワンバ調査地は、1983 年よりフィールドステーションの維持
管理をおこなっている。人づけされたボノボの観察を実施できる世界的にも貴重な長期調査地の
一つである（写真 3）。

写真 1

写真 2

写真 3

（文責：松田一希）
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ヒト科 3 種比較研究プロジェクト
特別経費「人間の進化」が霊長類研究所に措置されたことを発端とした研究プロジェクトであ
る。「ヒト科 3 種比較研究プロジェクト」は、平成 23－29 年（2011－2017 年）度の 7 年間にわ
たる運営費交付金特別経費プロジェクトに教員等の雇用や研究経費を依拠している。ここでいう
「人間の進化」とは、正式事業名「人間の進化の霊長類的基盤に関する国際共同先端研究の戦略
的展開（略称、人間の進化）
」である。
ヒト科 3 種比較研究プロジェクトとは、霊長類研究所と野生動物研究センター熊本サンクチュ
アリが共同して、ヒトとチンパンジーとボノボのヒト科 3 種の比較認知科学研究を推進する事業
である。この特別経費が措置されたのと同時期に、霊長類研究所に 2 つの関連する寄附研究部門
が誕生した。ボノボ（林原）研究部門とチンパンジー（林原）研究部門である。そうした合計 3
つの事業費のシナジー効果を背景にして、
研究対象のボノボ 6 個体が、
平成 25－26 年度に北米（ア
メリカ動物園水族館協会 AZA ボノボ班）から無償で輸入された。ボノボ自体は絶滅危惧種で貴
重な存在で、無償での供与である。しかし莫大な輸送費と受け入れ施設の整備が必要である。第
1 陣が平成 25 年（2013）年 11 月 27 日に熊本サンクチュアリに到着し、日本初のボノボの認知
研究が始まった。ボノボの導入は、ヒト科 3 種比較研究プロジェクトで雇用し熊本サンクチュア
リに常駐していた平田聡の尽力で可能になった。ボノボ導入の経緯は以下のサイトで公表してい
る。http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/kumasan/ja/report/bonobos/
ヒト科 3 種比較研究プロジェクトで雇用した教員は以下の 3 名である。平田聡特定准教授（平
成 23 年 9 月から平成 25 年 8 月まで、その後は京都大学野生動物研究センター教授として転出）、
山本真也特定助教
（平成 23 年 9 月から平成 25 年 9 月まで、
その後は神戸大学准教授として転出）、
狩野文浩特定助教（平成 26 年 4 月から平成 27 年 9 月まで、その後は平成 27 年 10 月に野生動物
研究センター特定助教＝コンソーシアム助教）
。3 人いずれも、研究プロジェクト期間中に終身
雇用の常勤専任教員への道がひらけた。
また、平田、山本、狩野の 3 氏ともにこの時期に精力的な研究をおこなった。コンゴでのボノ
ボの野外研究もある。
「チンパンジーとボノボ」
、
「野外研究と実験研究」を結び付け、その対象
と手法の 2X2 のマトリックスで構成される全体的なアプローチで、ヒト科 3 種の比較認知科学
研 究 に 新 た な 知 見 を も た ら し 数 多 く の 研 究 論 文 に 結 実 し た。 と り わ け 狩 野・ 平 田 の 論 文
（SCIENCE 2016 年 10 月 7 日号）は、ドイツのマックスプランク進化人類学研究所との共同研
究の成果であり、2016 年の SCIENCE 誌の 10 大論文に選ばれた。
教員以外には、マイク・セレシュを研究員として雇用した。平成 23 年当初から平成 27 年度末
まで滞在し、熊本サンクチュアリにおけるチンパンジーとボノボの飼育の中核を担った。平成
28 年度からはその経歴が買われて、アメリカの「チンパンジー・プロジェクト」の主任研究員
として転出した。
プロジェクト自体は経費的な理由で平成 29 年度をもっていったん終了する予定だが、その使
命は霊長類研究所と野生動物研究センター熊本サンクチュアリに引き継がれていく。
（文責：松沢哲郎・平田聡・山本真也・狩野文浩）
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「新興ウイルス感染症の起源と機序を探る国際共同先端研究拠点」
本事業は特別経費（プロジェクト分）事業名「新興ウイルス感染症の起源と機序を探る国際共
同先端研究拠点」を京都大学ウイルス研究所との連携事業として組織したものである。当時の松
岡雅雄ウイルス研究所長と平井啓久霊長類研究所長が当初の立案を行い、その後小柳義夫ウイル
ス研究所長、開祐司ウイルス・再生医科学研究所長と湯本貴和霊長類研究所長がそれぞれ現在の
推進を引き継いでくださっている。事業実施期間は平成 25 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日
までの 5 年間である。本事業は両研究所の教員が参加する「協働型ウイルス感染症ユニット」で
新興ウイルス感染症に関する複数の研究プロジェクトを行うものだ。本事業開始の発端は 2001
年から 2010 年まで原因不明のために防圧に苦しんだニホンザルの出血性重篤疾患のアウトブレ
イクである。2010 年に検査法が判明したことで、この疾患はサルレトロウイルス 4 型（SRV-4）
の感染による「ニホンザル血小板減少症」であることが判明し、1 年で感染発症を押さえ込むこ
とができた。快挙といえる。本ウイルスはニホンザル以外のマカク類のカニクイザルやアカゲザ
ルに感染しても、重篤な症状を呈することがなく、ニホンザルのみで重篤になる新興ウイルス感
染症であった。本疾患の防圧は研究所の人類進化モデル研究センターの筆舌に尽くし難い尽力に
よることはもちろんであるが、所外の研究機関（京都大学ウイルス研究所、社団法人予防衛生協
会、国立感染症研究所、大阪大学微生物病研究所など）の協力なくしてはなし得なかった。この
経験が連携研究事業として本特別経費を申請する契機となった。
本事業の概要は、
『ウイルス研究所と霊長類研究所が「協働型ウイルス感染症ユニット」を設
置し、新興ウイルス感染症研究、サルモデルの作出、さらに治療法の開発研究を行う。共進化し
てきたウイルスと宿主の相互依存機序の研究から「進化ウイルス学」という新たな学問領域を確
立する。新興ウイルス感染症のアウトブレイクに対応できる国際研究ネットワークを構築する。』
というものである。すなわち、以下のことを具体的な目的ならびに目標とした事業である。ウイ
ルス・ゲノム・宿主因子の共進化事象を研究し、新たな学術領域「進化ウイルス学」を確立する。
併せて、新興ウイルスのヒト社会侵入への対応体制を整備する。さらに、新興ウイルス研究の国
際的なネットワークと野生動物の試料バンクを構築する。これらの研究リソースの確保は、国内
外の研究者コミュニティへの大きな貢献となるであろう。同時に、貴重なサル類資源の安全な利
用体制を整える足がかりとなる。
本事業を推進するにあたり、部局運営活性化経費「事業型」として学内支援措置を受けた。こ
れは特別経費事業を学内で円滑に推進するための人的措置が目的である。ウイルス研究所と霊長
類研究所の双方から適任者を供出し、両部局のスリム化を図る。技術職員の教育・訓練において
も両部局で共同して行う。ヒト以外の霊長類からヒトへの感染機序や、異種間感染による重篤化
の機序ならびに霊長類とウイルスの共進化に関わる基礎研究を総合的に行う拠点を構築する。こ
れまで独自に行っていたウイルス学ならびに霊長類学を 1 つの拠点として統合した組織を作り、
世界に先駆けた進化ウイルス学研究の取組みを推進する。特に、SRV や STLV の研究は諸外国
ではあまり注目されておらず、
日本での集中的な解析が重要となる。このユニット形成を契機に、
ウイルス学と霊長類学を融合させた教育研究体制を構築し、全学共通教育や大学院教育に資する
教育カリキュラムを整備する。多くの新興ウイルスは動物に由来しており、特に遺伝的にヒトに
近いサルから新興ウイルスが侵入することが多い。エイズウイルスは、チンパンジーに感染して
いたウイルスがヒトに侵入し、感染爆発をもたらした。一方で、サルはヒト感染症研究にとって
良いモデルであり、ウイルス研究所では、霊長類をモデルとしてウイルス感染症研究を行い、エ
イズウイルスのサルモデルを構築するなどの成果を上げてきた。霊長類研究所は、国際的な霊長
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類研究の拠点であり、世界の霊長類を対象に「ヒトとは何か」の解明に繋がる多くの成果を上げ
てきた。近年、霊長類研究所のニホンザルにおいて致死性疾患（ニホンザル血小板減少症）が集
団発生した。これはカニクイザルに無症候感染するサルレトロウイルス 4 型（SRV-4）が、ニホ
ンザルに感染すると激烈な病原性を発揮するという新興ウイルスのアウトブレイクであった。こ
のニホンザル血小板減少症の原因解明において、
霊長類研究所とウイルス研究所は密接に連携し、
原因ウイルスの分離・同定、ニホンザルへの感染実験、治療薬の同定までを明らかにした。この
共同研究を契機に両研究所で、新興ウイルスの起源となるサル類のウイルス探索、感染モデル構
築、病態・治療法研究を共同で行うことが進められた。
事業開始当初から、霊長類研究所人類進化モデル研究センターの明里宏文教授にウイルス研究
所へ出向していただいて、ウイルス研究所進化ウイルス研究領域を兼務する形で敷地内に人類進
化モデル研究センター感染症研究室を設置した。また平成 28 年度 10 月から統合発足したウイル
ス・再生医科学医学研究所では、進化ウイルス研究領域から（平成 28 年度統合設置）ウイルス
感染症モデル分野と名称を変更 し、引き続き同研究所員との共同研究を鋭意すすめている。感
染症研究室では、難治性ウイルスであるヒト免疫不全ウイルス（HIV）
、および C 型肝炎ウイル
ス（HCV）、ヒト成人 T 細胞白血病ウイルス（HTLV-1）に関してを集中的に研究している。こ
れらの研究を遂行することによって、これらのウイルスが霊長類の進化に合わせて共進化した結
果、ヒトに特化した感染機序を構築していることが明らかになってきた。こうした独特な共進化
のしくみを解明することは本事業の主目標である「進化ウイルス学」の創始に大きく貢献するも
のと期待できる。
これと並行して霊長類研究所でもニホンザル血小板減少症の制圧防圧以来、人類進化モデル研
究センターの岡本宗裕教授を中心とする教職員チームを中心にデータ解析整理を進めるととも
に、ウイルス研究所との共同研究として SRV-4 の感染実験を行った。その結果、本ウイルスが
本疾患の原因病原体であると特定することができ、最終的に論文としてまとめた。また霊長類研
究所内においてアウトブレイクした本疾患におけるの感染ルートや発生源個体を特定することも
できた。他方さらに、霊長類研究所のサル類（特にニホンザル）を研究利用することで、ヒトの
成人 T 細胞白血病の原因ウイルスである HTLV-1 に近縁のサル T 細胞白血病ウイルス（STLV-1）
に自然感染したニホンザル個体が、HTLV-1 感染の優れた動物モデルとなるであることを明らか
にした。加えて、STLV-1 感染のサル個体の胸腺組織では TCF ならびに LEF1 が Tax 阻害によ
りウイルス複製を抑止しており、また、それらの分子の発現量が低い末梢血ではウイルス感染細
胞が増殖できることを見出した。その他重要な成果が着々と上がっており、本連携事業による共
同研究は、人獣共通感染症の研究・対策を検討する緒として重要な課題であり、今後も未知ウイ
ルスの同定、基盤研究、動物モデル確立、治療法の開発のプロセスを一貫した研究体制として構
築する必要があると認識した。
本事業を起点として、学内で推進する「研究連携基盤」内に他 6 部局（計 8 部局）と連携する
共同研究ユニット（ヒトと自然の連鎖生命科学研究ユニット）を設置した。これは地球上の生命
種は膨大な多様性を有するが、すべて生命体がひとつにつながっているという「生命連鎖」のコ
ンセプトを基盤として、感染症を起点としたヒトと自然の統合的なライフサイエンス理論を創生
することが目標である。多様な生命連鎖のスパイラル階層の観点から新たな生命科学のパラダイ
ムを求めることを目指している。ひとつの連携事業が次の事業と連鎖し、より充実した恊働事業
を生み出していくことを鑑みると、これらの共同研究と事業の推進によって、霊長類を起源とす
る新興ウイルスと感染機序に関する恊働型研究事業や国際的共同研究が一層進捗することが期待
される。

（文責：平井啓久）
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2.3.4

白眉プロジェクト

１）沿革
2010 年に特定准教授 1 名にて設置された。後に、特定研究員 1 名、教務補佐員 1 名、事務補
佐員 1 名を加えた。
２）研究活動
表情コミュニケーションについての実験心理学研究
ヒト（定型発達者および発達障害者）を対象として、表情や視線による対人コミュニケーショ
ンにおける情報処理過程を、反応時間計測・ビデオ録画・筋電図計測などにより検討した。世界
で初めて、自閉症スペクトラム障害群において無意識の視線処理に障害があることなどを明らか
にした。
表情コミュニケーションについての神経科学研究
ヒト（定型発達者および発達障害者）を対象として、表情や視線による対人コミュニケーショ
ン課題を遂行中の神経活動を、深部脳波・脳磁図・機能的磁気共鳴画像などを用いて計測した。
世界で初めて、扁桃体が表情に対してすばやくガンマ波活動を示すことなどを明らかにした。

写真 1

実験心理学研究の様子

（文責：佐藤弥）

2.3.5

HOPE 事業

１）10 年間の事業の概要
霊長類研究所が中核となって平成 16 年（2004 年）2 月 1 日からほぼ 10 年間にわたって継続し
た、若手研究者のための国際交流事業を HOPE と総称している「人間の進化の霊長類的起源」
を意味する英文題目（Primate Origins of Human Evolution）の頭文字のアナグラム（並べ替えた
もの）である。若手研究者に学問の発展を託したい。そういう未来への「希望」をこめた命名で
もある。HOPE は、平成 15 年（2003 年に）日本学術振興会の独立行政法人化の最初の大きな国
際交流事業である「先端研究拠点事業」の第 1 号として採択された。平成 16 年（2004 年）2 月
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1 日のことであり、それを霊長類研究所 HOPE 事業の開始日としている。
この先端研究拠点事業 HOPE は、当初は日独の連携すなわち京都大学霊長類研究所とマック
スプランク進化人類学研究所との 2 国間連携として始まった。その後、米国ハーバード大学が加
わり、さらに英伊仏と順次加わって、発足から 5 年間をかけて霊長類学の先進 6 か国の連携体制
を構築した。
約 10 年間継続してきた HOPE 事業を通じて、若手研究者の海外派遣がさかんになった。さら
に米英独伊仏の先進国だけでなく、アジア・アフリカ諸国との連携を強化した。また他の先端研
究拠点形成事業（野生絶滅危惧種、比較認知科学）
、アジア・アフリカ学術基盤形成事業（ギニア・
コンゴ・ウガンダと日本の連携）
、2 つの頭脳循環プログラム、リーディング大学院 PWS の発足
へと事業が展開した。なお、こうした海外との交流促進を背景にして、霊長類研究所に国際共同
先端研究センター（CICASP）が 2009 年に創設された。国際センターが担当して、理学研究科
とは独立に春秋 2 回の外国人入試を実施して留学生の増加を図った。大学院生の約 30％が外国
人留学生になった。
HOPE 事業は、霊長類研究所が日本学術振興会の支援をえて 2004 年以来独自におこなってき
た国際交流事業である。その後、日本学術振興会自体が「HOPE ミーティング」という国際集
会事業を 2008 年に開始した。両者を混同しないよう注意されたい。霊長類研究所の HOPE 事業
は、実際には 6 件の海外派遣・国際交流プログラムに次々と採択されたことで成り立っている。
①先端研究拠点事業（拠点形成促進型）HOPE、②先端研究拠点事業（国際戦略型）HOPE、③
ITP-HOPE 事業、④ AS-HOPE 事業、⑤ HOPE-GM 事業、⑥ ASIAN － HOPE 事業である。以
下では、それぞれについて概要を述べる。
２）6 つの HOPE 事業の概要
先端研究拠点事業（拠点形成促進型）HOPE（平成 15-17 年度）
採択を受けて、当時の所長の茂原信生先生と岸本佳典事務長と松沢哲郎事業代表者の 3 名で
2004 年 2 月にドイツに赴いた。まず日本学術振興会（小野元之理事長）とドイツのマックスプ
ランク協会（ペーテル・グルス理事長）のあいだで研究協力の覚書の交換をした。それを基礎と
して、2004 年 2 月 1 日付で、京都大学霊長類研究所とマックスプランク進化人類学研究所の共
同研究として HOPE 事業が開始された。平成 15-17 年度採択の「拠点形成促進型」である。『学
術月報』58 巻 1 号、
「先端研究拠点事業 HOPE とドイツ」
（松沢哲郎、2005）に詳しい経緯を書
いたので参照されたい。
当時の日本学術振興会国際事業部研究協力第二課長・丹生久美子氏による解説も同号に掲載さ
れている。以下に引用すると、
『日本学術振興会は平成 15 年に独立行政法人化した。その最初の
事業として、世界の先端研究拠点をつなぐネットワーク形成を支援する大規模国際交流事業を開
始した。「多国間交流」
「ネットワーク」
「先端性」をキイワードにした事業で、先端研究拠点事
業（JSPS

Core-to-Core Program）と名付けられた。
『先端研究拠点事業の採用課題第 1 号は、

京都大学、ドイツのマックスプランク進化人類学研究所、ハーバード大学が実施している人間の
進化の霊長類的起源をさぐる「HOPE プロジェクト」である』と記載されている（丹生久美子、
2005、『学術月報』
、58 巻 1 号 12-14）。
第 1 期の平成 15 年（2003 年）度採択（拠点形成促進型）は全学問分野の 119 件の応募の中か
ら選ばれた 5 件だった。筑波大学数理物質科学研究科の課題名「超伝導ナノサイエンスと応用」、
京都大学放射線生物研究センターの「次世代がん治療を目指した放射線の生命現象の分子レベル
での解析」、
高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所の
「最先端ミュオン・ポジトロンビー
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ムの開発」、自然科学研究機構基礎生物学研究所の「アフリカツメガメル・西洋ツメガエルを用
いた機能ゲノム学の推進」
、そして霊長類研究所の「人間の進化の霊長類的起源」である。
HOPE 事業発足当初の相手国機関は、
ドイツのマックスプランク進化人類学研究所と、
米国のハー
バード大学人類学部の 2 つである。マックスプランクは、
スバンテ・ペーボ（進化ゲノム学部門）、
マイケル・トマセロ（比較認知発達学部門）
、クリストフ・ボエシュ（野生霊長類学部門）の 3
名の創設教授と親交があったので彼らの同意書をいただき、ハーバード大学は野生チンパンジー
研究で親交のあったリチャード・ランガム教授（人類学部）に対応者になっていただいた。第 1
回 HOPE 国際ワークショップ「進化の隣人たち：遺伝子から心まで」を、2004 年 3 月 6-7 日に
京都大学時計台記念ホールで開催した。
先端研究拠点事業（国際戦略型）HOPE（平成 18-20 年度）
平成 18 年（2006）年度から 3 年間は「国際戦略型」に昇格移行して継続した。ドイツのマッ
クスプランク進化人類学研究所とアメリカのハーバード大学人類学部に加えて、イギリスのケン
ブリッジ大学人類学部等、イタリアの認知科学工学研究所等との連携もできて、ここに日独米英
伊の先進 5 か国による霊長類研究の国際連携体制が整備された。のちに仏のエコールノルマル
シュペリエールが加わった。この HOPE 事業の特色としては、
（当時の制度である）全国共同利
用の霊長類研究所が拠点となって、京都大学のみならず全国の大学その他の研究機関に属する研
究者を支援して、共同研究、若手研究者派遣、国際集会の開催をおこなったことだ。つまり、京
都大学だけではなく他の大学の若手教員や学生の海外渡航も支援した。また野生ボノボや野生オ
ランウータンの研究など、多様な海外の野外調査を支援した。平成 18 年（2006 年）度には
HOPE 国際シンポジウム「人間の進化の霊長類的基盤」を名古屋で開催し、平成 19 年（2007 年）
度には HOPE 国際シンポジウムを 11 月に東京で開催した。
ITP-HOPE 事業（平成 21-25 年度）
日本学術振興会の「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム」による助成
事業である。採択された正式な事業名は、和文「人類進化の霊長類的起源の解明に向けた若手研
究者育成国際プログラム HOPE」
、英文「International Training Program for Young Researchers：
Primate Origins of Human Evolution（HOPE）
」
。略称を ITP-HOPE としている。
先端研究拠点事業 HOPE の後継が ITP-HOPE 事業である。平成 21-25 年度の 5 年間採択された。
平成 20 年度に、霊長類研究所が母体となって、京都大学に野生動物研究センター（WRC）とい
う新たな部局が誕生した。そこで ITP-HOPE ではこの 2 つの姉妹部局が連携して、若手研究者
のインターナショナル・トレーニング・プログラムの確立を目指した。先端研究拠点事業との大
きな違いは主に 3 点に要約できる。①霊長類だけでなくそれ以外の動物の研究も支援対象にした。
②外国のパートナー機関が先進諸国だけでなく、アフリカ・中南米・東南アジアなどの発展途上
国に広がった。③日本学術振興会 ITP 事業のそもそもの制約として 2 か月間以上の外国滞在を
必要とした。
毎年度、10 数件の若手海外派遣事業をおこなった。また国際ワークショップ（妙高笹ヶ峰、
マレーシア、ブータン等）をおこなった。それと並行して、教員や事務職員を研究のマネジメン
トのために海外に派遣した。とくにマレーシア（ボルネオとマレー半島）との共同研究が格段に
発展したことは特記できる。ITP 事業の制約として、以下の 3 つのプログラムを実施した。平成
22 年度の実施例を示す。
研究機関交流教育プログラム（Inter-Laboratory Training Program）では、外国のパートナー
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機関その他の研究機関に若手研究者を派遣し、実験室および野外調査地での共同研究をおこなっ
た。インドのパンジャブ大学とカルカッタ地質調査所。韓国の梨花女子大学。カナダのマギル大
学。ドイツの エルンスト・モリッツ・アンスト大学など、欧州の博物館・研究施設への派遣もあっ
た。
共同野外調査プログラム（Collaborative On-site Research Program）では、以下の野外調査地
に若手研究者を派遣し、パートナー機関の研究者と連携した研究をおこなうものである。括弧内
は、連携研究をおこなったパートナー機関である。ギニア・ボッソウ（ボッソウ環境研究所）。
タンザニア・マハレ国立公園（タンザニア野生動物研究所）
。タンザニア・キゴマ、ルクワ（タ
ンザニア野生動物研究所）
。タンザニア・アルーシャ（タンザニア野生動物研究所）
。マレーシア・
キナバタンガン下流生物サンクチュアリ（マレーシア大学サバ校）
。マレーシア・タビン野生生
物保護区（マレーシア大学サバ校）
。チリ・プエルト・モン沿岸（カリフォルニア大学サンディ
エゴ校）。インド・バンガロールのインド科学研究所生態学研究センター。ガーナ・レゴンのガー
ナ大学農業消費科学部（ガーナ大学）
。また事務職員 2 名（新野正人と福垣重樹）をタンザニア
に研究連絡のために派遣した。さらにまた外国人教員 2 名（デイビッド・ヒルとフレッド・ベル
コビッチ）をサセックス大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校に派遣した。
国際ワークショップ（Annual International Workshop）では、平成 22 年（2010 年）9 月に日
本で国際霊長類学会が開催されたため、これにあわせて日本でのワークショップを開催した。ポ
ストコングレスのワークショップで
「霊長類考古学」
「自然学
（のちのワイルドライフサイエンス）」
といった新しい研究分野を創生するワークショップである。妙高笹ヶ峰ヒュッテで開催した。な
お京都大学教育研究振興財団からの助成も受けて共催とした。また海外で 2 つの国際ワーク
ショップをおこなった。ひとつはボルネオのマリオベイズン・フィールドセンターの開所にあわ
せて、マレーシア・サバ大学ならびにマレーシア・科学大学との共催でおこなった。オランウー
タンの研究を、マレー半島の飼育施設とボルネオのダナム・バレイの野生調査と双方で進めるこ
とを目的とした。もうひとつは 10 月に、ブータンで「健康・文化・生態系」をテーマにした国
際ワークショップを開催した。平成 22 年度の全学経費を受けて京都大学ブータン友好プログラ
ムが発足した。その第 1 訪問団である。霊長類研究所は同プログラムの事務取扱い部局の役割を
果たした。平成 22 年度後半に 4 隊合計 25 名の教員・事務職員・大学院生・学部学生が参加した。
全学経費と ITP-HOPE の共同事業である。これらの国際ワークショップは、パートナー機関と
の共同開催プログラムとして海外で実施したものである。いずれも、日本から担当教職員等を派
遣したほか、同国周辺に派遣している若手研究員が参加した。
AS-HOPE 事業（平成 21-23 年度）
日本学術振興会の「組織的な若手研究者海外派遣プログラム」による助成事業である。採択さ
れた正式な事業名は、和文「人間の本性の進化的起源に関する先端研究」
、英文「The Advanced
Studies on the Evolutionary Origins of Human Nature」
。略称を AS-HOPE とした。事業実施期間は、
平成 22 年（2010 年）3 月 1 日から、平成 25 年（2013 年）2 月 28 日までの 3 年間である。事業
実施経費総額（助成決定額）は 77,819,000 円。
11 か月間だけ先行して始まった ITP-HOPE 事業（平成 21-25 年度の 5 年間採択）と相互補完
的な事業と位置付けられる。京都大学野生動物研究センター WRC と連携して、学部学生も含め
た若手研究者等の海外派遣をおこなう事業だ。ITP-HOPE 事業との大きな違いは主に 4 点に要
約できる。①若手研究者の対象を広げて学部学生も渡航が可能になった。京都大学であれば学部
を問わない。②大学院生は霊長類研究所ないし野生動物研究センターの所属を原則とするが、生
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物科学専攻のグローバル COE 事業（阿形清和代表）と連携していることに鑑みて、理学研究科
の生物科学専攻の大学院生であれば補欠の措置として例外的に参加が認められた。③ ITP 事業
のような派遣期間のしばりがなく、2 か月以上が推奨されるが、それよりも短期の海外派遣も可
能だった。④若手研究者が主対象であることに変わりはないが、事業を円滑に進めるための研究
連絡や、学部学生の海外実習の引率のために、教授や准教授の渡航への支出も認められた。
AS-HOPE 事業は、日本学術振興会の側の要請で 5 つの基本プログラムがあった。①「共同野
外調査プログラム」
、②「研究機関交流教育プログラム」
、③「国際ワークショップ」
、④「通年
調査プログラム」
、⑤「学部学生短期野外調査プログラム」である。このうち、①は毎年度変わ
る多様な研究である。平成 22 年度を例にとると、ギニア、ブラジル、マレーシア、インドネシア、
タイ、ブータンに若手研究者を派遣して共同野外調査をおこなった。②についてはドイツのマッ
クスプランク進化人類学研究所を中核連携機関として毎年実施するものである。平成 22 年度も、
若手研究者がマックスプランク進化人類学研究所でとくに感覚受容体のゲノム解析についての交
流をおこなった。スバンテ・ペーボ教授と共同で、引き続いて味覚・嗅覚の受容遺伝子の研究を
おこなった。マイケル・トマセロ教授とは、人間以外の霊長類を対象とした社会的知性とくに意
図性の理解や互恵性の研究をおこなっていて、派遣こそ無かったが、別途費用の HOPE-GM 事
業等での招聘があり相互交流が進んだ。また、その他の国々でも同様の研究機関交流をおこなっ
た。具体的には、インドの古生物学、イギリスのコウモリ類と霊長類の比較研究などである。そ
のほかに、米国、フランス、スペイン、スウェーデン、中国、シンガポール、ベトナム等の研究
機関と交流した。③については海外パートナー研究機関と相談して実施するものである。他のプ
ログラムと併用して、マレーシアで野生保全に関する国際ワークショップをおこない、ブータン
で健康・文化に焦点をあてた国際ワークショップをおこなった。④については、タンザニアのマ
ハレ・ウガラ、ウガンダのカリンズ、コンゴのワンバ、マレーシア・ボルネオのダナム・バレイ
という 4 カ国の調査基地を対象に 3 年間継続しておこなう長期継続調査プログラムである。霊長
類およびその他の野生動物の野外研究を実施した。特記すべきは、マレーシアでの共同研究の進
展だ。マレー半島で野生保全と野生復帰のプログラムがマッチングで始動し、
ボルネオのダナム・
バレイでは野外調査小屋が開設されて長期継続研究の道が開けた。 ⑤の学部学生短期野外調査
プログラムについては大学に入学したばかりの 1 年生から参加できる教育プログラムである。国
外の研究基地を基盤に展開した。具体的には、ボルネオのダナム・バレイの調査基地を利用した
比較行動学の実習をはじめ、スカウほかでの生態学の学部学生派遣をおこなった。米国ラトガー
ス大学の協力を得てケニアの野外人類学実習に学部学生を参加させた。中国北京大学と学部学生
交流をおこなった。また、ゲノム科学関連の学部学生交流としてドイツのハイデルベルグ大学と
ドレスデン大学でゲノム科学実習を実施し、学部学生に早期に学問と海外経験を積ませることが
できた。平成 22 年度実績で、230 件、5505 人日、1 件平均 23 日間の渡航だった。
HOPE-GM 事業（平成 21-22 年度）
日本学術振興会の「先端学術研究人材養成事業（Invitation Program for Advanced Research
Institutions in Japan）
」は、平成 21 年度限りの事業として公募された。 ただし、招へい者が平成
21 年度内に来日すれば、平成 22 年度にもその滞在を延長できるという規定があり、平成 21 年
度から 22 年度にかけて事業実施した。
世界的に著名な研究者とそれに関連する若手研究者を日本に招き、日本の研究者と交流するプ
ログラムである。採択された提案の個別課題には名称がない。そこで研究所が取り組む若手研究
者の国際交流プログラムの総称である「HOPE 事業」の一環と位置付けて、
「人間の進化の霊長
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類的起源―ゲノムから心まで」という意味で「HOPE：From Genes to Mind」を略して HOPEGM と略称した。
著名研究者として 3 氏を招へいした。独国マックスプランク進化人類学研究所のスバンテ・ペー
ボ（平成 22 年 2 月 10 日から 3 月 10 日まで来日）
、
米国エモリー大学のフランス・ドゥバール（平
成 22 年 3 月 5 日から 3 月 29 日）、英国ケンブリッジ大学のウィリアム・マグルー（平成 22 年 3
月 18 日から 4 月 11 日）である。なおマグルー博士夫人のリンダ・マーチャント（米国マイアミ
大学教授）も、伴侶同伴を可とする規定により招へい来日した。
著名研究者 3 名に付随して 8 名の外国人若手研究者を長期にわたり招へいした。
来日順に、
チー・
シャオガン（中国・西北大学、平成 21 年 11 月 27 日から 22 年 2 月 24 日）
、キンバリー・ホッキ
ングス（ポルトガル・ニューリスボンン大学、平成 22 年 1 月 28 日から 4 月 29 日）
、スザーナ・
カルバーリョ（英国・ケンブリッジ大学、平成 22 年 2 月 19 日から 5 月 19 日）
、パコ・ベルトラー
ニ（英国・ケンブリッジ大学、平成 22 年 2 月 24 日から 5 月 25 日）
、マリーニ・サチャック（米
国・エモリー大学、平成 22 年 2 月 28 日から 5 月 29 日）
、カテライナ・コープス（英国・ケンブ
リッジ大学、平成 22 年 3 月 12 日から 6 月 10 日）
、ソーニャ・コスキー（英国・ケンブリッジ大
学、平成 22 年 3 月 12 日から 6 月 10 日）
、アンナ・セラーノ（独国 , マックスプランク進化人類
学研究所、3 月 16 日から 6 月 14 日）である。
彼らが滞在中に京都と犬山でシンポジウムやワークショップを開催した。また、志賀高原・地
獄谷、幸島、屋久島で野生ニホンザルを見た。霊長類研究所や林原類人猿研究センターや熊本チ
ンパンジー・サンクチュアリ・宇土などのチンパンジー施設を見学訪問した。著名研究者 3 名の
それぞれ約 1 か月の滞在に加えて、若手研究者 8 名のそれぞれ約 3 か月間の滞在という比較的長
い滞在期間は、霊長類学の国際研究所をめざすうえで重要な転機になったといえるだろう。なお
HOPE-GM 事業の運営は、平成 21 年 10 月から始動した国際共同先端研究センターの最初の事
業となった。英語に堪能な特定事務職員として配置された宿輪マミ氏の多大な尽力を得た。また、
各外国人研究者の対応には、それぞれの研究分野に近い教員（渡邊邦夫、平井啓久、今井啓雄、
郷康弘、マイク・ハフマン、友永雅己、林美里、足立幾磨）や大学院生等の支援を得た。なお若
手研究者 8 名については、その 3 か月間の滞在記録がすべて HOPE 事業ホームページで公開さ
れているので、ぜひ参照いただきたい。
ASIAN-HOPE 事業（平成 21-22 年度）
日本学術振興会の「若手研究者交流支援事業・東アジア首脳会議参加国からの招へい」と題さ
れた事業である。採択された事業の正式名称は「人間の進化の霊長類的起源をさぐる研究のアジ
ア 諸 国 に お け る 国 際 連 携 」、 英 文 名 称 は「International Collaboration of Primatology in Asian
Countries（ASIAN-HOPE）
」
、略称を ASIAN-HOPE とした。主宰する霊長類研究所の立場から
いえば、一連の HOPE 事業の一環として、アジア諸国から若手研究者 30 名を招へいした事業で
ある。それと同時に、平成 22 年 9 月に日本開催の第 23 回国際霊長類学会に招へい者すべてを参
加させることで、20 年ぶりの日本開催となる国際霊長類学会を盛りたてるという目的を有して
いた。
事業実施期間は、若手研究者交流支援事業の規定する平成 21 年 10 月 15 日から平成 22 年 9 月
30 日だった。総事業費は 1000 万円で、ほぼその 9 割を占める 9,022,940 円が、30 人の若手招へ
い研究者の受け入れ費用だった。渡航費や滞在費である。日本側の研究者の派遣費用は 0 円だっ
た。つまり、助成金のほぼ全額を最大限に利用してアジアの若手研究者 30 名を日本に招へいし
たことになる。
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事業運営体制としては、アジアの研究機関との連携の深い霊長類研究所の 8 教員と野生動物研
究センターの 3 教員の合計 11 教員がその運営を担った。代表者は当時の所長として松沢哲郎が
つとめ、その他の研究分担者は、渡邊邦夫、平井啓久、濱田穣、高井正成、川本芳、マイケル・
ハフマン、半谷吾郎、伊谷原一、幸島司郎、村山美穂である。以上が ,「ASIAN-HOPE 事業運
営委員会」を構成して、その企画・立案・実行を担った。
本事業のうち犬山で開催した集会は、国際霊長類学会のサテライト・シンポジウムという性格
をもっていたので、それについては日本霊長類学会からの人的支援をうけた。また、そうした招
へい者の手続きや日本での世話については国際共同先端研究センターの英語に堪能な事務職員の
宿輪まみが担当した。なお 30 人の多様なプログラムの全体を通しての把握と調整を、ASIANHOPE 事業の実質的な取りまとめ役として川本芳がおこなった。
ASIAN-HOPE 事業には霊長類研究所が果たしてきた歴史的背景がある。すなわち、霊長類研
究所は、1999 年に、日本学術振興会と共催で「日本学術振興会アジア学術セミナー」を開催し
た実績がある。
「生物の多様性に関する総合研究：霊長類学を基点として」と題したものだった。
霊長類研究所は、のちのグローバル COE の、さらに前身の 21 世紀 COE の、そのさらに前身で
ある「機関支援 COE」（研究代表者：故竹中修教授）に 5 年間採択された。その機関支援 COE
事業の一環として、アジアの若手研究者を日本に招へいして、約 2 週間の集中セミナーを含むト
レーニング・コースを 1999 年に実施した。それがアジア学術セミナーである。そのときにアジ
ア各国から数人ずつ招へいされた若手研究者は、10 年後の時点で、各国において霊長類学とそ
の周辺領域における学術の指導的な立場にある中核研究者として育っていた。
1999 年以降、霊長類研究所はアジア諸国の研究機関と多数の交流協定を取り結び、霊長類の
くらし、ゲノム、こころ、からだの研究を総合的に推進してきた。また、2010 年 9 月には、国
際霊長類学会の京都開催直後に、生物多様性条約の COP10 締約国会議が名古屋で開催された。
こうした節目の時期に、霊長類学を志すアジアの若手研究者を日本に招へいして実習形式のセミ
ナーによって学問の最前線の知識や技術を伝授することは、今後のアジアにおける霊長類学の国
際連携の構築のためにきわめて有効で時宜を得ているものと考えた。交流事業計画の要点は、①
霊長類研究の推進、②国際連携、③知識・技術の伝授という以下の 3 点に要約できる。
第 1 に、霊長類学という核となる学問分野の推進である。霊長類学は日本が世界をリードして
きた数少ない事例といえるだろう。欧米の研究者も、日本の研究に高い関心を払っている。日本
が学問の最先端にいるので、アジア諸国の若手研究者に対してわが国の学術が資する点が非常に
大きい。地政学的にいえば、学問におけるアジアの中核拠点という位置に日本がいる。
第 2 に、東南アジアが霊長類の自然の生息地ならびに化石産地としてきわめて重要な位置を占
めているので、連携を図ることが重要だ。日本にはニホンザルがいるとはいえ、その 1 種のみで
ある。ASEAN 諸国やインドなど、東南アジア・東アジアには、多種類の霊長類が生息している。
彼らを対象とした研究なくして霊長類学の発展はありえない。現生の霊長類だけでなく、化石種
についても貴重なものがこの地域から発掘されており、ミャンマー等の調査地から新種の発見が
相次いでいる。また類人猿とよばれるグループのなかで最も変異に富んでいて、最も未解明なの
がテナガザル類である。テナガザル類は東南アジアにしか分布していない。その生態・行動・ゲ
ノム等の解析は人間の進化の起源を知るうえで欠かすことができない。また霊長類は種子散布者
として熱帯林のアンブレラ種であり、その研究は生物多様性の解明の鍵となる研究だともいえる
だろう。
第 3 に、とくに招聘若手研究者を対象とした企画として、野生ニホンザル研究 60 年の蓄積を
活かした実習・セミナーによる知識・技術の伝授を目指した。霊長類研究所と野生動物研究セン
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ターが協力することで、日本学術振興会第 2 回アジア学術セミナー「霊長類研究と霊長類保護管
理に向けた理論と実践」を開催した。附属の研究宿泊施設を活用して、実習形式のセミナーを実
施した。霊長類研究所には第 2 キャンパスとしてリサーチ・リソース・ステーションが開設され、
後背の保安林を含めて約 76 ヘクタールという広大な敷地で、里山の環境を活用したニホンザル
の飼育がおこなわれている。実験施設も外国人用の宿泊施設もある。こうした研究インフラを利
用してセミナーを実施したのである。
上記の事業の結果、第 1 の目標であるアジアの中核拠点としての日本の位置は強固なものに
なったといえるだろう。本事業で、東南アジア諸国 8 か国から 30 人の若手研究者を招へいした。
彼らが帰国後に提出した報告を読むと、
いかに本事業が彼らの心を鼓舞したかがわかる。これも、
ぜひホームページを参照されたい。第 2 に、化石研究もテナガザル研究も大いに共同研究がすす
んで所期の目標を達成できた。第 3 に、実習・セミナーにより知識や技術を伝授する企画も成功
裏に終わったといえる。
実際におこなった事業の概要は以下のとおりである。4 つの実施事業を個別に解説する。
A）ASIAN-HOPE プロジェクト 2010 シンポジウム・ワークショップ
企画テーマ：
「霊長類との共存を探る─霊長類研究と霊長類保護管理に向けた理論と実践─」
開催時期：平成 22 年 9 月 6-10 日、開催場所：京都大学霊長類研究所、犬山国際観光センター・
フロイデ、日本モンキーセンター。開催の目的・意義として、アジア各国の霊長類の生息状況お
よび研究状況を紹介するとともに、特に今後の保護管理や研究に役立つ講義や実習を行うことに
より、若手研究者の資質を向上させ、相互交流と国際共同研究を促進させることを目的とした。
国際霊長類学会のプレ・コングレス・ワークショップとして、同学会との共同事業とし、野生霊
長類だけでなく、飼育繁殖に関係する若手研究者も招き、理論だけでなく実践的なカリキュラム
を実施した。はじめの 2 日間（9 月 6 日と 7 日）は、犬山国際観光センターで、選任した講師に
よる霊長類学と保護管理学の基礎講義、および参加者によるポスター発表をおこなった。3-4 日
目は、ワークショップとし、実習を含む 5 つのコースを設け、一人が 1 日 1 コースを選択する 2
日間のカリキュラムを実施した。①生態調査法（テレメトリーの実習、GIS の紹介を含む）
、②
個体調査法（ハンドリング、麻酔、生体計測、骨計測などの実習を含む）
、③個体群調査法（遺
伝子モニタリング実習を含む）
、
④情報科学技術利用法（絶滅リスク予測ソフトや各種データベー
スの紹介を含む）、⑤社会教育法（博物館活動や動物園展示の活動紹介を含む）
、のコースから 2
つを選ぶように企画した。会場は、京都大学霊長類研究所、国際観光センター・フロイデ、日本
モンキーセンターの 3 カ所に分散させ、各コースの指導者たちによる解説と実習指導をおこなっ
た。最終日は、午前中に京都大学霊長類研究所の施設見学をおこない、同研究所の研究教育なら
びに飼育繁殖の諸活動を紹介した。実施した事業の詳細は、下記のサイトで報告されている。
http://www.pri.kyoto-u.ac.jp/meetings/2010/Quest_for_Coexistence/index-j.html
B）グローバル COE「生物の多様性と進化研究のための拠点形成―ゲノムから生態系まで」
9 月 10-12 日、京都、グローバル COE 第 4 回国際シンポジウムに参加した。招へい若手研究
者は、30 人全員が引率教員に付き添われてバスで京都に移動して、このシンポジウムへの参加
が奨励された。
C）第 23 回国際霊長類学会大会
9 月 12-18 日、京都。招へい若手研究者は、この学会大会に参加して、30 人全員が発表をおこ
なった。
D）京都大学国際シンポジウム：京都大学教育研究財団主催の生物多様性国際会議
「生物多様性と動物園・水族館：生きものからのメッセージ」
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9 月 19-20 日、名古屋、名古屋港水族館。招へい若手研究者は、その大部分がこのポストコン
グレスの関連国際会議に参加して、おりしも日本が開催した生物多様性条約 COP10 会議におい
て、生物多様性とその意義について学ぶ機会を得た。
３）HOPE 事業の総括
約 10 年間にわたる HOPE 事業による派遣実績を霊長類研究所 HP で公開している。ぜひ参照
されたい。https：//www.pri.kyoto-u.ac.jp/hope/index-j.html
2004 年 2 月からの約 10 年間にわたる、若手研究者が海外でおこなったすべての研究の報告で
ある。文章と写真から構成されているので読みやすい。全資料が公開されているので、
今後 5 年、
10 年、20 年と隔てて効果を検証することで、霊長類やそれ以外の動物を対象とした研究のその
後の発展を実証的に追うことが可能だ。
若手研究者を「いつでも、どこでも、何にでも派遣する」という HOPE 事業の精神は、平成
25 年（2013 年）度に始まるリーディング大学院 PWS 事業に引き継がれた。その一方で、6 つの
事業を比較すると 10 年間の変化のトレンドも明確だ。当初は全国共同利用の研究所として、他
の大学や研究機関の若手研究者を支援できたのに、京都大学だけが支援対象になり、さらには理
学研究科の生物科学専攻、さらには霊長類研究所と野生動物研究センターだけになった。選択と
集中といえば聞こえは良いが、学問の先端をとがらせるためには、まず裾野を広くすることが重
要で、そうした補完的な事業を政府がしっかりと支援することが必要だと思う。別の観点でいう
と、一部の HOPE 事業では事務担当者や学部学生を海外に派遣することが可能だった。研究を
支える事務職員や技術職員に研究の現場をみてもらうことはきわめて重要だ。そうした海外派遣
を可能にした関係者の理解と支援に感謝したい。
最後に、HOPE 事業は研究助成掛（共同利用掛）が所轄した。歴代の事務長に加え、事務担
当者である高橋徹、神田俊明、新野正人、上川憲史、岩村智、上垣泰浩、助光和宏、松野友紀の
諸氏、ならびに情報検索室を担当して 10 年間にわたりすべての報告を HP に掲載しつづけてく
ださった福冨憲司氏に深く感謝したい。
（文責：松沢哲郎）

2.3.6

頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム

本プログラムは日本学術振興会によって平成 22 年度より開始された派遣事業で、
「若手研究者
が世界水準の研究に触れ、世界の様々な課題に挑戦する機会を拡大するとともに、海外の大学等
研究機関との研究ネットワークを強化するため、国際共同研究に携わる若手研究者の海外派遣を
支援し、国際的な頭脳循環の活性化を通じた我が国の学術の振興を図る」ことを目的としたもの
だ。これは以前実施されていた在外研究員制度と類似するもので、合計 1 年以上海外に滞在し、
国際共同研究事業を構築し、共同研究の国際ネットワークを拡充することを念頭においたプログ
ラムである。
霊長類研究所でも国際化推進の一環として初回から申請し、平成 22 年度～平成 24 年度、平成
25 年度～平成 27 年度の 2 回採択され、それぞれ 2 年半ずつ計 6 年の期間で実施した。2 回連続
で採択されることは異例のことだったようだが、若手研究者の国際化を推進するために非常に優
れた事業だった。第 1 回目の事業は「人間らしさの霊長類的起源をさぐる戦略的国際共同研究」
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の事業名で以下の 3 件の派遣事業を展開した。①意識のメカニズム：ヒトとサル類の麻酔作用機
序を科学的に比較解析し、意識の消失機序の視点から高次の精神活動のメカニズムを究明する端
緒とする（宮部貴子：オランダ、英国）
。②ヒトの音声言語の起源：霊長類のコミュニケーショ
ンの進化とヒトの音声言語の起源に関する研究を比較認知科学の観点から推察し、ヒトの音声言
語機構の解明を前提として、霊長類のコミュニケーションの多様性とその進化機構を明らかにす
る（香田啓貴：英国）
。③母系社会の発生機序：霊長類の原点ともいえる原猿類の社会を、野外
観察によるデモグラフィ資料と分子集団遺伝学的資料を統合して解析し、ヒトやその他の霊長類
との比較を通して、母系社会の発生機序を明らかにする（市野進一郎：ドイツ、マダガスカル）。
第 2 回目は「人間の多能性の霊長類的起源を探る戦略的国際共同先端研究事業」の事業名で以
下の 4 件の派遣事業を展開した。①発声機能の研究：マーモセットをモデルとして、ヒト以外の
霊長類（サル類）の音声の発声機構におけるヒトとの共通性と相違を、ヘリウム音声実験と声帯
風洞実験を組み合わせて明らかにし、ヒトの音声言語の進化の礎となった発声機構の進化を解明
する糸口を見つける（西村剛：オーストリア）
。②消化機能の研究：生物の生存に最も重要な消
化のメカニズムに焦点をあて、コロブス類の葉食機構の進化をもたらした胃の構造・機能進化と
種の繁栄の関連を解析する（松田一希：スイス、ドイツ、マレーシア、シンガポール、ウガンダ
共和国）。③社会機能の研究：人間の行動の多様性の発生機構を解明する糸口として、ヒトに最
も近いボノボの社会集団間の比較行動学的解析を通して、文化の発祥・伝承を集団追跡調査から
明らかにする（坂巻哲也：コンゴ民主共和国）
。④認知機能の研究：ヒトの言語の進化的な起源
を探るために、アカゲザルを対象として、言語形成に重要な「象徴性」と「代償性」の生成・理
解のための視聴覚感覚間一致について、比較認知科学的な分析をおこなう（足立幾磨：米国）。
この 2 回のプログラムにおいて、計 1 億 3 千 7 百万円の経費を獲得し、計 7 名の気鋭の若手研
究者を派遣することができたことで、業績が格段に向上し、国際共同研究のネットワークも大き
く発展した。特に研究業績に関しては継続 6 年間で 7 人の論文数が計 46 編と大きな発展が見ら
れた。そのうち国際共同研究の指標となる国際共著論文が 25 編と総論文数の 50％を超えている
ことは、海外派遣プログラムの成果として優れて評価できる（期待を上回る成果を得た）
。これ
らの成果に見られるように、派遣した 7 名の若手研究者はそれぞれ存分に能力を発揮し、相手機
関と良好な関係を形成しながら、極めて優れた内容の研究成果をあげた。加えて、本プログラム
終了直後に、派遣した若手研究者のうちの特定助教 1 名が定員准教授として所外の研究機関に転
出したことは、本プログラムの大きな成果のひとつといえる。また、他の研究者も外国人大学院
生の指導や博士論文の審査を遂行するなど、海外派遣の経験が存分に発揮されている。さらに、
滞在研究終了後にそれぞれ共同研究を継続し、各自で取得した外部資金等を利用して先方機関の
研究者を招聘、また本人が訪問するなどの共同事業を実施し、独自の国際共同研究のネットワー
クを大きく拡充させている。科研費の取得にも裨益しているようで、これまで科研費が採択でき
なかった人が採択されるケースもあった。以上のように今回のプログラムは期待以上の連鎖的成
果があがっており、京都大学が推進する国際戦略に適切に対応した教育研究プログラムであった
と評価できる。学術振興会からの事後総合評価も最高の 4 と判定された。この事業は今後の研究
所の国際化推進に極めて重要な方向性を与えてくれたと、担当研究者ともども自負している。
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第 1 回目「人間らしさの霊長類的起源をさぐる戦略的国際共同研究」
意識のメカニズム
2011 年 12 月 7 日に渡英し、2012 年 6 月までイギリス

リンカーン学に滞在し、動物の痛みの

表情に関する、国際的・学際的なプロジェクトを開始した。動物行動治療学の研究者（派遣先）、
コンピューターサイエンスの研究者、心理学の研究者など異分野の研究者たちと交流することに
より、興味はあったがなかなか手を付けられなかった「痛み」というテーマについての研究を開
始することができた。また、今後は表情の解析と並行して、サル類の痛みの行動解析もおこなう
ことを目標としているため、ビデオ解析や統計など動物行動解析の手法のトレーニングを受け、
行動学的な研究手法についての理解が深まった。
2012 年 6 月にオランダに移動し、フローニンゲン大学医療センター（UMCG）で「両側 BIS」
というプロジェクトに参加し、NONMEM というソフトウェアを用いて母集団薬物動態、薬力
学解析する手法を身につけた。この解析方法は以前から必要性を感じていたが、派遣前は、日本
で仕事に追われる中で、じっくりと高度な解析方法を習得する余裕がなかった。今回、この分野
の最先端の研究チームの中で、専門家とのディスカッションをしながら、集中して取り組むこと
ができ、大変有意義であった。派遣期間中には、最初の数ヶ月間はこの解析の理論と基礎的な操
作方法を例題に取り組みながら勉強し、11 月にサンフランシスコでおこなわれた公式の講習会
に参加した。そして、12 月から実際のデータに取り組み始めた。UMCG の専門家の親切なアド
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バイスを受けながら様々なモデルを試行錯誤し、何とか期間中に最終モデルにたどり着きたいと
思っていたが、その手前で年度末を迎えてしまった。帰国後の現在も NONMEM を動かして、
解析を続けている。滞在中のように専念できないため時間がかかるが、論文の執筆も開始してい
る。できるだけ早くこの仕事をまとめて発表し、その後も派遣先と共同研究を続け、サル類の麻
酔の研究もすすめていきた。
また、UMCG では麻酔科医だけで 200 人いる大規模病院の麻酔科という恵まれた環境で、実
際の手術の麻酔も見学させてもらうことができた。非ヒト霊長類はヒトに近いが、派遣者は獣医
師であるため、今まで犬や猫などの麻酔をもとにサルに合わせて工夫してきたが、ヒトの高度な
麻酔を見ることによって違う視点を得ることができ、非ヒト霊長類の麻酔の質を向上するために
様々なアイディアが浮かぶようになった。
イギリスでの 6 ヶ月とオランダでの 9 ヶ月は、具体的な成果を論文の形にするには短すぎる期
間だったが、受け入れ先の研究者の方々ともいい関係を作ることができ、今後の研究生活が楽し
みに思えるようになった。現在はメールやウェブ電話等で海外の研究者とも比較的簡単に連絡を
取ることができるが、実際にある程度の期間、直接会って、同じ場所で一緒に仕事をすることに
より、より深い信頼関係ができ、今後の共同研究を推進しやすくなった。
乳児を連れての渡欧だったため心配も多かったが、ヨーロッパの子どもや家族を大切にする気
風の中で、子育てを楽しみながら研究できたことは本当に得難い経験となった。派遣者にはアメ
リカで大学院生として過ごした 4 年間の下地があり、海外生活が始めてではなかったため、この
短期間で子連れでも、充実した日々を過ごすことができたと思う。海外生活では日本では考えら
れないようなトラブルも多々あるが、逆に日本にはあるが海外にはない種類のストレスもある。
海外で生活および研究をすることにより、今までにない視点を得ることができ、研究能力だけで
なく、様々な問題に対処する能力やコミュニケーション能力なども向上したと思う。
この派遣事業を可能にしてくださった関係者の皆様、受け入れ先機関の皆様、留守にすること
を快諾してくださった所属先の皆様、快く送り出してくれた家族、一緒に渡欧してくれた家族に
心より感謝いたします。
（文責：宮部貴子）
ヒトの音声言語の起源
派遣者の一人である香田は、日英スイスに渡ってヒト以外の霊長類の視聴覚コミュニケーショ
ンの実験的研究を実施した。ヒトに固有と考えられる音声言語によるコミュニケーションとヒト
以外の霊長類のコミュニケーションの相違点と類似点を検討するためである。対象動物は、ニホ
ンザル、フサオマキザル、であった。また、日英スイスのネットワークを拡張し、フランスでの
共同実験も進めた（英滞在前、
滞在中の討論により、
訪れず進めることができた）
。その中で、キャ
ンベルズモンキーについてデータをえられた。これは、派遣者がフランスとの共同研究を以前か
ら実施していたのと受入であるズアビューアー教授がフランスとの共同研究を長年実施していた
ので、円滑に実施する利点があったためである。さらに、以前よりデータを積み重ねたテナガザ
ルについても、国際交流の中で探求し、そのデータを公表論文としてまとめることができた。本
事業の支援を受けて、直接的成果となった査読付き論文公表物として、9 点を刊行した。また派
遣期間中に得られた間接的成果として 3 件を刊行した。
ヒトとそれ以外の霊長類のコミュニケーションを比較分析する試みは、この 30 年行われ続け
ているが、本事業中に、旧世界サル 2 種、新世界サル、類人猿と幅広く集中的に実験できたこと
は、国際共同研究ならではの成果といえるだろう。評価できる点を挙げるならば、英国滞在中の
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みで 8 報の論文を出版できたことである。海外からの素晴らしい助言を受けること、また日本で
の煩雑な業務から解放されたことが大きい。十分な時間が得られ、論文執筆・実験遂行ともに順
調であった。欧米のメリハリのある生活（ワークライフバランス）の習慣を身に着けたことで、
効率的に仕事をすることができた。日本の文書中心の決済主義のなかで物事を決定するために、
多くの申請書や報告書の準備など煩雑な事務作業のために挑戦的な取り組みが困難なことが多い
が、そのような煩雑さから解放され自由に活動できたことが飛躍につながったのだと思われる。
国際研究としても、多くの可能性を広げられた。また、日本不在中の日本国内の活動も、インター
ネットを通じた雇用や研究管理の手順を構築したため、研究が中断することなく論文成果に至っ
た点を考えると、研究管理の点においても能力の向上が達成できたと考えられる。その一方で残
念なのは、英国活動中の研究計画が多少上手くいかなったかことである。英国でリスザルの実験
も実施予定であったが別種のフサオマキザルの実験に終始してしまい、実験の準備段階で計画期
間が過ぎてしまった。1 年の滞在ではできることも限られていて、挑戦的なことがすべて達成は
できなかった。その点は残念であったと思う。
（文責

香田啓貴）

母系社会の発生機序
１）派遣の概要
派遣先は、ドイツ霊長類センター（ゲッティンゲン市）
（写真 1）とマダガスカル南部のベレ
ンティ保護区（写真 2）であった。ベレンティ保護区において、個体識別に基づくワオキツネザ
ル（写真 3）の長期研究を継続し人口学的資料を蓄積するとともに、ドイツ霊長類センターの
Peter Kappeler 教授の研究室に所属し、人口学的資料を分析した。

写真 1

ドイツ霊長類センター

写真 2

写真 3

ワオキツネザル（Lemur catta）

図1
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ベレンティ保護区

ワオキツネザルの年齢別出産率

２）研究活動
A）ワオキツネザルのメスの寿命と繁殖に関する研究
1989 年から 1998 年の間に生まれたメス 77 頭の資料をもとに野生ワオキツネザルの寿命と繁
殖力の低下について調べた。ベレンティ保護区におけるメスの寿命は平均 4.9 歳と短かった。こ
れは未成熟段階、特に 1 年以内での死亡率が高かった結果である。その一方で、最長寿命は 20
歳と体サイズのわりに長かった（Ichino et al. 2015）
。また、年齢クラスと出産率の関係を調べる
と、12 歳から 17 歳のメスの出産率は有意に低下しておらず（図 1）
、大部分のメスが死亡するま
で出産を続けることが明らかになった。
B）ワオキツネザルのメスの繁殖競合に関する研究
1989 年から蓄積されてきたワオキツネザルの人口学的資料を用いて、メスの繁殖パラメータ
（出産と幼児死亡）
、メスの消失、群れからの追い出しの有無に影響を与える要因を調べた。そ
の結果、群れのオトナメスの数が多いと、群れからのメスの追い出しが有意に起きやすいことな
どが明らかになった。
C）ワオキツネザルのオスの繁殖の偏りに関する研究
1997 年から 2000 年までの間の捕獲調査によって得られた遺伝試料を用いてマイクロサテライ
ト解析をおこない、オスの繁殖成功を調べた。その結果、Kappeler 教授の研究チームが調査を
おこなっているキリンディ森林のベローシファカやアカビタイキツネザルで報告された結果と異
なり、繁殖成功が優位オスに偏っていないことが明らかになった。
３）そのほかの活動
本プログラムの活動を通じて、新たにドイツ霊長類センターの大学院生やマックス・プランク
進化人類学研究所のポスドクとの共同研究が開始した（例えば、Ichino et al. 2013）
。また、ワオ
キツネザル（ベレンティ保護区）
、アカビタイキツネザル、ベローシファカ（キリンディ森林）
の種間比較研究など新たな国際共同研究が始まっている。
引用文献
Ichino S, Chatani K, Kawamoto Y, Sato H, Schnöll A, Soma T, Takahata Y
（2013）
．
Decrease in the
body mass of wild ringtailed lemurs at Berenty Reserve in Madagascar with environmental
changes. Afr Study Monogr 34: 109-118.
Ichino S, Soma T, Miyamoto N, Chatani K, Sato H, Koyama N, Takahata Y（2015）
Lifespan and
reproductive senescence in a free-ranging ring-tailed lemur（Lemur catta）
population at Berenty,
Madagascar. Folia Primatol 86: 134-139.
（文責：市野進一郎）
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第 2 回目「人間の多能性の霊長類的起源を探る戦略的国際共同先端研究事業」
発声機能の研究
オーストリア・ウィーン大学認知生物学部では、両生類や鳥類、は虫類、ゾウなどの大型ほ乳
類まで、多種多様な動物を対象に、音声行動を含む認知科学・行動生態学的研究が精力的に行わ
れており、数々の成果を上げている。また、言語を生物学的進化の対象として科学的に研究する
ために理論的考察にも力を注いでおり、受入研究者らの示した理論的枠組みは、現在の言語進化
研究の指針ともなっている。本研究は、ヒトの言語の生物学的進化の重要な一側面である話しこ
とばの解剖学・生理学的基盤の進化プロセスを明らかするための、サル類を対象とした生物音響
学的研究である。派遣者らが有するヘリウム音声実験技術と受入研究者らが有する声帯振動実験
技術という両者の強みを活かし、それらを組み合わせて相互に補完することで、サル類の音声の
発声機構の多様性とヒトとの共通性を明らかにすることを目的とした。
2013 年 10 月から 2014 年 9 月まで、派遣者がオーストリア・ウィーン大学に滞在し、サル類
をモデルとしたヘリウム音声実験と声帯振動実験を進めた。日本で実施しているマーモセットの
ヘリウム音声実験で得られたデータを共同して分析し、その成果を国際会議で発表し、その原著
論文を国際学術誌に発表した。また、ウィーン大学の受入研究者とその指導大学院生とで共同分
析したワニ類のヘリウム音声研究についても、国際学術誌に発表した。また、日墺両国で実施す
る声帯振動実験の実施に向けて、実験資料の準備および、実験機器の調整を進めた。帰国後、ニ
ホンザルのヘリウム音声実験を本格化させるとともに、同対象個体を用いたサル類の声帯振動
モード分析実験に向けて、実施準備を進めた。2015 年 9 月に、ウィーン大学の研究者を日本に
招聘して実験を実施し、ウィーン大学で実施した声帯振動実験の結果と総合して、サル類の声帯
振動の多様性を作り出すメカニズムとその音響学的効果について明らかにした。2016 年 3 月に、
米国で開催された第 11 回言語進化国際会議（EVOLANG11）にて、
ウィーン大学側と共同で「The
Evolution of Speech」と題したワークショップを開催し、一連の研究成果の発表と総括を行い、
今後の共同研究を展望した。
（文責：西村剛）
消化機能の研究
本研究では、
「人間の多能性」を究明する端緒として、様々な霊長類種の消化機能の多能性の
解明を目指しました。霊長類の中でも、特に特殊化した複胃を進化させたコロブス類のサルに注
目し、多くの霊長類でみられる単胃による消化機構との比較を通じて、霊長類の消化生理機構の
進化メカニズムを検討しました。また本研究の特色は、野生霊長類を対象とした観察データを基
盤としつつも、屋内における実験的手法から、霊長類の消化機構を緻密に解明している点です。
東南アジアにおけるフィールドワークは、マレーシアのサバ大学、アフリカでは、ウガンダの
マケレレ大学と共同で行いました。
いずれもコロブス亜科に分類される特殊化した複胃を有する、
テングザルとアビシニアコロブスが主な観察対象でした。野生下での両種の採食行動の観察を行
うと同時に、それぞれの種が採食した植物種や、糞サンプルを収集しました。また、採食行動は
森林内の食物環境に大きな影響を受けるため、両国において植物フェノロジーに関するデータの
収集も行いました。野生霊長類の行動観察から、霊長類は寝る前により多くの食物を摂取し、夜
間の時間を使い効率よく食物を消化していることが明らかになりました（Matsuda et al. 2014a）
。
また、テングザルなどが生息している湿地林を棲みかとする様々な霊長類種に関して、その採食
行動や植物フェノロジーについて言及する本の編集を行うことで、より一般的な霊長類の採食生
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態への理解を深めました（Barnett et al. in press-b）
。本著の中の数章については、自身も著者と
して執筆しました（Barnett et al. in press-a；Bennett et al. in press；Bernard et al. in press；Matsuda
et al. in press-a）
。湿地林におけるテングザル調査を通して確立した、ボートによるセンサス手法、
自動撮影カメラを用いた研究手法についての成果も、論文として出版しました（Ancrenaz et al.
2014； Matsuda et al. 2015a； Matsuda et al. in press-b）。フィールドで収集した糞サンプルは、実
験室においてその粒度分析を行いました。複胃を有する霊長類種は、単胃のものに比して、食物
をより効率的に消化吸収している証拠として、その粒度が単胃の種に比べてより細かくなってい
ることを明らかにすることができました。加えて、テングザルの糞粒度は、複胃を有する霊長類
種（コロブス類）の中でも特に細かくなっていることから、本種が日常的に反芻行動をし、より
食べ物を細かく粉砕することが、消化効率の観点からも適応的であることが証明されました
（Matsuda et al. 2014b）。
上述の野生下における霊長類種の観察に加え、
より詳細な消化機構を解明するため、
シンガポー
ル動物園との共同研究を実施し、マーカーを用いた消化実験を行いました。実験の対象としたの
は、テングザル、アカアシドゥクラングール、カオムラサキラングール、ジャワラングールの 4
種でした。異なるサイズの固相マーカーと、液相のマーカーをサルに食べさせ、その後定期的に
全ての糞を回収するという実験でした。糞の定期的な回収だけではなく、サルの餌の摂取量と栄
養成分も測定することで、回収した糞中に含まれるマーカーを分析して得られる、食物の消化管
内滞留時間だけではなく、摂取した食物の消化速度や消化率を検討できるように実験を行いまし
た。合計で 1500 個以上の糞を回収し、その糞をオーブンで乾燥させ、全糞サンプルはチューリッ
ヒ大学に郵送しました。その後、チューリッヒ大学を訪問し、共同研究者とシンガポール動物園
で収集した糞サンプルを分析しました。その結果、特にテングザルの消化機構の詳細が明らかに
なりました。霊長類全種の中で、反芻行動が唯一報告されている特別な消化戦略をとるテングザ
ルですが、その消化機構、特に飲み込んだ食べ物が消化されていく過程は、他のコロブス類とは
大差のないことを確認しました。つまり、反芻行動を行う動物群のような、前胃内における粒度
の異なる食物のソーティング（分離）機構は、胃内で生じていないことが明らかになりました
（Matsuda et al. 2015c）
。テングザルの詳細な消化機構の解明に加えて、霊長類を利用した消化
実験の手法をいかに標準化するかについて、シンガポール動物園で集めた詳細なデータセットを
用いて議論することもできました。
チューリッヒ大学での糞分析を終えた後、ゲッティンゲン大学の畜産学部に滞在し、野外で集
めたテングザル、アビシニアコロブスの食べる葉の消化効率を計測しました。牛のルーメン液と
粉砕した葉を混ぜることで発生するガスを計測し、消化率の指標としました。現在、野外調査で
計測した葉の硬度と合わせて、コロブス類のサルが、どういった指標で採食する葉を選択してい
るのかについて論文を執筆している最中です（Matsuda et al. 2017）
。
上記の発見は、ハノイ（ベトナム）
、ボゴール（インドネシア）
、札幌（日本）
、コタキナバル（マ
レーシア）で開催された国際学会や国際シンポジウムで講演しました。また、ヨーロッパ滞在中
には、近隣大学からの招待を受け、積極的に成果を講演しました。本プログラム中による発見を
含む、一連の研究成果が評価され、2016 年 3 月には、第 20 回日本生態学会の宮地賞を受賞しま
した。また、本研究の目的とは直接結びつかない研究プロジェクトについても、本プログラムが
きっかけとなり活発にコミュニケーションを重ねるようになり、フランスの国際共同研究者と、
コロブス類の社会構造と毛づくろい行動に関する包括的な論文も発表することもできました
（Matsuda et al. 2015b）。
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社会機能の研究
人間の行動はきわめて多様性に富み、様々な状況に応じて柔軟に機能を調整する多能性に富ん
でいる。こういった能力は、自分のおかれた状況を判断して行動を変化させる認知・学習能力と、
そうして獲得した行動パターンを集団の中で伝えていく文化によって支えられている。このよう
な認知・学習能力と文化的行動については、ヒト以外の霊長類にもその萌芽が認められることが
日本の霊長類研究によって明らかにされ、とくにチンパンジーについて、飼育下・野生下で様々
な研究が行われてきた。しかし、チンパンジーと同等にヒトと近縁なボノボについては、研究が
遅れている。本研究の調査地の一つ、コンゴ民主共和国のワンバは、1973 年以来、日本人研究
者が調査を継続してきた調査地である。もう一つの調査地であるイヨンジは、ワンバとはルオー
川を挟んだ対岸にあり、コンゴ、ケニア、日本の共同研究プロジェクトの成果が実り、2012 年
にあらたな保護区となった地域である。これにより、きわめてよく似た環境にありながら、間に
ある川のためにボノボ個体の交流がないワンバとイヨンジの二つの調査地で、行動の変異に関す
る研究を行なう基盤ができた。本研究では、両調査地のボノボの行動比較から、行動の地域変異
について明らかにすることを目的とした。行動の地域変異が存在する場合、それが環境の違いに
よるものか、必ずしも環境の違いでは説明できない文化と呼び得るものか、また遺伝的差異との
関連はあるか、について、経験的データに基づいた検証を行なった。
2013 年末にコンゴ民主共和国に入り、首都にあるキンシャサ大学理学部で、大学院生を対象
に霊長類学の講義を行なった。集中講義は、2016 年 2 月にも実施し、大学院生とキンシャサ近
郊にあるボノボのリハビリテーションセンターを訪問した。
2014 年 2 月には、キンシャサ大学とコンゴ生態森林研究センターの研究員を同行して調査地
に入り、現地調査を開始した。キンシャサ大学の研究員はイヨンジの森で、
生態森林研究センター
の研究員はワンバの森で調査を行なった。これまでの調査から、ワンバとイヨンジのボノボが狩
猟・肉食について、異なる習慣を持つことが明らかになった。ワンバのボノボは、ウロコオリス
のみを狩猟対象とし、イヨンジのボノボは、人づけ過程にあり観察条件はワンバに劣るが、少な
くともダイカー類の数種と一部のサル類がボノボによって捕食された証拠が得られた。ワンバと
イヨンジの両地域で、中型・大型哺乳類の生息密度を比較するためのセンサスを行なった。ボノ
ボの狩猟対象となり得る哺乳類の樹上性のサル類と地上性のダイカーの仲間について、全般的に
イヨンジの方がワンバより密度が高いという結果が得られた。これらの結果から、ボノボの動物
との遭遇頻度が、何かしらの形で狩猟対象の新たな革新、地域特異的な行動の普及、あるいは世
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代間の伝播に関係していることが示唆された。
（文責：坂巻哲也）
認知機能の研究
感覚間一致の比較認知科学
本研究では、米国、ヤーキス霊長類研究センターの Robert Hampton 博士およびその学生 2 名
と（Rachel Diamond、Thomas Hassett）と共同で、チンパンジー、オランウータン、アカゲザ
ルを対象とした比較認知科学研究をおこなった。行動実験をとおしかれらの認知能力をあきらか
にし、ヒトと比較することでヒトのことをよりよく知ろうという研究だ。具体的には、タッチス
クリーンをもちいた認知課題をかれらに課すことで、
その認知能力を分析した。なお、
オランウー
タン、アカゲザルの研究は、それぞれアトランタ動物園、ヤーキス霊長類研究センターで実施し、
チンパンジーの研究に関しては、Rachel Diamond 氏を日本学術振興会のサマープログラム生と
して京都大学霊長類研究所で受け入れ、共同研究を実施した。
本研究では、特に感覚間一致という現象を切り口に研究をおこなった。感覚間一致とは、異な
る処理ドメインを持つ情報間に類似性・一致性を感じ現象のことである。コミュニケーションの
ツールとして言語ラベルが機能するためには、他者と共有される必要がある。音と視覚刺激の無
限の組み合わせの中から、他者と共有されやすい言語ラベルを生みだすことは困難だが、感覚間
一致のように、ある音の特徴とある視覚特徴が結びつきやすいとすればどうであろうか。組み合
わせの幅が狭まることになり、それに基づき生成されたラベルは、他者にとっても受け入れやす
いものとなるであろう。こうしたことから、感覚間一致はヒトの言語進化にとって重要な役割を
果たしていたと考えられてきた。それでは、ヒトはなぜ感覚間一致を獲得したのだろうか。これ
は、言語の進化的基盤を考えるうえで重要な問いである。これまでに、言語との共進化、文化と
の相互作用、脳の情報処理様式や発達的な変化に由来する可能性、などが議論されてきたが、はっ
きりとは分かっていないのが現状だ。進化的な基盤を探究するうえで、
特にヒトと動物の共通点・
相違点を探る比較認知科学的なアプローチをおこなうことが重要である。ヒトの特徴は、他の動
物種と比較することでより浮き彫りとなるからだ。しかしながら、これまでこうした感覚間一致
や音象徴に関しては動物を対象にした研究はほぼ皆無であった。
そこで、本研究ではこの感覚間一致について比較認知科学的な分析を実施した。具体的には、
①空間と序列の間の感覚間一致、②社会的順位と空間表象の感覚間一致、③音の高さと明るさの
感覚間一致の 3 点について分析をおこなった。まず、
①について述べる。多少の文化差はあるが、
私たちヒトは、物の順序をとらえるときに、一般的には空間の左から右へと配置されることが広
く報告されている。ヒトが物の順序を考える際に空間上になぞらえて考える傾向があることを示
す研究である。本研究の結果、言語をもたないチンパンジー、オランウータン、アカゲザルもま
た、ヒト同様に自発的に序列の早いものを空間上の左側に配置することを発見した。さらに、チ
ンパンジーとオランウータンを対象におこなった追加実験では、実際に空間と順序を処理する認
知資源が共有されている可能性を示唆する結果を得た。これは、これらの種が空間と系列の間の
感覚間一致を持つだけでなく、その認知的基盤に至るまでヒトと共有している可能性を示唆して
いる。
次に②について述べる。これは、社会的順位と空間表象の間の概念メタファー的なマッピング
に関する実験である。ヒトでは社会的な順位は空間上の上下と結びついていることがわかってい
る。順位が「高い・低い」という表現があるのもその一例だ。この順位と空間の感覚間一致を分
析するために、
屋外の飼育場で大きな群れで飼育されているアカゲザルを実験する試みを始めた。
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まず、野外飼育施設における完全自動実験装置の開発整備を Thomas Hassett 氏とともにおこなっ
た。これにより、
被験体は 24 時間この装置にアクセスできるようにした。全自動化するにあたり、
報酬提示システムの整備、および、被験体情報の管理システムを構築した。現在は、実際にこの
システムをもちいて、アカゲザルの訓練を継続しているところである。
次に③音の高さと明るさの感覚間一致について研究をおこなった。ヒトの場合高い音と明るい
色の間、または低い音と暗い色の間に感覚間一致が生じることが知られている。これはまた、
「明
るい声」や「黄色い声」といった言語的な表現にも反映されている。これまでに自身の先行研究
では、チンパンジーが同様の感覚間一致を持つことが分かっている。そこで、本研究では同様の
感覚間一致をアカゲザルももつのかを分析した。その結果、複数の方法をもちいて詳細に分析し
たが、アカゲザルにおいてはこの音の高さと明るさの間の感覚間一致が存在するという結果は見
いだせなかった。この種差をもとに、今後さらに研究を拡張することで、音の高さと明るさの間
の感覚間一致を支える認知的基盤および進化的基盤を明らかにしていく足がかりとなると期待さ
れる。

写真 1

ヤーキス国立霊長類研究センター

写真 2 左：実験装置。タッチスクリーン下部には報酬のえさを提
示するためのトレイが付いている。右：アカゲザルがタッチスク
リーン上に提示された写真刺激を選択肢問題に答えているところ

（文責：足立幾磨）

2.3.7

研究拠点形成事業

アジア・アフリカ学術基盤形成型
アジア・アフリカ学術基盤形成事業
「ヒト科類人猿の環境適応機構の比較研究」
（2009 ～ 2011 年度）
研究拠点形成事業

B. アジア・アフリカ学術基盤形成型

「チンパンジー属類人猿の孤立個体群の保全に関する研究」
（2012 ～ 2014 年度）
「類人猿地域個体群の遺伝学・感染症学的絶滅リスクの評価に関する研究」
（2015 ～ 2017 年度）
１）研究事業の背景と目的
日本の霊長類学は、ヒトのルーツを探ることを目標に 50 年以上前から類人猿の野外研究を続
けてきた。とくにチンパンジーとボノボの研究では、アフリカにある 16 カ所ほどの長期調査地
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のうち 6 カ所を京都大学の教員が中心になって運営しており、研究ばかりでなく保全計画の立案
や実行にも大きな責任を負っている。
アフリカ各地に孤立して散在する類人猿の個体群の多くは、20 年後の存続すら危惧される状
態にある。絶滅リスクとしては、森林伐採、農地開発、密猟など従来から重大問題とされている
もののほか、孤立による遺伝的劣化や人から類人猿への病気の感染が近年大きな関心を集めてい
る。本研究事業は、これまでの共同研究で培ってきたアフリカの諸研究機関との協力のもと、各
研究機関が管轄する地域個体群の遺伝学的・感染症学的絶滅リスクを評価し、それらのリスクを
回避する対策についての研究を進め、その成果をそれぞれの国の類人猿保全政策に反映させるこ
とを目的とした。
本事業のもうひとつの目的は、将来にわたって霊長類の研究と保護をになうべきアフリカの若
手研究者を育てることにあった。これまで日本および欧米の研究者とアフリカの研究者の共同研
究は数多くなされてきたが、その多くにおいてアフリカの研究者は補助的役割を担っており、自
分たち自身で研究を立案、実行し、成果を発表していくというケースは限られていた。そこで本
事業では、アフリカの研究機関および調査地と京都大学でシンポジウムや若手研究者のトレーニ
ングのためのセミナーを開くほか、日本とアフリカ各国の相互訪問だけではなく、アフリカの研
究機関間の相互訪問の機会も数多く儲け、研究者としての自立意識の育成を目指した。
こういった多様なチャネルでの育成・交流事業で形成されるネットワークは、将来さまざまな
共同研究を企画する際に、ひとつの土俵として機能する。アフリカあるいは日本の若手研究者が
何らかの研究を企画するときには、個々に声をかけて共同研究を組織するのではなく、すでにあ
るネットワークに共同研究のアイデアを持ちかけて参加者を募ることができる。このようなネッ
トワーク形成は、日本の若手研究者が霊長類研究の分野で将来にわたって先進的な研究を継続す
る上で、大きな力になると考えられる。
２）研究の経過と展望
本計画は、2009 ～ 2011 年度のアジア・アフリカ学術基盤形成事業、2012 ～ 2014 年度の研究
拠点形成事業 B．アジア・アフリカ学術基盤形成型、2015 ～ 2017 年度の同事業と、3 期 9 年間
にわたって実施され、主たるアフリカの拠点機関は当初の 3 カ国 3 機関から 3 カ国 8 機関に増え
た（表 1）
。
表1

本研究事業の目的、活動、および海外拠点機関
研究目的

シンポジウム

海外拠点機関

2009 第 1 期助成金
ヒト科類人猿の環境適応機構
の比較研究

コンゴ民主共和国
ギニア共和国
ウガンダ共和国

生態森林研究所
ボッソウ環境研究所
バララ科学技術大学

2012 第 2 期助成金
日本・京都大学霊長類研究 コンゴ民主共和国
チンパンジー属類人猿の孤立 所
個体群の保全に関する研究
ギニア共和国

生態森林研究所
キンシャサ大学
ボッソウ環境研究所
ンゼレコレ大学
バララ科学技術大学
マケレレ大学

2010

日本・京都大学

2011

コンゴ民主共和国・生態森
林研究所

2013

ギニア・コナクリ大学／ボッ
ウガンダ共和国
ソウ環境研究所

2014 A f r i c a n P r i m a t o l o g i c a l ウガンダ・マケレレ大学
Consortium の設立
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研究目的

シンポジウム

海外拠点機関

2015 第 3 期助成金
APC 第 1 回総会（ウガンダ・ コンゴ民主共和国
類人猿地域個体群の遺伝学・ マケレレ大学）
感染症学的絶滅リスクの評価
に関する研究
ギニア共和国
2016

APC ト レ ー ニ ン グ ワ ー ク
ショップ（日本・霊長研）

2017

APC 第 2 回総会（コンゴ民
主共和国・キンシャサ大学、
予定）

ウガンダ共和国

生態森林研究所
キンシャサ大学
自然科学研究所
ボッソウ環境研究所
ンゼレコレ大学
コナクリ大学
バララ科学技術大学
マケレレ大学

大きな転機となったのは、2011 年度にコンゴ民主共和国生態森林研究所で開いたシンポジウ
ムだった。アフリカ各国の研究者がアフリカの研究機関に集まってシンポジウムを開くという新
たな形に参加者の意識は高まり、シンポジウムの最終日には、日本の協力のもとにアフリカ霊長
類学会の設立を目指すという提言が採択された。日本側研究者は、この提言に応えるために第 2
期の事業を興し、その最終年である 2014 年にウガンダ・マケレレ大学で開催したシンポ有無で
African Primatological Consortium（APC）が設立され（図 1）
、第 3 期のはじめの 2015 年に同じ
くマケレレ大学で、APC の第 1 回総会が開催された。また 2016 年に当霊長類研究所で開催した
APC の第 1 回トレーニングワークショップでは、アフリカから参加した 17 名の若手研究者と日
本の若手研究者が 2 週間にわたってさまざまなトレーニングを受け、APC の発展の方向につい
ても活発な議論がなされた。
APC には現在 14 カ国 100 名以上の研究者が登録しており、ボトムアップで構築してきた協力
関係のもとに、研究と保護のさまざまな活動が実施されている（図 2）
。また、これらの活動の
成果のひとつとして、ギニア共和国コナクリ大学、コンゴ民主共和国キンシャサ大学、ウガンダ
共和国マケレレ大学と京都大学の間に大学間協定が締結され、さらにこういった取り組みがひと
つの契機となって、2016 年に京都大学にアフリカ研究ユニットが形成された。
本事業は 2017 年度が最終年になる。この年の 8 月にはコンゴ民主共和国キンシャサ大学がホ
ストとなって APC の第 2 回総会が開催される。今後は本事業のようなひとつのファンドが全て
を支えるのではなく、
アフリカの各研究機関・研究者の自助努力および彼らのおのおのの海外パー
トナーの支援によって活動が維持されることが期待されるが、その成否は APC のネットワーク
を活用した共同研究や保護事業がどの程度実質的な成果をあげていくかにかかっている。

図 1．African Primatological Consortium の設立が決まった 2014 年の
マケレレ大学でのシンポジウム。中央は藤田駐ウガンダ日本大使。
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図 2．第 3 期の研究・交流計画

（文責：古市剛史）

先端拠点形成型
「心の起源を探る比較認知科学研究の国際連携拠点形成」
１）沿革
本事業は、日本学術振興会の研究拠点形成事業（A. 先端拠点形成型）
「心の起源を探る比較認
知科学研究の国際連携拠点形成（Comparative Cognitive Science Network for understanding the
origins of human mind、略称 CCSN）
」
（コーディネーター：松沢哲郎）の助成を得て、平成 26
年（2014 年）4 月から 5 年計画で実施している。京都大学霊長類研究所を拠点機関として、日独
英米の先進 4 か国の国際連携を構築することを目的としている。国内では、京都大学・神戸大学・
東京大学が協力機関となり、中間報告時点で 42 名の研究者が参加している。ドイツでは、マッ
クスプランク進化人類学研究所が拠点機関となり、コーディネーターの Svante PÄÄBO 氏をは
じめヨーロッパ各国から 27 名の研究者が参加している。イギリスでは、セントアンドリュース
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大学が拠点機関、オックスフォード大学・ケント大学・ケンブリッジ大学・エジンバラ大学が協
力機関となり、コーディネーターの Andrew WHITEN 氏をはじめ 18 名の研究者が参加している。
アメリカでは、カリフォルニア工科大学が拠点機関、ハーバード大学・デューク大学・ワシント
ン大学セントルイス校・リンカーンパーク動物園・ジョージア大学が協力機関となり、コーディ
ネーターの Ralph ADOLPHS 氏をはじめ 22 名が参加している。
２）研究活動
本事業では、国際的な研究交流をおこない、以下の目標を達成することを目指している。人間
を特徴づける認知機能とその発達的な変化の特性を知るうえで、
「それらがどのように進化して
きたか」という理解が必要不可欠である。本研究交流は、①人間にとって最も近縁なパン属 2 種
（チンパンジーとボノボ）を研究対象に、②野外研究と実験研究を組み合わせ、③日独米英の先
進 4 か国の国際連携拠点を構築することで、人間の認知機能の特徴を明らかにすることを目的と
する。平成 22-24 年度の最先端研究基盤支援事業によって、
京大の霊長類研究所と熊本サンクチュ
アリに、比較認知科学実験施設が整備された。その整備によって日本には皆無のボノボ（チンパ
ンジーの同属別種）の 1 群を平成 25-26 年度に北米から導入した。そこで世界に類例のない新た
な試みとして、チンパンジーとボノボの双方を対象にした比較認知科学研究を国際的な連携のも
とに推進したい。申請者らは、
「進化の隣人」と呼べるチンパンジーを対象にした研究をおこなっ
てきた。その過程で、チンパンジーには瞬間視記憶があることを発見した。一方、人間の言語に
つながる象徴の成立が彼らには困難なことを実証した。
「想像するちから」
と呼べる認知的基盤が、
人間の本性だといえる。本研究交流では、日独米英の先進 4 か国による国際共同研究を醸成し、
ヒト科 3 種の比較研究を通じて、
「人間とは何か」という究極的な問いへの答えを探すことを目
的とする。
これらの目的のもとに、共同研究、セミナー、研究者交流という 3 つの形態で事業を推進して
いる。開始からの 2 年間で、平成 26 年度に 60 名がのべ 747 日、平成 27 年度に 40 名がのべ 905
日の国際交流をおこなった。セミナーは、平成 26 年度に国内で 2 回・ベトナムで 1 回、平成 27
年度に国内で 1 回・イタリアで 1 回、
平成 28 年度に国内で 1 回・アメリカで 1 回の開催をおこなっ
た。国内学会などの機会を利用して、比較認知科学研究をおこなう海外の著名な研究者を招へい
するなどの研究者交流もおこなった。
ヒトとチンパンジーとボノボというヒト科 3 種を対象にした比較認知科学研究が、日独米英の
先進 4 か国による国際共同研究として確実に進捗してきている。さらに、チンパンジー・ボノボ
の外群としてアジアにくらすヒト科大型類人猿であるオランウータン、さらにその外群として大
型哺乳類であるウマなどを対象とした比較認知科学研究が、
本交流事業によって大きく進展した。
それぞれの対象種について、野外と飼育下の双方で研究をおこなうという日本オリジナルの研究
スタイルを堅持しつつ国際共同研究を進めている。また、本交流事業には、著名なシニア研究者
だけでなく、多くの若手研究者が積極的に参加して研究交流活動を進め、国際的な相互交流ネッ
トワークを形成してきている。
本事業の成果として謝辞に明記して学術雑誌等に発表した論文は、当初の 2 年間で 2 編だった
が、3 年目となる今年度ではすでに 2 編が公表済みで、今後も着実に増加すると予想される。当
初の 2 年間で、国際会議における発表が 20 件、国内学会・シンポジウム等における発表が 13 件
であることからも、残り半分の期間内に十分な成果をあげることが期待できる。
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３）今後の展望
事業後半でも、研究者交流とセミナー開催を中心とした国際交流を継続して推進し、事業終了
後にもつながるような強固な国際連携拠点を構築する。本事業では、若手研究者同士の国際交流
を起点に、より組織的な協力体制の構築につなげるという方針をとっている。これまでに形成し
た交流の枠組みが、
事業後半に着実な研究成果を生み出すことにつながると考えている。とくに、
エボラ出血熱の流行で中断を余儀なくされた西アフリカ地域での野生チンパンジー調査が再開で
きたため、アフリカの複数の調査地間の相互乗り入れによる共同研究の進展が期待できる。飼育
下での実験研究では、とくにアメリカとの連携を進め、神経科学に踏み込んだ複数個体間の感情
や相互交渉について比較認知科学研究をおこなう。本事業終了までに、野生と飼育下の双方で、
チンパンジーとボノボを比較した結果についても、
まとまった研究成果が出ることが予想される。
さらに広範な動物種を対象とした比較認知科学研究の成果もふまえることで、
「人間とは何か」
という究極の問いに対して、比較認知科学研究からの答えを出すことができるだろう。
（文責：林美里・松沢哲郎）

2.3.8

環境研究総合推進費

「高人口密度地域における孤立した霊長類個体群の持続的保護管理」
１）研究の背景
ヒト以外の霊長類はすべて赤道から中緯度の地域、すなわち人口密度の高いところにいる。そ
のため、人間とそれ以外の霊長類は共存することを余儀なくされ、
農地の拡大や森林伐採等によっ
て生息地が「分断化」され、
「孤立化」している。将来にわたって霊長類個体群の存続を保証し
ようと考えた場合、大面積の自然林とそこに住む霊長類を保護するということでは、もはや対応
できない。このような分断された個体群をいかに守り、いかに次世代に伝えるかが、霊長類を次
世代にまで残そうとする場合の最重要課題となっている。
人間の居住する地域に孤立して生息する霊長類は、人間およびその活動との接点も多く、持続
的な生存にはさまざまな難題がある。まず農地や市街地によって分断された地域個体群では、個
体群間の個体の移動が難しく、遺伝的孤立とそれによる遺伝的多様性の低下が起こり、近親交配
係数の上昇によって個体群の存続がむずかしくなる可能性がある。また、とりわけ人間に似た遺
伝子構成をもつ類人猿では、他の動物群と違って「人獣共通感染症」のアウトブレークが大きな
脅威となる。これまでにも、人からの感染が疑われるポリオ、インフルエンザ等の流行によって
多くの類人猿個体群が壊滅的な打撃を受けている。さらに、害獣としての駆除、食用、薬用など
のための狩猟など、人間活動に起因するさまざまな脅威にもさらされている。以上のような霊長
類孤立個体群特有の存続リスクに焦点をあてた現状把握のための研究手法の開発、それを用いた
実態調査、その結果にもとづく保護政策の立案が、霊長類の保護のための急務となっている。
日本は、アフリカだけでも 10 年～ 50 年間も続く類人猿の長期調査地を 6 カ所も運営し、類人
猿の研究においては世界でも並外れた存在感を示している。また、野生霊長類が生息する唯一の
先進国として、ニホンザルをどのように保護・管理して共存を維持していくのかという点が、常
に世界の注目を集めている。本研究プロジェクトで、類人猿とニホンザルを中心として保護管理
上の重要問題に先頭に立って取り組むことは、生物多様性の保全にむけた世界の動きの中で、日
本の取り組みのプレゼンスを大いに高めることになる。
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２）研究目的
上記のような霊長類孤立個体群の存続上のリスクの実態を調べ、適切な保護計画を立案するた
めに、主として以下のような目的で平成 22 ～ 24 年度に研究を行った。
A） 各種霊長類の生息域全体を対象とする広域レベルで、衛星画像、地理情報システム（GIS）
などにもとづいて各種霊長類の生息適地を割り出し、生息状況の現状把握と将来の保護区の
設定等の保護政策立案に役立てる。
B） 野生個体から非侵襲的方法で集める糞試料から、効率的に DNA を抽出する手法を開発する。
また、それらのサンプルを用いて各孤立個体群に存在する遺伝子型とその頻度を調べ、地域
個体群のサイズ、分断化からの経過年数、地域個体群の遺伝的多様性の相互関係を明らかに
する。また、これらの研究成果にもとづいて、存続可能となる最小の個体数や遺伝的多様性
の基準を定める。
C） 個体の MHC 型に関連する遺伝子領域など、個体の生存価に直結する遺伝子領域の多様性を
調べる手法を開発する。
D） 野生個体の糞試料から、ヒト感染症の病原体特異抗体を検出する方法を開発する。またその
手法を用いて、各野生個体群がどういった種類のヒト由来感染症にどの程度の割合で罹患し
ているのかを調べる。その結果に基づいて、個体群ごとのヒト由来感染症のアウトブレーク
のリスク評価を行い、感染防止のためのガイドラインを作る。
E） アジア、アフリカの主な絶滅危惧霊長類を対象に、生息地面積、植生、個体数、人口動態等
の情報をまとめ、データベース化して公開する。これらの情報と、本研究で得られる遺伝的
多様性とヒト由来ウイルスの感染リスクに関する情報をあわせて、各地域個体群の存続可能
性分析を行う。
F） 霊長類研究所で発生したニホンザルの原因不明の血小板減少症について、人獣共通感染症で
ある可能性も含めて原因を特定する。
G） 以上の結果にもとづいて、地域レベルで有効な霊長類保護計画をたて、それを実行に移しつ
つ効果を検証する。また、本研究の成果をもとに、国際自然保護連合等の国際機関に協力し
て各種を対象とした保護のマスタープランを作り、行政による保護政策の立案に寄与する。
３）結果及び考察
最小存続可能集団の定義にむけた孤立個体群の生物学的・集団遺伝学的研究
A） ボノボを対象とした広域レベルの生息地分析では、重要な生息好適地の半分程度が国立公園
等の保護区として守られていることがわかった。しかし一方、生息好適地とはいいがたくボ
ノボもほとんど生息していない地域が保護区となっている例や、大面積のボノボの生息好適
地に保護の網がかけられていない例があることが明らかになった。
B） この分析の結果を用いて保護政策立案に向けた活動を行った結果、2012 年 4 月にイヨンジ・
コミュニティ・ボノボ保護区の設立がコンゴ民主共和国環境省に認可された。
C） ボノボの生息域全域をカバーする 7 つの地域個体群から糞資料を収集して分析し、ミトコン
ドリア DNA の遺伝子型の分布を明らかにした。この分析で 6 つのハプログループが分類さ
れたが、このうちの 1 つは、従来から存在は知られていたがその分布地がわからなかったも
の、もう 1 つは今回新たにその存在が明らかになったもので、この研究によってボノボの遺
伝子型の分布様式の理解に大きく寄与した。
D） ボノボの 7 個体群は西部、中央部、東部の 3 つのコホートに分けられ、中央部のコホートは
もっとも多様な遺伝子型を保持している点で、東部のコホートは独自のユニークな遺伝子型
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を保有している点で保護計画上とくに重要であることを示した。また、他の個体群から隔離
されている西部、中央部、および東部コホートに属する各 1 個体群では、個体群内の遺伝的
多様性が他の個体群に比べて低く、孤立が遺伝的多様性の低下に結びついていることが示さ
れた。
E） 東北地方のニホンザルの遺伝子型の分布に関する分析では、下北半島と津軽半島の個体群が
他の個体群から遺伝的に孤立していること、地理的隔離からの年数や現存個体数から考えら
れる以上に遺伝的劣化が進んでいることが確認された。このことは、目標頭数のみに頼る現
在の保護管理政策のあり方の再考を促すものとなった。
F） バングラデシュ都市部に生息するアカゲザル、スリランカに生息するトクモンキーについて
も遺伝子型の分布と個体群内の遺伝的多様性に関する分析を行い、保護計画の立案に資する
基礎情報を得ることができた。
孤立個体群における人獣共通感染症のリスクアセスメントとサーベイランス
A） 霊長類研究所で飼育されている 14 頭のチンパンジーから得た血清由来試料を用いて、各種
病原体に対する特異的 IgG 抗体の有無を検討した。その結果 15 種のヒト由来感染症の病原
体特異抗体がきわめて高率で確認され、予想以上にヒトからの感染が起こっていることが確
認された。
B） 野生ボノボの 4 地域個体群から採取された糞試料を調べたところ、インフルエンザウイルス
においては 21-28％、パラインフルエンザウイルス、ムンプスウイルス、RS ウイルスについ
ては 22-27％の抗体陽性率が認められた。また、各ウイルスに対する抗体陽性率は、個体群
ごとに大きく異なった。陽性率が高いところについては、過去に頻繁にヒトからのウイルス
感染が起こっていることが考えられ、これをもとに感染防止のガイドラインを作成して試験
的に実行に移した。一方、陽性率が低いところについては、免疫力のないところに新たにヒ
ト由来感染症のウイルスが入ることで爆発的なアウトブレークが起こる可能性が考えられ、
とくに厳しいガイドラインを作成する必要があることがわかった。
C） ニホンザルの血小板減少症については、カニクイザルを自然宿主とするサルレトロウイルス
4 型がニホンザルに感染することによって致死的な感染症が引き起こされることがわかった。
このことは、本研究のテーマのひとつである種の壁を越えた感染の危険性を、改めて認識さ
せることになった。
孤立個体群の現状分析と生息地の維持・回復のための生態学的・社会学的研究
A） アジア・アフリカに生息する類人猿とニホンザルについて、各孤立個体群の現状についての
情報を集めてデータベース化し、世界に公開した。大型類人猿については、ボッソウ・ニン
バ生態圏保護区（ギニア共和国）
、カリンズ森林保護区（ウガンダ共和国）
、マハレ山塊国立
公園・ウガラ森林保護区（タンザニア連合共和国）
、カフジ・ビエガ国立公園（コンゴ民主
共和国）、ムカラバ・ドゥドゥ国立公園（ガボン共和国）のチンパンジー、ルオー学術保護
区（コンゴ民主共和国）のボノボ、カフジ・ビエガ国立公園のヒガシローランドゴリラ、ム
カラバ・ドゥドゥ国立公園のニシローランドゴリラ、ダナムバレー保護区（マレーシア）の
オランウータンを情報収集の対象とした。またニホンザルについては、下北半島・津軽半島、
金華山島、淡路島、小豆島、幸島、および屋久島の孤立個体群を対象とした。これらのデー
タは各地の保護計画の立案に大いに活用されるものと期待される。
B） ニホンザルについては、環境収容力の小さな島嶼個体群と本土の個体群における、個体群の
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縮小と回復の過程でおこる遺伝的影響を検討した。また、個体群動態パラメータの推定に使
用したデータの年数や精度によって、存続可能性の評価（個体数変動の予測）の正確性がど
のように異なるか検討した。これらの成果は、存続可能性を考慮したニホンザルの保全管理
対策を考える際に、有用な参考情報として利用できる。
C） ボノボについては、上記のデータベースのデータを用いて、存続可能性分析を行った。また、
その成果とサブテーマ 1、2 の成果をもとに、国際自然保護連合のワーキンググループの一
委 員 と し て ボ ノ ボ の 保 護 の た め の マ ス タ ー プ ラ ン “bonobo（Pan paniscus）conservation
strategy 2012-2022” を出版した。このマスタープランは、コンゴ民主共和国政府によるボノ
ボの保護政策の立案や世界の様々な NGO による保護活動に大いに活用されるものと期待で
きる。
４）本研究により得られた主な成果
科学的意義
科学的意義としてはまず、野生個体から非侵襲的手法で入手できる糞資料から効率的に DNA
と病原体特異的 IgA 抗体を抽出する方法を開発したことがあげられる。糞資料から DNA を抽
出する方法はこれまでにも利用されてきたが、主として利用されている方法が民間企業である
Qiagen 社が販売するキットを使うもので、単価が高価なことや、仕様が公開されていないため
に抽出効率の改善ができないことなどの問題があった。本研究で開発した試薬はきわめて安価に
つくることができ、また仕様を公開することで各研究者が自由に改良に取り組むことができる。
抽出効率も Qiagen 社のキットと同等以上になっている。すでにいくつかの研究グループから問
い合わせがあり、今後多くの野外研究で利用されることが期待される。一方糞から病原体特異抗
体を抽出して野生個体の感染症罹患歴をさぐるというのは、全く新しい方法である。これまでの
ような血液試料を用いる方法とはことなり、広域に分布する多くの個体の罹患状況を調べること
ができ、人獣共通感染症のリスクの研究や罹患状況のモニタリングに、画期的な展開をもたらす
ことができる。
本研究の主要な対象のひとつである類人猿のボノボについて、世界各国の研究チームとの協力
のもとに、ボノボの生息域全体をカバーする 7 カ所の地域個体群からの糞試料が日本に集まって
くるシステムを築き上げたことも、きわめて高い学術的価値をもつ。人にもっとも近く、かつ絶
滅危惧種に指定されているボノボについて、これほど広域からの試料を扱える研究チームはほか
になく、大きな学術的価値をもつ研究を生み出すことができる。
実際ボノボの遺伝子型の研究では、ボノボの生息域全域にわたるミトコンドリア DNA のハプ
ロタイプの分布と各地域個体群の遺伝的多様性を明らかにする世界ではじめてとなる研究成果を
あげた。Y 染色体の遺伝子の多様性や常染色体のマイクロサテライトの遺伝子の多様性に関する
分析も進めており、近い将来さらに多くの研究成果をあげることができると期待される。また、
野生ボノボの病原体特異抗体の研究では、野生ボノボが 20 ～ 30 パーセントというきわめて高い
率で各種病原ウイルスに対する特異抗体を持っていることを、はじめて明らかにした。また、病
原抗体の保有率は地域個体群によって大きく異なることも明らかにし、それぞれの地域の実情に
即した感染防止のガイドラインの作成に寄与することができた。
ニホンザルを対象として行った、生存や繁殖に関係が深い遺伝子群をもつ MHC 領域の多様性
についての研究も、保全生物学上きわめて大きな価値をもつ。これまでの遺伝的多様性に関する
研究は、個体の生存価に直接関係のない中立的な染色体部位を用いて行われてきたが、それでは
検出された遺伝的多様性が地域個体群の存続可能性とどのような関係を持つかがわからない。こ
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の研究の成果は、霊長類のみならず多くの動物種について、孤立個体群の適応度や存続可能性に
関する研究に活用されるものと期待される。
霊長類研究所で発生したニホンザルの致死性の血小板減少症の原因を究明したことも、高い学
術的価値をもつ。カニクイザルを宿主とするほぼ無害な SRV4 型ウイルスが、ニホンザルに感染
するときわめて重篤な感染症を引き起こすことは、鳥インフルエンザや SARS など、種の壁を
越えた病原体感染の危険性を改めて認識させることになった。また、複数の研究機関が密接に協
力して異例ともいえる速さで原因ウイルスを特定したことは、将来の未知のウイルスの発生に対
応する体制を作り上げたという点で大きな意義がある。
環境行政への貢献
ボノボについては、研究代表者の古市が委員として参加する国際自然保護連合のワーキンググ
ル ー プ で 向 こ う 10 年 間 の 保 護 に 関 す る ア ク シ ョ ン プ ラ ン を 作 成 し、“Bonobo Conservation
Strategy 2012-2022” として 2013 年 1 月に出版した。このアクションプランでは、
本推進費プロジェ
クトが遺伝的多様性と人獣共通感染症の調査、分析を担当した。このワークグループにはコンゴ
民主共和国環境省および科学研究省のメンバーも参加しており、同国政府によるボノボの保護政
策の立案に際しては、保護すべきプライオリティ・ポピュレーションの選定や実際の保護計画の
策定という点で、この提案書の内容が活用されると期待できる。また、類人猿各種の長期調査で
圧倒的なプレゼンスをもつ日本が遺伝的多様性の劣化と人獣共通感染症という今日的問題の研究
に先頭に立って取り組むことで、生物多様性の保全にむけた国際的な取り組みにおける日本の環
境行政のプレゼンスを大いに高めることができる。
ニホンザルについては、個体群の大幅な縮小を経験した島嶼および本土の個体群について、遺
伝的特性を明らかにすることができた。とくに、下北半島と津軽半島の個体群では、現存頭数か
ら推定される以上に遺伝的多様性の低下が進んでいることが確認できた。分析できたのは一部の
個体群に過ぎないが、同様の歴史を持つ各地の個体群について、遺伝的特性を考慮した保全管理
対策を行う際に参考となる情報を提供できた。さらに、下北のニホンザル個体群の長期データを
用いることで、調査の年数や精度と個体数シミュレーションの正確性について一応の基準を示す
ことができた。現在各地のニホンザル個体群の保護管理は、個体数管理の権限を地方自治体にゆ
だねて駆除等を行う形で進められている。本研究の結果は、こういった現場レベルの頭数のみに
よる保護管理では重要な地域個体群の将来にむけた存続が保証できない可能性があることを示し
ており、学術的エビデンスに基づいた環境省等による国レベルの管理が強く求められる。
野生動物の糞資料を用いた病原体特異抗体の検出技術の開発は、人獣共通感染症のサーベイラ
ンスや感染症発生のモニタリング、感染防止のガイドラインの作成に大いに活用されるものと期
待できる。また、本研究では社団法人予防衛生協会、国立感染症研究所、大阪大学微生物病研究
所、京都大学ウイルス研究所、長崎大学熱帯医学研究所が協力してニホンザルのウイルス感染症
の解明にあたったが、ここで築きあげた協力体制は、今後起こりうる新興感染症のリスク評価、
原因解明、対策立案といった点で、日本の環境行政に寄与するものと考える。
（文責：古市剛史）
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2.3.9

ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）

「ニホンザル」
本プロジェクトは 2002 年度より文部科学省の新世紀重点研究創生プラン（RR2002）として開
始された「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の一つとして開始されたもので、人類の福
祉の向上に貢献する医学・生命科学研究に必要なニホンザルを飼育・繁殖・提供する事業である。
自然科学研究機構（生理学研究所）を代表機関として実施してきた。所長であった小嶋祥三が、
京都大学（霊長類研究所）も分担機関として参画することをすすめた。また、本プロジェクトを
円滑に推進することを念頭に、霊長類研究所の Research Resource Station（RRS）が採択される
ことになった。
ニホンザルは日本固有種であり、
マカクザルの中でも複雑な認知課題を行うことができる点で、
特に脳神経系の研究に用いられてきた。しかし研究用ニホンザルを安定して提供するシステムが
なく、当時野生の有害鳥獣駆除されたニホンザルが研究に用いられることもしばしばあった。本
プロジェクトは、人獣共通感染症等に関して安全な研究用ニホンザルを安定して提供することだ
けではなく、飼育環境や実験手技などサルを対象とした適切な研究を普及すること、飼育下繁殖
個体を研究用に提供することで間接的に野生のニホンザルを保護すること、広く研究活動を一般
の方に理解してもらうこと等を目的としている。
2002 年度にフィージビリティスタディとして発足し、2006 年度までの 5 年間が第 1 期、2007
年度から 2011 年度までの 5 年間が第 2 期であった。霊長類研究所では 2006 年度に小野洞の第 2
キャンパスに RRS が完成し、飼育を開始した。文部科学省の委託事業で開始した本プロジェク
トは、2009 年度から補助金事業へと事業形態が変わった。
実施体制としては、文部科学省だけではなく厚生労働省の管轄下にある研究機関の研究者、日
本神経科学学会・日本生理学会・霊長類学・国立大学法人動物実験施設協議会等の役員や法曹関
係者から構成される運営委員会が事業全般の運営や方針の決定を行ってきた。運営委員会の下に
供給検討委員会を置いて、実験内容に関する審査を行ってきた。こうした審査の過程を徹底する
ことにより、各研究機関の機関内規程の改正、3R を遵守した審査基準やガイドラインを基にし
た適正ケージサイズの普及等も行い、サルを用いた研究の質向上に貢献した。
2009 年度に繁殖母群の導入を終了した。2010 年度にはサルレトロウイルス（SRV）4 型によ
る血小板減少症が霊長類研究所内で蔓延し、
提供を一時見合わせた。
人類進化モデル研究センター
教職員を中心とした所員の努力で、原因が SRV4 であること、感染経路等を明らかにすることが
でき、その後の感染を防ぐことができた。研究所内で DNA・RNA・抗体検査等を実施しながら、
より安全な個体の提供ができるようになった。
第 1 期から第 2 期の間、課題管理者は松林清明（在任 2002 年～ 2010 年）、平井啓久（在任
2010 年～ 2011 年）
、岡本宗裕（在任 2011 年～ 2012 年）が務めた。
2012 年度から第 3 期がスタートし、中村克樹（在任 2012 年～現在）が課題管理者になった。
2012 年に専任の特定研究員として山中淳史（在任 2012 年～ 2013 年）を雇用した。2013 年には
霊長類研究所の役割を徐々に増やすこととして、広報活動や情報収集を中心とした研究員として
浜井美弥（在任 2013 年～現在）
、ニホンザルの繁殖飼育および獣医学的管理をする特定研究員と
して宮本陽子（在任 2013 年～現在）を雇用した。
また、文部科学省と今後の方針を検討し、生理学研究所の繁殖事業を中止し、霊長類研究所だ
けで実施することになった。2014 年には生理学研究所のコロニーでサルレトロウイルス（SRV）
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5 型による感染症が発症し、生理学研究所からの提供を中止することとなった。この機に危機管
理体制や連絡網等を整備し、最高責任者である代表機関の長が事業全体の責任者であることを明
確化するなど命令系統を明確にした。2014 年度からは提供事業全般を霊長類研究所が担うこと
となった。脳神経系の研究のための提供事業として開始したが、2013 年度より広く医学・生命
科学研究を対象とすることになった。
現在、世界的にも生物多様性
条約を採択し、生物多様性を包
括的に保全し、生物資源の持続
可能な利用を考えるだけではな
く、生物資源の利用から生じる
利益の公正な分配が議論されて
いる。ニホンザルは日本固有の
生物種であり、日本での研究利
用が大きく期待される。また、
さまざまなウイルス等にナイー
ブであり、生体反応も特異的で
ある。こうした特徴から感染症
の分野等においてもニホンザル

は優れた動物モデルとして期待 現在の RRS のようす。グループケージ棟等が増設された
が高まっている。また、近年は
研究用サル類の輸送が困難となっているため、海外からマカクザルを安定して輸入し続けること
は困難である。ニホンザルの実験動物としての輸入は現在のところ皆無である。これらのことを
考え合わせると、ニホンザルを研究用動物として安定して提供できる事業を継続することは、我
が国の生命科学・医科学研究において非常に重要である。
2016 年 9 月末時点で、繁殖母群個体は 198 頭、育成群個体は 188 頭の合計 386 頭が RRS 内と
一部官林キャンパス内に飼養されている。2017 年度から第 4 期が始まる。この機に代表機関を
京都大学（霊長類研究所）
、分担機関を自然科学研究機構（生理学研究所）と役割分担を変える
こととした。生理学研究所の個体提供も 2017 年度と 2018 年度で終了する予定であり、現在のコ
ロニーは第 4 期中の閉鎖を目指す。今後のニホンザルの繁殖提供は霊長類研究所に一元化される。
（文責：中村克樹）

「大型類人猿情報ネットワーク（GAIN）
」
１）背景
SAGA（アフリカ・アジアに生きる大型類人猿を支援する集い）が 1998 年 11 月に発足した。
チンパンジーに対する医学感染実験を廃絶するために、研究者たちが立ち上がって作った団体で
ある（http://www.saga-jp.org/）。当時、医学感染実験に使われていたチンパンジーが国内の 4 つ
の製薬会社に合計 138 個体いた。さらに遺伝子治療等の新たな侵襲的実験が企画されていた。主
な対象は C 型肝炎である。健康なチンパンジーにウイルスを接種する。そうして C 型肝炎になっ
たチンパンジーを対象に、その治療薬や治療法を開発しようというものだった。
すでにアフリカでの野外研究や飼育下の認知研究から、チンパンジーがきわめて高い知性をも
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ち、ヒトと同様な喜怒哀楽の感情をもち、平均 5 年という長い出産間隔によって緊密な母子関係
をきずき、道具などの文化的伝統をもつことなどがわかっていた。しかも野生チンパンジーの総
数は約 20 万個体と見積もられ、生息地の喪失から判断して毎年その数は減少し、絶滅の危機に
瀕していることもわかった。IUCN が指定する絶滅危惧種である。絶滅危惧種を実験動物として
消費するのは妥当ではない。そうした世論が形成されて、法規制を待つことなく、日本では
2006 年秋に、製薬会社自身の手によってチンパンジーの侵襲的感染実験は停止した。
生体まるごとを必要とする感染実験は良くないが、遺伝子や細胞を対象とした研究の利用は妥
当だろう。類人猿は、もはや日本には入ってこない貴重な生物遺伝資源だともいえる。そこで、
2002 年に国がナショナル・バイオリソース・プロジェクト（NBRP）を立ち上げたときに、チ
ンパンジーもバイオリソースとして売り込んだ。幸い、2 年間のフィージビリティー研究ののち、
「情報」という区分の下に組み入れられることになった。日本のチンパンジーのデータベースを
作成し、出産や死亡をオンラインで公開し、死後利用を進める事業である。それが「大型類人猿
情報ネットワーク」
（GAIN）である。実際に、
脳や DNA などの研究は死後利用で著しく進んだ。
HP を参照されたい。http://shigen.nig.ac.jp/gain/
医学感染実験を停止すると余剰個体がでる。製薬会社ではそうした利益を産まない個体を維持
できない。そこでも GAIN が活躍した。チンパンジーの余剰個体を全国の動物園に分散してひ
きとってもらうしくみだ。製薬会社の飼育施設―研究者―動物園をつなぐ情報網が GAIN を通
じて確立した。日本の GAIN が手本になって米国の ChimpCARE（http://www.chimpcare.org/）
ができた。日本が医学感染実験を廃絶した 10 年後の 2016 年に米国も廃絶した。飼育チンパンジー
を絶滅危惧種にアップグレードして法規制をかけ、NIH からの研究資金を止めたのである。
以下では、GAIN の活動状況を紹介する。GAIN が 2002 年に発足して本年で 16 年になる。
GAIN の設立にあたっては、吉川泰弘（現、千葉科学大学教授）と長谷川寿一（東京大学教授）
の両先生に格段のご支援をいただいた。ここに記して感謝したい。
２）日本国内で飼育される類人猿
2017 年 2 月 1 日現在、日本国内では 573 個体の類人猿が飼育されている。飼育されている種
ごとに、チンパンジー 317、ボノボ 6、ニシゴリラ 20、ボルネオおよびスマトラオランウータン（種
間雑種含む）46、小型類人猿ともいわれるテナガザル類（シロテテナガザルやフクロテナガザル
など約 8 種）184 個体である。GAIN では、これら日本国内で飼育される類人猿について、個体
情報を集約したデータベースを整備し、
リアルタイムで公開している。現存する個体だけでなく、
過去に日本で飼育されていた個体についても可能な限り情報を収集してきた。表 1 に示したとお
り、全種あわせて約 2000 個体分の情報が集約されている。なお、図 1 に示した通り、大型類人
猿 3 種の日本の保有数は年々減少しており、かれらが貴重な生物資源であることを示している。
類人猿はいずれの種も絶滅危惧種だが、そのような希少野生動物に関する個体情報データベース
として、GAIN は国内外に類をみない存在となっている。
３）沿革
GAIN は、文部科学省 NBRP の「情報センター整備プロジェクト」の一環として運営されて
いる事業で、分担機関として京都大学に業務が委託されている。ヒトに最も近い存在であり研究
対象としても重要である類人猿について、学術研究の推進・支援をおこなうという第一義による
ものだ。NBRP 事業の多くはマウスやラット、イネや粘菌などの実験動物やモデル生物を対象
にし、中核機関となった施設がその維持管理や研究利用推進をおこなうものである。しかし、類
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人猿の場合、飼育個体のほとんどは日本各地の動物園等に分散して飼育されており、どこか一箇
所で集中して個体の管理をおこなうことはできない。さらに、絶滅危惧種であるうえに最もヒト
に近い存在であるがゆえに、研究対象として倫理的な配慮も必要になる。侵襲的な研究利用は許
されない。そこで、GAIN は「情報」の傘下で、個体情報のリアルタイムでの収集・発信と、非
侵襲的方法（遺体の利用など）試料の利用促進をおこなっている。
GAIN の 事 業 は 2002 年 に 開 始 し、NBRP の 第 1 期（2002 ～ 2006 年 度 ）
、 第 2 期（2007 ～
2011 年度）
、第 3 期（2012 ～ 2016 年度）と 15 年間活動を展開してきた。
2002 年度にまずチンパンジーのみを対象に「チンパンジーフィージビリティスタディ」
（実行
可能性調査）として開始した。チンパンジーを中心に飼育施設への訪問を開始し、アンケートな
どをおこなって情報整備に向けた基盤づくりを開始した。2004 年度から大型類人猿すべてを対
象としてゴリラとオランウータンも対象に加え、NBRP 情報プロジェクトに参入した。サンプ
ル情報やユーザー（研究者）情報の整備をおこない、サンプル採取・配布方法の検討を進めた。
WEB サイトも作成し、
サーバー管理方法についても検討した。飼育施設の訪問による現状把握と、
飼育施設－研究者間のネットワーク形成を試み、現在の GAIN につながる土台づくりが第 1 期
の主要な成果である。
第 2 期では、第 1 期で収集した情報のデータベース化をおこない、リアルタイムでの発信を実
現した。2007 年度から NBRP 情報プロジェクトの中核機関である国立遺伝学研究所へ WEB サ
イトのサーバーを移行し、オンラインであればいつでも・どこでも情報を入力・更新できるよう
なシステムを確立した。これにより、すべての個体について個体ページによる情報公開が可能と
なり、リアルタイムでの情報発信が実現した。2010 年度からは英語版の情報整備や国際血統登
録書（ゴリラとオランウータン）との照合など、国際的な情報発信にも取り組んだ。さらに、
2011 年度からは小型類人猿であるテナガザル類も追加し、類人猿すべてを対象とした。
第 3 期では、第 1 ～ 2 期で確立したシステムのもとで本格的な運営をおこない、国内外の関連
機関や組織との交流・情報交換などに取り組んだ。類人猿由来の試料については霊長類研究所・
資料委員会により管理され、
「共同利用・共同研究」によりユーザーへ配布するというシステム
が定着した。また、現存する個体だけでなく、かつて日本で飼育された個体についての情報も収
集をおこないデータベース登録を進めた。これは家系情報などを調べる際に必須となる。2013
年には京都大学野生動物研究センター・熊本サンクチュアリへボノボが新規導入されたことにと
もない、ボノボの登録システムも追加した。WEB サイトをより見やすく・使いやすいものにす
るため、デザインのリニューアルをおこない現在の仕様になったのも第 3 期の成果だ。
以上のような過程を経て、現在の GAIN は、1）非侵襲的学術研究の推進・支援、2）個体群
維持管理への貢献、3）国内飼育下個体の福祉向上を目的として活動を展開している。収集した
情報をリアルタイムデータベースで発信することにより「飼育施設－研究者間」のネットワーク
構築を目指している。また、このような包括的な情報収集により、日本全体を一つの個体群とみ
て個体群動態を把握することもできる。図 1 にはチンパンジー、ゴリラ、オランウータンの個体
数変動を示した。いずれの種も、1980 ～ 90 年代頃に飼育個体数のピークを迎えたのち、日本国
内では減少傾向にある。それゆえ、徹底した個体情報の把握が必要だ。GAIN のデータベース
をリアルタイムで更新することにより、国内の個体群の維持管理にも役立てている。
４）GAIN 事業の参加者一覧
GAIN の歴代の雇用者と、現在の運営コアメンバーを表に掲げる。
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・雇用者一覧
落合知美

2002 年 10 月－ 2015 年 3 月

倉島治

2002 年 10 月－ 2009 年 3 月

赤見理恵

2002 年 10 月－ 2005 年 3 月

金子文大

2005 年 4 月－ 2006 年 3 月

伊藤康世

2007 年 4 月－ 2007 年 6 月

中島麻衣

2007 年 11 月－ 2008 年 3 月

打越万喜子

2010 年 4 月－ 2012 年 3 月

綿貫宏史朗

2012 年 4 月－現在

岩原真利

2015 年 7 月－現在

・GAIN 運営コアメンバー（2017 年 2 月現在）
松沢哲郎

高等研究院特別教授・GAIN 事業代表者

友永雅己

霊長類研究所教授・GAIN 事業副代表

平田聡

野生動物研究センター教授・GAIN 事業副代表

伊谷原一

野生動物研究センター教授

今井啓雄

霊長類研究所准教授

西村剛

霊長類研究所准教授

早川卓志

霊長類研究所特定所教

打越万喜子

霊長類研究所特定研究員

綿貫宏史朗

霊長類研究所特定研究員（GAIN 雇用）

岩原真利

霊長類研究所特定研究員（GAIN 雇用）

表1

類人猿の登録数（2017 年 2 月 1 日現在）
チンパンジー

ボノボ

オラン
ウータン

ゴリラ

テナガザル

生存個体数

317

6

20

46

184

飼育施設数

50

1

7

19

43

1004

9

120

251

574

761

なし

101

156

338

GAIN 登録総数
国内血統登録数
（2015 年末）
（公社）
日本動物園水族館協会

図1

大型類人猿の個体数の年変化

（文責：綿貫宏史朗・落合知美・平田聡・友永雅己・松沢哲郎）
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2.3.10

リサーチ・リソース・ステーション（RRS）の成立まで

１）はじめに
文部科学省の支援を受けて実施した「リサーチ・リソース・テーションによる環境共存型飼育
施設（RRS）
」の事業について歴史的な経緯を踏まえて概説する。
リサーチ・リソース・ステーション（RRS）は、里山の自然を活かしたすばらしい環境でサ
ル類を飼育し、多様な霊長類研究を支援する事業である。官林キャンパスから北東約 2km の場
所で、東海自然歩道の通る愛知県と岐阜県にまたがる丘陵地帯の山すその里山に位置する。名鉄
の保有する約 70 ヘクタールの山林のうち、南の山すその約 10 ヘクタールを利用して緑豊かな環
境での飼育をめざした。里山の林をフェンスで囲っただけの簡素なつくりである。自然に近い環
境でニホンザルが暮らしている。放し飼いにしている場内があまりに広いので、どこにサルがい
るかすぐには見えない。旧来の飼育方法の常識を破る、日本から発信するユニークな飼育形態と
いえるだろう。
「2 場で 1 式となる運動場」を用意し、
「移牧」あるいは「交牧」とでも表現すべきだろうか、
一方の運動場でサルを飼育し他方は休ませて緑を回復させる。そうした屋外運動場形式の飼育と
平行して、受胎日を調整し父親を選別するための計画的出産の必要上、連結個別ケージおよび小
型グループケージ方式で飼育する育成舎も造った。またユニークな試みとして、巨大な排水貯留
槽を設け、いっさいの排水を場外に出さない。浄化した水をポンプアップして場内に散水し蒸散
させるシステムだ。雨水さえも調整池にいったん貯め置く。RRS は新しい理念である「環境共
存型飼育施設」をめざした事業である。
まず平成 17 年（2005 年）度に措置された施設整備費で、善師野に第 2 キャンパスが整備され、
約 10 ヘクタールの土地でニホンザルの飼育繁殖施設が整った。ついで平成 18（2006 年）度から
5 か年計画で、特別教育研究経費事業（戦略的研究、拠点形成型）として、RRS 事業が認めら
れた。なお、この RRS 事業は、国の推進するナショナル・バイオリソース事業（RR2002）の
一環で、ニホンザルの繁殖供給事業をめざすニホンザル・バイオリソース・プロジェクト（略称
NBR、拠点機関は生理学研究所、伊佐正代表）と連携した事業である。
RRS 事業により新たな建物が平成 19 年（2007 年）3 月に竣工した。この施設は、研究所とし
ては平成 7 年（1995 年）3 月竣工の類人猿行動実験研究棟（約 2500 平米）の新営以来の大掛か
りな施設である。自然の里山の景観と環境を生かして、研究用のニホンザルの繁殖育成と多用な
研究の推進を企画している。平成 19 年（2007 年）は RRS 発足の記念すべき年度であり、開所
式を平成 19 年（2007 年）6 月に、現地と明治村でおこなった。
２）RRS 構想の成立：1993 年から 2000 年まで
竣工に到るまでの経過の概略を述べ、記録に留めたい。RRS の実現には昭和 42 年（1967 年）
の研究所創設以来の多年の努力があった。昭和 44 年（1969 年）に、サル類保健飼育管理施設が
創設され、自家繁殖体制を確立するために、特に実験利用が多いと想定されたニホンザルとアカ
ゲザルを中心に野生由来個体の導入がおこなわれた。
1980 年代初頭に、研究所は自家繁殖体制をすでに確立した。昭和 56 年（1981 年）には年間
100 頭の研究用個体の供給を果たしている。昭和 61 年（1986 年）
、
「サル類の飼育管理および使
用に関する指針」を自主的に策定した。この種のガイドラインとしては全国に先駆けたものであ
り、他の学会等のガイドライン策定の手本となった。その後、平成 14 年（2002 年）には「飼育
サル用ガイドライン」として改訂している。こうした実験動物としてのサルの利用と平行して、
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平成元年（1989 年）には、野生サルの研究利用に関する指針も策定している。
「野生霊長類を研
究するときおよび野生霊長類を導入して研究するときのガイドライン」である。
RRS 事業の主要な経過をまず概説する。平成 5 年（1993 年）3 月、最初の候補地である犬山
市郊外の今井パイロットファームの土地利用を犬山市と交渉し始めた。久保田競所長の在任時期
である。その後、候補地は今井パイロットファームから、東大演習林、そして現在の善師野地区
小野洞に変わった。杉山幸丸所長（1995 － 1998 年度）の在任 4 年間のご尽力により、RRS 事
業推進の核となる組織、「人類進化モデル研究センター」が平成 11 年（1999 年）度に発足した。
その発足と同時に小嶋祥三所長（1999 － 2002 年度）が就任した。小嶋所長は、この新センター
を核として、現在のかたちとなる RRS 事業の青写真を作り、その推進の種を撒いて育てた。茂
原信生所長（2003 － 2005 年度）の時代になって、実際に RRS の施設整備費や、事業費である
特別教育研究経費が措置されて、RRS 事業が現実に動き始めた。そうして平成 18 年（2006 年）
度末の竣工を迎えた。歴代の所長と所員各位のご尽力があって完成したといえる。
以下では、RRS 事業の経過を詳述し記録に留める。平成 5 年（1993 年）3 月に、
「犬山サルの
森構想」について犬山市と最初の交渉が始まった。話し合いの結果、それまでほぼ無縁であった
霊長類研究所と犬山市との連携をまず深めようということになり、
平成 5 年（1993 年）7 月 21 日、
犬山市の図書館に「サル文庫」が発足した。全国でもきわめて珍しい、霊長類の書籍のみを収集
した蔵書コーナーである。そのほかに、地元の小学生を研究所に招いての講義や、市民公開日や、
市の主催する講演会への講師派遣などが実現した。
その後、研究所では平成 6 年（1994 年）7 月に「所外の土地利用の将来構想を考えるワーキン
ググループ」を将来計画委員会のもとに発足させた。そこで 10 回の審議を重ね、
平成 7 年（1995
年）3 月の協議員会で最終案を取りまとめた。
「京都大学霊長類研究所フィールドステーション
（FS）構想」である。犬山市郊外に大規模な放飼場を建設する計画だ。すでに霊長類研究所は、
創設以来、サル類の自家繁殖の体制を確立してきた。つまり野生のサル類を保護しつつ、飼育下
で繁殖した個体のみを実験研究に供する体制である。しかし、急速な宅地化がすすみ、約 3.2 ヘ
クタールの現在地で、当時 25 種類 800 頭近いサルのなかまを狭隘な施設で飼育せざるをえない
状況だった。動物福祉の理念にそって快適な環境でサル類を飼育する限界に近づいているという
認識だった。ワシントン条約で、人間以外の霊長類はすべて、絶滅の危機に瀕しているか、その
おそれのある野生動物と規定されている。また、霊長類は、哺乳類のなかではめずらしく、木の
上でくらすようになった動物群である。人間の福祉向上のために彼らの命をいただくことはやむ
をえないとしても、自然の野山に近い、広々とした環境で健康なサルを飼育したい。本来の暮ら
しをさせてはじめて、
多様な霊長類研究が展開する。そういった認識をもとに、
犬山市郊外の「今
井パイロットファーム」約 100 ヘクタールを候補地とした当初構想を立てた。なお、霊長類研究
所と犬山市の連携のシンボルとしての市立図書館「サル文庫」は、四半世紀たった（23 年後の）
今日も続いている。
平成 7 年（1995 年）4 月、共同利用研究の所外無償供給事業が開始された。所内では遂行でき
ない共同研究に限り、実験用にサルを所外に供給（貸与）する体制が整備された。初年度は年間
3 頭の供給だった。その後、年間 10 － 20 頭規模に拡大した。
平成 8 年（1996 年）から、来たるべき平成 10 年（1998 年）度概算要求を目標として、施設の
名称変更を伴う組織整備と、今井の土地取得、その両方をめざした。実際には組織の要求を先に
すべきであるという文部科学省と大学本部の指導があって、平成 11 年（1999 年）4 月に、RRS
推進の核となる研究組織が整備された。それまで「サル類保健飼育管理施設」という名だった実
験動物の附属施設が、拡充改組されて、教授 2 名・助教授 1 名・外国人客員教員 1 名が純増され、
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現在の「人類進化モデル研究センター」が新たに設立されたのである。新センターは、従来の飼
育霊長類すなわち「旧世代ザル」とは一線を画した「新世代ザル」の育成を目標に掲げた。本来
の発想であるフィールドステーション構想に添った施設を建設する。自然に近い環境で親やなか
まと暮らしつつ、一方で、その遺伝的特性や生理的特性が明確に把握され、多様な科学研究の基
盤となるサル類、それが「新世代ザル」という理念である。
平成 12 年（2000 年）11 月、日本霊長類学会から捕獲した野生ニホンザルの実験利用について
声明が出された。
「当面は、実験利用はやむをえないが、長期的には飼育下繁殖体制の確立が必
要である」というものである。
３）RRS の始動：2000 年の「サル・ネット」以降の NBR との連携
平成 12 年（2000 年）12 月、「サル・ネット」の最初の準備会があった。サル類の実験研究利
用を推進する研究者のネットワークである。これがのちのニホンザル・バイオリソース・プロジェ
クト（NBR）の母体となるものだ。科学研究費「統合脳」から支援を得て、関係者が集合した。
当時の役職でいって、杉山前所長、小嶋当事所長、松林センター長はじめ所外の研究者など関係
する方々が一堂に会して、繁殖施設の建設とそれまでの暫定措置について議論し協力を約した。
平成 13 年（2001 年）2 月、RRS 計画（今井と東大演習林）の概算要求が初めて大学から文部
科学省まで出て行った。しかし、この大きな構想に対して、学術機関課およびライフサイエンス
課ともに厳しい意見だった。
平成 14 年（2002）3 月、
新たな転機が訪れた。当時、
研究所は今井で計画したフィールドステー
ション構想を、新たに発足した人類進化モデル研究センターによって推進していた。突然、そこ
に生命科学の研究の基盤整備をめざす「ナショナル・バイオリソース」計画（RR2002）がもち
あがった。国が推進するバイオリソース事業で、
それが平成 28 年（2016 年）の現在も続いている。
ニホンザルをそのバイオリソースのひとつとして位置づけ、生理学研究所を中核機関として文部
科学省に申請する計画である。生理学研究所の伊佐正、東大の宮下保司のご両名がその計画の中
核で、霊長類研究所にお二人が来所され、応分の協力が求められた。生命科学の研究の基盤整備
に国が動き始め、日本神経科学会、日本生理学会、日本霊長類学会などから日本学術会議や総合
科学技術会議へ出された要望を受けて、ニホンザルの繁殖供給がその候補として動き出したので
ある。
平成 14 年（2002 年）4 月、RRS の基本構成計画、すなわち平成 16 年（2004 年）度概算要求
への基本説明資料ができた。RRS では新しい価値をもった研究用サル類の創出育成とその基礎
研究をおこなうという目標である。当時の研究用サル類の保有頭数 20 種約 800 頭、繁殖頭数約
120 頭だった。それを最終的にほぼ 2 倍の規模（保有頭数 1600 頭、繁殖予定頭数 250 頭）にす
ることを計画した。このうち約 350 頭は、
日常的に実験に使用するために官林キャンパスに残す。
したがって RRS 計画のうち、新たな取得土地で保有するのは、差し引き 1250 頭になる。繁殖
予定頭数 250 頭のうち、半数を超える頭数を所外供給する予定だった。種別の保有個体数も明記
された。つまり、研究所の研究用サル類保有の将来構想ある。原猿（ワオキツネザル）20 頭、
新世界ザル 3 種（フサオマキザル、リスザル、ヨザル）60 頭、小型新世界ザル 2 種（マーモセッ
ト、タマリン）40 頭、特殊病原体フリー（SPF 化）を果たしたマカク 2 種（ニホンザル、アカ
ゲザル）300 頭、オナガザル 10 種 500 頭、小型類人猿（テナガザル）2 種 12 頭、大型類人猿（チ
ンパンジー）20 頭である。そのほかに、実験用グループケージで飼育するもの（マカクザルを
主として各種）300 頭、という全体計画だった。
RRS は、霊長類研究所の多年にわたる独自構想である。それに対して NBR は、国の推進す
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る生命科学研究の基盤整備の事業である。それが平成 14 年（2002 年）度から、ある意味で緊密
に連携を取りながら進んできた。RRS の側からいうと、まず研究利用のニーズの高いニホンザ
ルから整備していこうという計画である。①国の推進する実験動物としてのニホンザルの繁殖供
給事業と、②霊長類研究所が多年にわたって実践してきた自家繁殖の技術と、③人類進化モデル
研究センターを推進の核として「新世代ザル」を育成したいという研究所の理念という、3 つの
流れが時機を得て融合したのが、リサーチ・リソース・ステーション事業だといえるだろう。
４）RRS の実現：2003 年事業開始から 2007 年の竣工まで
幸い、文部科学省ならびに京大本部の各位のご理解と努力があって、平成 15 年（2003 年）度
に現在の RRS の原型となるパイロット事業が研究所敷地の北隣の借地で、現在の呼称でいうと
ころの第 4 放飼場と第 5 放飼場として始まった。環境共存型屋外飼育施設を試験的に建設する、
東大演習林との共同研究である。平成 15 年（2003 年）10 月 9 日には、RRS に関する所員説明
会を、全所員を招集して実施した。『RRS 計画は研究所の独自の概算要求計画で、研究所が維持
してきた 20 種 800 個体の多様なサル類の将来計画である。一方、NBR は、岡崎の生理学研究所
が中核機関となっている国のライフサイエンス支援事業である。NBR の預託を受けて、霊長類
研究所はニホンザルの繁殖供給事業を、RRS 計画の一環としておこなう。NBR 事業をおこなっ
ても、所員ならびに共同利用研究員の使うサル類については引き続き無料とする。RRS 計画は、
善師野地区小野洞で展開する第 2 キャンパス構想として実現する』というものである。この所員
集会での説明で示された構想が、現在に到る事業方針の骨子となり受け継がれている。
平成 16 年（2004 年）度の国の予算として、特別研究充実設備費が措置され、RRS 事業を推
進するために必要な基盤整備として、検疫舎の改修その他の官林地区の整備をおこなった。パネ
ル型の建材を組み合わせた新方式のニホンザルの屋外運動場や、多目的研修室も整備された。そ
して、年度末の平成 17 年（2005 年）3 月には、NBR の預託を受けたニホンザル供給のため、最
初の母群導入を果たした。同時に、2 年間にわたる東大演習林との共同研究の成果を「サルと森
との共生条件」として出版した。
その平成 17 年（2005 年）3 月の協議員会で、以下の重要事項を報告し承認された。
①

平成 17 年（2005 年）度予算で 5 億 3 千万円の施設整備費がついた（敷地造成、管理棟 1、
育成舎 1、連結式放飼場 2 の建設費用）
。

②

名鉄との土地交渉が平成 17 年（2005 年）度に始まる 20 年間償還で妥結した。

③

施設環境部が善師野地区小野洞の南 10 ヘクタールの調査に着手した。

④

NBR へのニホンザル供給は、現在の要求どおりの施設ができたとして、年間 100 頭程度
となる（所外供給するニホンザルはすべて NBR を窓口とする。所内と共同利用は従来ど
おり無料とする）
。

以上の重要事項であり、その骨組みは今も受け継がれている。
犬山市の全面的な支持と協力を得て、地元への説明会を真摯に積み重ねた結果、最終的にその
ご理解を得ることができ、翌年の平成 18 年（2006 年）5 月に本格的に着工の運びとなった。ま
る 1 年間をかけた環境調査で、工事予定地の里山の谷筋には、ギフチョウの食草であるカンアオ
イの生えていることが確認されていた。そこで、人類進化モデル研究センターの景山・松林両教
授をはじめとする職員が総出で、着工前に、その一本一本をていねいに上流部に移植した。鹿島
建設をはじめとする建設に携わってくださった方々は、限られた時間のなかで懸命な作業を続け
てくださった。そして、平成 19 年（2007 年）3 月、ようやく RRS の竣工を迎えることができた。
大学院重点化改組で大部門制が敷かれた平成 5 年（1993 年）に、
RRS の前身のフィールドステー
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ション（FS）構想の着手があった。それ以来、14 年の歳月がかかって実現したことになる。
５）RRS のめざしたもの：2007 年の竣工以降
平成 18 年（2006 年）度からはじまった特別教育研究経費（平成 18 － 22 年度計画）によって、
RRS 事業はその研究・教育・社会貢献の真価が問われる段階になった。RRS 事業は、杉山―小
嶋―茂原という歴代の所長をはじめ、協議員各位、そしてそれを支えてくれた多くの事務職員・
技術職員の方々、さらにはその業務を補助してくださった非常勤職員の皆様方の力を結集して成
し遂げられたといえるだろう。文部科学省、京大本部、霊長類研究所、それぞれの場所でたくさ
んの方々が永年にわたって支援してくださった。研究所の創立 50 周年を契機に、そのことをこ
こに銘記したいと思う。
近年、サル、クマ、シカといった森の動物たちが人里に降りてきて、悪さをするという話をよ
く耳にする。
「有害鳥獣駆除」という名のもとに、毎年、数千頭を越すクマが捕獲されている。
一部は山に返されるが、同じく数千頭を超える数のクマが撃ち殺されている。じつはサルも、毎
年 1 万頭以上もの野生ニホンザルが捕殺されているという。いわゆる猿害で頭を悩ませる行政に
とって、捕獲したサルの実験利用は、ある意味で、ありがたい解決だった。サルの命をむだにし
なくてすむからだ。研究者は無料でサルを手に入れられるという「利点」があった。でも、そう
した駆除と利用の構造を許すと、野生のサルの暮らしを守る保証がなくなってしまう。人間の側
のいわば勝手な論理で、際限なく駆除されるおそれがある。実際、貴重な地域の群れが全滅する
可能性も指摘されている。また研究者の側にとっても、いつ生まれたのか年齢さえわからない、
親が誰かも定かでない、しかもどのようなウイルスや細菌に感染しているかわからない、そうし
たサルを扱う危険から逃れられない。
RRS は、ニホンザルの実験研究のための利用を下支えしつつ、野生の群れに決定的なダメー
ジを与えないように配慮する、ひとつの人間の知恵だった。これが最終の根本的な解決ではない
だろうが、人間の福祉向上に必須な生命科学や神経科学その他の研究を推進しつつ、野生のニホ
ンザルの保全を考えていくうえで、ひとつのモデルとなるユニークな事業だといえるだろう。
以上、今から 10 年前の「年報」に記載されている、平成 18 年（2006 年）度の研究所の活動
の概要報告をもとに、RRS の設立の経緯を述べた。京都大学の理念は、
「地球社会の調和ある共
存」である。平成 18 年（2006 年）度末の、リサーチ・リソース・ステーション RRS の第 1 期
工事の竣工は、日本人とニホンザルの共存に向けたささやかな一歩だったといえるだろう。この
原稿を結ぶにあたって、10 年前の活動報告の文言をそのまま引用することで 50 周年記念誌への
寄稿の責を果たしたい。
『これからも、人間にとっても、サルたちにとっても、よりよい未来が
開けるように努力していく所存です。ニホンザルを端緒として、チンパンジー、テナガザル、オ
マキザルなど、人間以外の霊長類の保全と福祉の向上にさらに努めてまいります』
。
（文責：松沢哲郎・鈴木樹理）

2.3.11

野生動物研究センターの創設

平 成 20 年（2008 年 ）4 月 1 日 に、 京 都 大 学 に 野 生 動 物 研 究 セ ン タ ー（Wildlife Research
Center）が発足した。霊長類研究所の付属施設だった
「ニホンザル野外観察施設」
を平成 19 年
（2007
年）度末に廃止し、スクラップアンドビルドによって、霊長類だけでなくそれ以外の絶滅の危機
に瀕した野生動物の研究をする別の組織を作ったのである。なお野生ニホンザルの研究と保全と
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いう使命は野生動物研究センターに引き継がれた。
母体となる霊長類研究所は、定員教員 2 名（准教授 1 名、助教 1 名）のポストを供出した。こ
れにともない幸島と屋久島にある 2 つの観察所も新センターに移管し、鈴村崇文 , 冠地富士夫の
技術職員 2 名も所属が新センターになった。宮崎県の幸島では、1948 年に最初の野生ニホンザ
ル調査がおこなわれてから 60 年間にわたって貴重なサルの家系情報を記録している。天然記念
物のサルのいる島を京大の直轄する新センターに置くことで、広く学内外の利用が進み、霊長類
だけではない多様な研究が進むと期待した。また鹿児島県の屋久島は世界自然遺産の島であり野
生のサルとシカが共存している。多様な昆虫や植物の宝庫でもある。屋久島観察所も新センター
のもとで京大に直結してさらに施設整備を進めていくこととした。実際に平成 26 年（2014 年）
10 月 1 日に、
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の支援で、
屋久島に「PWS
ハウス屋久島」が新設された。
このほかに外国人客員研究員ポスト 1 名と、野生ニホンザル観察施設に由来する運営費交付金
と、福祉長寿寄附研究部門の人員と寄附金を供出した。
これらの身を切る努力に対して大学本部（当時の尾池和夫総長）は、教授ポスト 4 名と事務職
員 1 名分を措置してくださった。こうして霊長類研究所から分離独立した野生動物研究センター
は、野生動物の研究拠点としてユニークな活動を続け、霊長類研究所と同様に「共同利用・共同
研究拠点」にも採択されている。http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/
センター設立の申請部局である霊長類研究所の所長という職責で「野生動物研究センター設置
準備委員会委員長」を拝命した。以下では、主に WRC の成り立ちについて回顧する。
尾池和夫総長の問いかけ
霊長類研究所の所長になってまもない平成 18 年（2006 年）の夏休み前、時計台の 2 階で開催
された部局長懇親会の会場で、尾池和夫総長から話しかけられた。
「大学には植物園も水族館もあるのに、なぜ動物園はないのですか」
一瞬答えに窮し、
「しばらく考える時間をください」と申し上げた。
たしかに京都大学植物園は京都の北白川にある。また、京都大学水族館が和歌山県の白浜町に
ある。百万遍には京都大学総合博物館もある。しかし、京都大学動物園はない。そもそも、大学
に動物園があるというのは寡聞にして知らない。
ひと夏考えた。ようやく考えがまとまって、11 月 21 日に総長にお返事を差し上げた。
「大学
が研究対象として野生動物をもっと取り上げ、動物園と連携して、京都大学らしい社会貢献をす
るべきだ」というのが主旨である。
京都大学の動物学教室において、当時、最も重要な研究対象はホヤだった。脊索動物から脊椎
動物への進化をゲノム的視点から解析するうえできわめて重要な動物だ。また、50 年間 1200 世
代以上にわたって暗黒条件下で継代飼育しているショウジョウバエの遺伝子変異と行動に関する
研究も貴重である。ヤドカリについての優れた研究もあった。しかし、動物学教室では、動物園
にいるゾウやキリンやライオンやカバの研究は誰もしていなかった。京大の培ってきたフィール
ドワークの伝統を活かし、最新のライフサイエンスの手法を加えて、野生動物の研究を通じたユ
ニークな社会貢献ができると考えた。
野生ゴリラ研究の山極寿一さん（当時、理学部進化人類学教室教授）
、フィールド医学を提唱
していた松林公蔵さん（当時、東南アジア研究所教授）らを同志として、計画の立案を進めた。
明けて平成 19 年（2007）年 3 月 14 日、
「京都大学野生動物研究センター」という名称が尾池総
長から示唆された。その後ほぼ 1 年間にわたり学内のさまざまなレベルでの審議を経てセンター
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発足に到った。
野生動物研究センター憲章
平成 20 年（2008 年）年 2 月 5 日、
最後の設置準備員会で「京都大学野生動物研究センター憲章」
が制定された。
『京都大学野生動物研究センターは、野生動物に関する教育研究をおこない、地球社会の調和
ある共存に貢献することを目的とする。その具体的な課題は次の 3 点に要約される。第 1 に、絶
滅の危惧される野生動物を対象とした基礎研究を通じて、その自然の生息地でのくらしを守り、
飼育下での健康と長寿をはかるとともに、人間の本性についての理解を深める研究をおこなう。
第 2 に、フィールドワークとライフサイエンス等の多様な研究を統合して新たな学問領域を創生
し、人間とそれ以外の生命の共生のための国際的研究を推進する。第 3 に、地域動物園や水族館
等との協力により、実感を基盤とした環境教育を通じて、人間を含めた自然のあり方についての
深い理解を次世代に伝える』
。
なお憲章の英文は、以下のとおりである。
The Declaration of Wildlife Research Center of Kyoto University
The Wildlife Research Center of Kyoto University aims to promote the scientific research and
education on wild animals, and to contribute to the peaceful coexistence of living organisms on planet
earth. The mission can be summarized in the following three points. First, the center should carry out
basic research on endangered and threatened species of wild animals to promote their conservation in
their natural habitat, to improve their health and welfare in captivity, and to encourage the fusion of
scientific approaches to advance our understanding of human nature. Second, the center should
integrate different areas of science to create new disciplines applicable to field settings and to
encourage international collaboration for the symbiosis of humans and other living organisms. Third,
in collaboration with zoos, sanctuaries, aquariums, museums, etc, the center should promote
environmental education of youths by offering them unique experiences with nonhuman animals, and
provide young people with a deep insight into nature including ourselves.
新センターの拠点は、京都大学本部のある吉田地区にした。そこに教職員の大半がいる。幸島
観察所と屋久島観察所という 2 つのフィールド研究施設を霊長類研究所から委譲した。新セン
ターの設立を構想していた平成 18 年（2006 年）秋に、
チンパンジーの医学感染実験が廃絶された。
その結果 77 個体のチンパンジーが残った。チンパンジー・サンクチュアリ・宇土（CSU）とい
う保護施設ができ、霊長類研究所が平成 19 年（2007 年）8 月 1 日から寄附講座を設置してその
運営を付託された。このサンクチュアリ運営も、絶滅危惧動物の保全福祉研究に特化した施設と
いう視点から、野生動物研究センターに委譲した。こうした国内 3 研究拠点に加えて、アフリカ
に 6 つ、ボルネオに 1 つの海外研究拠点をもって出発した。
大学院教育は、京大の理学研究科生物科学専攻でおこなうこととした。毎年 4-5 名の採用を予
定し、定員は霊長類研究所の学生定員の中でまかなうこととした。それまでの「霊長類学系」と
いう呼び名を「霊長類学・野生動物系」に改めた。修士の 2 年間を経て動物園・水族館等に就職
する途を想定した。博士から編入することもできる。獣医を卒業したあと 3 年間、京都大学にき
て野生動物の研究をし、
その間にアフリカやボルネオで実習して博士学位を取得する道が開けた。
フィールドワークと動物園
合計 6 名の教員の人事を設置準備委員会でおこなった。定員教授として、伊谷原一、幸島司郎、
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村山美穂の 3 名を採用した。定員准教授として、杉浦秀樹、田中正之、中村美知夫の 3 名を採用
した。なお中村のポストは、本来は助教の職階だったが、ちょうど准教授に空席のできた霊長類
研究所と協議して、准教授と助教のポストを一代限りで交換した。外国人客員教員のポストを利
用してタチアナ・ハムルを准教授で雇用した。寄附講座の「福祉長寿研究部門」を霊長類研究所
からもらい受けたので、中村美穂、藤沢道子、森村成樹の 3 名の教員がそのまま移籍した。以上、
合計 10 名の草創の教員がいて、彼らのフィールドワークの足跡を追えば、極地を含めた全世界
に及ぶ。しかも 10 名中 4 名が女性で、外国人も 1 名いる。なお、幸島と村山の両教授はフィー
ルドワークとともに DNA の解析技術にも詳しい。
教員がそれまで扱ってきた野生動物は、チンパンジー、ボノボ、サイ、イルカ、シャチ、ほか
にウシやウズラやイヌなどの身近な動物もいた。定員教員のほかに 10 名の兼任教員を発令した。
松沢ら霊長類研究所以外に、学内外の研究者を糾合し、ゴリラの山極、ゾウやクジャクの長谷川
寿一、アホウドリの長谷川博、哺乳類全般の遠藤秀紀らがいた。
野生動物のフィールドワークは、チンパンジーやボノボやゴリラやオランウータンなど大型類
人猿の研究では日本が世界の第一線にある。しかし、その他の野生動物の研究では大きく遅れを
とっている。WRC から、
ゾウやキリンやサイやイルカやペンギンの研究者が育ってほしいと願っ
た。なお、事務職員についてはセンター固有の事務掛長のほかに、事務長は霊長類研究所事務長
が兼務することとした。初代事務長として小倉一夫が霊長類研究所事務長としての役目と同時に
着任した。
野生動物研究センターの設立計画を進めると同時に、大学と動物園との連携も進めた。その結
果、平成 19 年（2007 年）9 月 1 日に、霊長類研究所准教授だった上野吉一が名古屋市の東山動
物園に企画官として就職した。動物園の再生計画を進めるなかで京都大学とも連携してゆく体制
が始まった。また、
平成 20 年（2008 年）4 月の発足当初から、
野生動物研究センター准教授になっ
た田中正之が、京都市動物園に常駐して研究を始めた。その結果、5 年後の平成 25 年（2013 年）
4 月 1 日に、京都市動物園に「生き物・学び・研究センター」
（http://www5.city.kyoto.jp/zoo/
crew）ができ、田中が初代センター長として赴任した。つまり京大の准教授が京都市の職員にな
り動物園に勤務するという画期的な事例になった。なお、田中の後任には平田聡が教授として着
任した。野生動物研究センターが、引き続き、野生動物の自然の生息地での研究と、動物園での
環境教育とをつなぐ架け橋の役割を期待したい。
野生動物研究センターの設立には以下の方々が関与した。敬称は省略すが記して感謝したい。
尾池和夫総長をはじめとした多数の皆様方のご支援をいただいた。とくに丸山正樹、東山紘久、
松本紘、木谷雅人、中森喜彦、北徹、西村周三の理事・副学長には、それぞれのお立場から厚い
ご支援を賜った。とくに丸山副学長には、企画段階からお世話になり、京都市との橋渡しを最初
にしていただいた。松本副学長には、新センターの研究計画の実現に必要なご助言を賜ると同時
に、設置準備委員会担当理事の役を担っていただいた。木谷副学長には、事務職員の配置やセン
ター設置場所（現在の田中関田町の建物）についてご尽力いただいた。北副学長には、耐震改修
工事中の吉田構内で新センター施設の確保にご配慮いただいた。設置準備委員会には、上記の 4
副学長に加えて、加藤重樹理学研究科長、川崎良孝教育学研究科長、平松幸三アジア・アフリカ
研究科長、高林純示生態学研究センター長、白山義久フィールド科学教育研究センター長、水野
廣祐東南アジア研究所長、松林公蔵東南アジア研究所副所長、山極寿一理学研究科教授、渡邊邦
夫・景山節・遠藤秀紀・霊長類研究所教授、長谷川寿一東京大学教授、中道正之大阪大学教授に
ご参加いただいた。大学院教育の実現にあたっては、理学研究科の加藤理学研究科長はじめ、淡
路敏之、平野丈夫、七田芳則、今福道夫の各教授にお世話になった。短期間で大量の事務作業が
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必要であり、霊長類研究所の井山有三事務長、河田友彦会計掛長、細川明宏総務掛長はじめ事務
職員各位の尽力なくしては実現しなかった。京都市動物園との連携については、京都市の星川茂
一副市長と京都市動物園の上田至園長にご尽力いただいた。名古屋市東山動物園との連携につい
ては、松原武久市長、山田雅雄副市長、小林弘志園長、再生推進室の堀場和夫・大井憲司・上野
吉一の各氏にご尽力いただいた。寄附講座の移管については三和化学研究所の山本一雄社長のご
理解とご支援を得た。初代センター長の伊谷原一教授の割愛においては林原健・林原グループ社
長の厚いご理解を得ることができた。紙幅が尽きてお名前を挙げることができないが、京都大学
内外の多くの皆様方のご支援なくして新センターは実現しなかった。改めて、皆様方に深く感謝
の意を表したい。
（文責：松沢哲郎）
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2.4
2.4.1

その他の研究教育活動
大学院教育

沿革
霊長類研究所における大学院教育は、1972 年に、大学院理学研究科動物学専攻の中の霊長類
学分科として、日本の大学・大学院で唯一霊長類学を標榜する形で始まった。しかし、その発足
に際しては、研究所の主たる使命である共同利用研究と教育とのエフォート配分の問題や、卒業
生の就職の可能性などについての激しい議論がなされた。この問題は現在の大学院教育をめぐる
問題の一つでもある。1980 年代に入ると霊長類学の確立と総合化を推進すべく専攻独立の議論
が始まった。その結果、1986 年には、
霊長類学分科は動物学専攻から独立して霊長類学専攻となっ
た。動物学、植物学、生物物理学に続く 4 番目の生物系専攻であった。この専攻独立によって、
専攻独自のカリキュラムを組み、学位授与まで他専攻から独立した教育を行うことが可能となっ
た。当時の大学院教育の特徴としては、各年度平均して 4 名程度の学生という少人数主義の下で
の、1 専攻 1 分科制による 5 年一貫教育があげられる。このようなシステムの下、総合学として
の霊長類学の教育体制が整備されていった。
しかしながら、時代の流れの中で内因と外因によって大学院教育は大きく変化していく。1993
年度から、博士後期課程への編入が認められることになり、5 年一貫教育の原則が発展的に解消
した。さらに、90 年代の大学教育を席巻した大学院重点化の波が理学部にも押し寄せ、1995 年
度から理学研究科への改組がなされた。その結果、生物系 4 専攻は「生物科学専攻」という一つ
の大専攻に改組され、霊長類学専攻はその中の 4 系の一つ、霊長類学系となった。また、霊長類
研究所など理学研究科以外の部局から大学院に参画している部局は、基幹講座ではなく協力講座
として関与していくこととなった。この改革にともない、研究所内でも大学院教育の見直しの議
論が活発に行われた。博士編入、実質的な定員の増加、そして複数分科制などがその対象であっ
た。1997 年 3 月に系教員会議内にアドホック委員会が設置され、1999 年度から各研究分野ごと
に分科が設置される複数分科制に移行した。さらに、2008 年度の野生動物研究センターの発足
にともない、野生動物分科が新設されるとともに、
「霊長類学・野生動物系」に移行した。
大学院には設置当初から留学生が入学してきたが、その数は微々たるものであった。21 世紀
以降、研究所の活動の国際連携化が進む中で、国際共同先端研究センターが設置され（2009 年）
、
それに続く大学院教育の国際化が喫緊の課題となった。これに応えるべく、本学が参加した文部
科学省の国際化拠点整備事業（グローバル 30）とも連携して、国際コースを設置し、国際入試
制度の整備がすすめられた。現在は、年に 2 回入試が実施され、年間 5 名程度の留学生を受け入
れてきている。この制度は後述のリーディング大学院「霊長類学・ワイルドライフサイエンス」
とも連動しながら、研究所の国際化の一端を現在も担い続けている。
1980 年代までは、研究所の教育は大学院教育が中心であった。しかしながら、1992 年に本学
の教養部が総合人間学部に改組されたのを受けて 1993 年度から「全学共通科目」への各部局の
参加が可能となった。これを受けて、1994 年から教員 4-5 名によるリレー講義「霊長類学概論」
が始まった。これは現在も「霊長類学のすすめ」
（およびその発展科目の「霊長類学の現在（2015
年度まで実施）
」
）
、
「霊長類学入門Ⅰ、Ⅱ」と名称を変えながら現在まで継続しており、少人数形
式の「ポケットゼミナール（1998 年度から。現在は ILAS セミナー）
」とならんで研究所が行う
全学共通教育の柱となっている。
（文責：友永雅己）
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学位取得者一覧
課程博士
渡邊邦夫

Variations in group composition and population density of the two sympatric Mentawaian 1981
leaf-monkeys（インドネシア、メンタウェイ産 2 種のリーフモンキーにおける集団構成と
生息密度の変異について）

佐藤俊

Pastoral Movements and the Subsistence Unit of the Rendille in Northern Kenya：With 1980
Special Reference to Camel Ecology（ラクダの生態学から見た北ケニア、レンディーレ族
における遊牧と生計維持単位）

松村道一

An intracellular study of synaptic potentials during voluntary movemant in primate motor 1978
cortex（霊長類皮質運動野における随意運動中のシナプス電位の細胞内の研究）

菅原和孝

Sociological Study of Hybrid Baboons between Papio anubis and P. hamadryas in the Awash 1981
Valley,Ethiopia（エチオピア、アワシュ峡谷におけるアヌビスヒヒとマントヒヒの種間雑
種の社学的研究）

十川和博

A Neutral Proteinase of Monkey Liver Microsomes：Solubilization, Partial Purification and 1979
Properties（サル肝臓ミクロソームの中性プロテイナーゼ：その可溶化、部分精製および
性質）

浜田生馬

Monkey pyramidal tract neuron activity in velocity-controlled task（速さの調節された課題 1979
におけるサルの錐体路細胞の活動）

丸橋珠樹

Ecological studies of Macaca fuscata yakui in Yakushima Island, Japan（屋久島に生息する 1982
ニホンザル自然群の生態学的研究）

森山昭彦

サル肺組織カテプシン D の精製と性状ならびに分布特性に関する研究

1980

Baldev Singh Social relationships of Japanese monkeys at Arashiyama with some aspects of troop 1979
Grewal
organization（社会構造の視点に立った嵐山生息ニホンザルの社会関係）
Jean Joseph
Burton

Longitudinal and Quantitative Studies on Associative Behaviors and Group Cohesiveness in 1979
Relation to Feeding Situation in Yugawara-T Group of Japanese Monkey（ニホンザル湯河
原 T 群における給餌の場での親和的行動および集団凝集性に関する長期的量的研究）

小島哲也

An Analysis of Generalization Between Productive and Receptive Use of Names in Artificial 1981
Visual Language in a Chimpanzee（チンパンジーの視覚性人工語における名前の表出と受
容の間の般化に関する分析）

松本真

A new coordinate system using the orbital axis for morphological analysis of primate skulls（眼 1983
窩軸による霊長類頭骨の座標系設定と形態学的分析）

川本芳

インドネシア産カニクイザルの遺伝的分化に関する研究

伊藤眞一

Prefrontal Unit Activity of Macaque Monkeys during Auditory and Visual Reaction Time 1981
Tasks（聴覚ならびに視覚を手掛りとした反応時間課題逐行中のマカクザルの前頭前野ユ
ニット活動）

藤田和生

A Study on the Formation of the Identity-difference Concept by Japanese Monkeys Using a 1982
Small Number of Color Stimuli（少数の色刺激を用いたニホンザルの同異概念の形成に関
する一研究）

船橋新太郎

Responses of monkey prefrontal neurons during a visual tracking task reinforced by substantia 1982
innominata self-stimulation（無名質自己刺激により強化された視覚性追跡課題遂行中のサ
ル前頭前野ニューロンの応答）

森山恭子

Functional Differentiation of Fore-and Hindlimb Muscles in Macaca fuscata determined on 1982
the Basis of Enzymatic Activities（酵素活性からみたニホンザル前後肢筋の機能分化）

星野次郎

Feeding Ecology of Mandrills（Mandrillus sphinx）in Campo Animal Reserve, Cameroon（カ 1986
メルーン国、カンポ動物保護区におけるマンドリルの採食生態の研究）

今井一郎

ザンビア、バングウェウル・スワンプにおける漁撈民の生態人類学的研究

濱田穣

Age changes of the carpal bones in macaques： application of the Fourier analysis on the 1984
radiographs（マカクにおける手根骨形態の年齢変化：X 線写真へのフーリエ分析の適用）

鹿野一厚

A Comparative Study of the Herd Structure between the Ogasawara Feral Goats and the 1990
Samburu Domestic Goats（小笠原の野生化ヤギとサンブルの家畜ヤギの群れ構造の比較研
究）

1984

1988

広谷（宮藤） The study of vocal communication of wild mandrills in Cameroon in relation to their social 1987
浩子
structure（カメルーンにおける野生マンドリルの音声コミュニケーションと社会構造）
159

名取真人

歯の形態に基づくマーモセット科（Callitrichidae）の系統関係の解析

幸田正典

Intra-and interspecific organization among territorial herbivorous fishes（なわばり性藻食魚 1989
類を中心とした種内・種間での社会組織）

広谷彰

Sociological study of reindeer（Rangifer tarandus）in northeastern Finnish Lapland.（北東フィ 1988
ンランドにおけるトナカイの社会学的研究）

三谷雅純

Frugivorous primates and their food resource in tropical rain forest：adaptation for optimal 1988
foraging.（熱帯雨林の果実食性霊長類とその餌資源：最適採食のための適応）

吉久保真一

Species discrimination and classification according to the concept “Rhesus macaque” by rhesus 1989
macaques（Macaca mulatta）
．
（アカゲザルの、
「マカゲザル」概念による種の弁別と分類
行動）

澤口俊之

Roles of catecholamines on neuronal activities related to a visual reaction time task in the 1987
monkey prefrontal cortex（サル前頭前野の視覚性反応時間課題関連ニューロン活動に対す
るカテコールアミンの役割）

大井徹

Socio-ecological study of wild pigtailed macaques（Macaca nemestrina nemestrina）in west 1989
Sumatra, Indonesia.（インドネシア、西スマトラにおける野生ブタオザルの社会生態学的
研究）

村山裕一

Development of Monoclonal Antibodies Recognizing Leukocyte Antigens of the Japanese 1988
Monkeys（Macaca fuscata）
（ニホンザル白血球に対するモノクローナル抗体の作製）

早坂謙二

Phylogeny and molecular evolution of primates inferred from mitochondrial DNA analyses 1988
（ミトコンドリア DNA 解析による霊長類の系統関係と分子進化）

Solomon
Yirga

Metrical analysis of the mechanical relationships between the hind limb bones and the major 1989
locomotor patterns in anthropoidea.（現生真猿類の下肢構成諸骨の形態とロコモーション
パターンの間の関連性についての数量解析的研究）

板倉昭二

Use of personal pronouns by a chimpanzee（Pan troglodytes）
（チンパンジーによる人称代 1989
名詞の使用）

五百部裕

Male-male relationships of wild bonobos（Pan paniscus）at Wamba, Republic of Zaire.

1991

中川尚史

Feeding strategies of Japanese monkeys.

1989

1986

佐倉統

Reconsideration of the concept of group of animals.

1992

室山泰之

Recoprocity of grooming in primates.

1992

伏見貴夫

Acquisition of request and reject behaviors in chimpanzees（チンパンジーにおける要求・拒 1994
否行動の獲得）

大石高生

GO/NO-GO 課題の学習と遂行とにおけるサル前頭葉の役割
所注入による研究─

山下晶子

Ontogeny of cholecystokininimmunoreactive structures in the primate cerebral neocortex.

1991

髙井正成

Middle Miocine monkey fossils from La Venta, Colombia, South America.

1992

小林秀司

A Phylogenetic study of titi Monkeys, genus Callicebus, based on cranial measurements.（頭 1992
骨計測値に基づくティティ属の系統関係）

井上美穂

Application of paternity discrimination by DNA finger-printing to the analysis of social 1992
behavior of Japanese macaques.（DNA 多型による父子判定法を用いたニホンザル社会行
動の解析）

─ GABA 拮抗阻害剤の局 1991

Soumah Aly Feeding strategies and reproductive success：nutritional and demographic implications of 1993
Gaspard
social status in Japanese macaques.（採食戦略と繁殖成功：ニホンザルの栄養摂取と繁殖に
おける順位の影響）
橋本千絵

Studies on Deveropmento of Sexal Behavior and Kin Relationships of Wild Bonobos（野生 1996
ボノボの性的行動の発達と血縁関係に関する研究）

松村秀一

Relaxed Dominance Style of Moor Macaques（Macaca maurus）（ムーアモンキーにおける 1995
ゆるやかな優劣関係のスタイル）

揚妻直樹

Feeding ecology of Yakushima macaques（Macaca fuscata yakui）in warm-temperate forest 1995
of Yakushima island, Japan（照葉樹林に生息するヤクシマザルの採食生態）

小川秀司

Social relationships in bridging behavior among Tibetan macaques（チベットモンキーのブ 1994
リッジング行動における社会関係）

花澤明俊

サルおよびヒトにおける、輝度および特徴からの視覚的運動知覚
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1995

金沢創

Comparative study of recognition of facial expressions in Japanese monkeys（Macaca 1997
fuscata）and humans（Homo sapiens）．（ニホンザルとヒトにおける表情認知の比較研究）

松元健二

継時視覚弁別課題遂行中の視覚情報修飾に関わるサル前頭眼窩皮質ニューロンの活動

山越言

Ecological study on tool using behavior of wild chimpanzees（Pan troglodytes verus）at 1997
Bossou, Guinea.（ギニア共和国ボッソウの野生チンパンジーの道具使用行動についての生
態学的研究）

長谷川良平

作業記憶にもとづく眼球運動の発現に関わるサル前頭連合野の神経機構）

金煕洙

Molecular Analyses of Gene on Y Chromosome in Primates.（霊長類における Y 染色体の遺 1997
伝子解析）

嶋田誠

Population genetical and phylogeographical studies on wild populations of grivet monkey 1997
（Cercopithecus aethiops aethiops）in central Ethiopia.（エチオピア中央部におけるグリベッ
トモンキー野生集団の集団遺伝学的および系統地理学的研究）

岡本暁子

Loud calls in wild moor macaques（Macaca maurus）：Analyses on the movement of the 1997
emitter and group members before and after the call.（野生ムーアモンキーのラウドコール：
ラウドコールの前後における発声者と群れメンバーの動きの解析）

Gurja Belay

Population genetics of gelada baboons, Theropithecus gelada, in Ethiopia, inferred from 1997
nuclear and mitochondrial DNA.（核およびミトコンドリア DNA によるエチオピアのゲ
ラダヒヒの集団遺伝学）

田仲祐介

Visual responses to moving objects with invariant contours in the monkey superior temporal 1998
polysensory area（STP）
．
（サル上側頭溝多種感覚野（STP）での輪郭を変化せずに動く物
体に対する視覚応答）

山根到

空間位置の短期記憶を手掛かりにした運動発現の解明

橋彌和秀

Experimental studies of auditory-visual intermodal recognition by a chimpanzee（Pan 1998
troglodytes）
（チンパンジーにおける視聴覚インターモーファルな認知に関する実験的研
究）

大平耕司

発達期霊長類の中枢神経系における TrkB に関する研究

泉明宏

Auditory perceptual organization in Japanese monkeys（Macaca fuscata）：Some properties 1999
concerning sequential and harmonic organization.（ニホンザルの聴覚における知覚的体制
化：同時的・経時的体制化に関わる特性）

1996

1997

1998

1999

伊藤浩介

Methods for the biological study of personality.（性格の生物学的研究のための方法）

呉田陽一

Perception of species-specific vocalizations in common marmosets（Callithrix jacchus）： 1999
Experimental studies operant-based discrimination paradigm.（コモンマーモセットにおけ
る種特異的音声の知覚：オペラント弁別による実験的研究）

Dyah
Perwitasari
Farajallah

Genetic variation of Indonesian long-tailed macaques（Macaca fascicularis）： Geographic 2000
variation of blood proteins and mitochondrial DNAs（インドネシアのカニクイザル（Macaca
fascicularis）の遺伝的変異：血液タンパク質とミトコンドリア DNA の地理的変異）

平田聡

Behavior and cognition of chimpanzees（Pan troglodytes）in social situations（社会的場面に 2000
おけるチンパンジーの行動と認知）

劉成淑

Testis-Specific Proteins, MFSJ1 and PRM2, of Japanese Monkey, Macaca fuscata. Molecular 2000
cloning of cDNAs, structural analysis, and expressional change during development and
reproductive season（ニホンザルの精巣特異的タンパク質、MFSJ1 及び PRM2：cDNA の
molecular cloning, 構造分析、発達と繁殖季節による発現変化）

田代靖子

Ecological factors influencing primate abundance and feeding activity in the Kalinzu Forest, 2001
Uganda（ウガンダ・カリンズ森林における霊長類現存量と採食に影響する生態的要因）

松原幹

Variation of Mating Costs in Wild Japanese Macaques（Macaca fuscata yakui）on 2001
Yakushima Island（屋久島の野生ニホンザルにおける交尾コストの変異）

栗田博之

Study on infant growth and mortality in relation to reproductive strategies in Japanese 2001
macaques（繁殖戦略に関わるニホンザルの幼児成長と死亡の研究）

竹元博幸

Feeding Ecology of Chimpanzees in Bossou, Guinea： Coping with the Seasonal Fluctuation 2001
of Food Supply and Micrometeorology in the Tropical Forest.（ギニア共和国ボッソウ地域
のチンパンジーの採食生態：熱帯林における食物供給量と微気象の季節変化への対応）

土田順子

Age-related changes in cognitive abilities of Japanese macaques（Macaca fuscata）（ニホンザ 2001
ルの認知能力における加齢に伴う変化）
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1999

中井將嗣

Studies on Skeletal Disorders in Japanese Macaques（ニホンザルの骨格疾患の研究）

許禎壬

Studies on Tissue Factor in Male Accessory Reproductive Organs of Macaque Monkeys（マ 2001
カクザルのオス副生殖器における組織因子に関する研究）

郷康広

Characterization and evolution of major histocompatibility complex genes in prosimians（原 2002
猿類における主要組織適合抗原複合体遺伝子群の進化機構の解析）

下岡ゆき子

Socioecological study of spider monkeys（Ateles belzebuth belzebuth）at La Macarena, 2002
Colombia：seasonality and sex differences in a fission-fusion social organization（コロンビア・
マカレナ地域におけるクモザルの社会生態学的研究：離合集散の季節変化と性差）

西村剛

Studies on the ontogenetic changes in the shape of the vocal tract in chimpanzees（チンパン 2002
ジーにおける声道形状の成長変化に関する研究）

早川祥子

Molecular Ecology of the Japanese Macaque（Macaca fuscata yakui）
： Sexual Behavior and 2002
Paternity in Wild Yakushima Troops（ニホンザルの分子生態学：屋久島の野生群における
性行動と父性）

藤田志歩

Reproductive Biology in Wild Female Primates： Variability in Hormonal Profiles, Behavior 2002
and Reproductive Parameters（野生霊長類のメスにおける生殖生物学的研究：内分泌動態、
行動および繁殖パラメータの多様性）

Claudia
Sousa

The use of tokens by chimpanzees： computer-controlled experiments as a way of assessing 2002
chimpanzee cognition（チンパンジーのトークン使用：コンピューターを用いたチンパン
ジーの認知機能の測定）

2001

Maura Lucia Cognition and behaviour of captive chimpanzees in tool use contexts（道具使用場面におけ 2002
Celli Cunha る飼育下チンパンジーの認知と行動）
海野俊平

Neuronal Activities Selective to shapes Defined by Motion Signal in the Temporal Cortex of 2003
the Macaque Monkeys（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
神経細胞活動）

加藤啓一郎

Neurons preferentially activated during anticipation of reward or aversive stimulus in the 2003
anterior cingulate cortex of macaque monkey.（報酬および嫌悪刺激の予期に関わるアカゲ
ザル前部帯状回の神経細胞活動）

森琢磨

Protein levels of neurotrophins in the developing macaque brain（発達期マカクザル脳内に 2003
おけるニューロトロフィンのタンパク量）

Gordon
Morley
Barrett

Neuroendocrine and sociobehavioral determinants of male reproduction（雄の繁殖の決定要 2003
因としての神経内分泌物質と社会行動）

上野有理

Foundations for the acquisition of food selection habits in primates - Developmental and 2004
comparative studies of rhesus macaques（Macaca mulatta），Japanese macaques（Macaca
fuscata）and chimpanzees（Pan troglodytes）
（霊長類における食物選択習慣獲得の基盤－
アカゲザル、ニホンザル、およびチンパンジーにおける比較研究）

Ana Karina
Zavala
Guillen

Structural and transcriptional polymorphisms of nucleolus organizer regions（NORs）in 2004
humans and chimpanzees（ヒトおよびチンパンジーにおける核小体形成部位（NORs）の
構造ならびに転写変異）

福原亮史

Molecular Cloning, Gene Expression, and Evolution of Enzymes that Scavenge Reactive 2004
Oxygen Species in Primates（霊長類での活性酸素消去酵素のクローニング、遺伝子発現、
および分子進化）

細川貴之

Neuronal Responses of the Macaque Orbitofrontal Cortex Related to the Prediction of 2004
Rewarding and Aversive Outcomes（報酬および嫌悪の予測に関わるサル前頭眼窩野ニュー
ロン活動）

倉岡康治

Neuronal activity in response to emotional expressions in the primate amygdala（霊長類にお 2005
ける情動を伝える刺激に対する扁桃核ニューロン応答に関する研究）

東濃篤徳

Structure and tissue expression of calreticulin in the Japanese monkey, Macaca fuscata（ニホ 2006
ンザルにおけるカルレティキュリンの構造と組織発現）

松野響

A study on visual representation in chimpanzees（チンパンジーの視覚表象についての一研 2006
究）

山本亜由美

Geographic variations of dental and skeletal morphology in Japanese macaques（Macaca 2006
fuscata）
（ニホンザルの歯牙と骨格形態の地域変異）
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松元（加藤） 行動適応における前頭連合野の役割
まどか

─前頭連合野内側部と外側部の機能的差異─

2006

木場礼子

Experimental Studies on Visual Sex Discrimination in Japanese Monkeys（ニホンザルにお 2007
ける視覚性弁別課題を用いた性の認知の実験的研究）

Thaung
Htike

Paleontological analysis of Suidae and Hippopotamidae（Mammalia, Artiodactyla）from 2007
the Neogene of central Myanmar（ミャンマー中部における新第三紀のイノシシとカバの
古生物学的解析）

Rizaldi

Behavioral adjustment of Japanese macaques in the process of rank acquisition and successive 2007
aggression（ニホンザルの順位獲得および連続攻撃時における行動の調節）

親川千紗子

Species-specific Acoustic Structures Organizing Population Divergence and Acoustic 2008
Individuality in Wild Agile Gibbons（野生アジルテナガザルにおける種特異的音声の個体
性や地域性を生み出すメカニズムの解明）

Charmalie
A.D.
Nahallage

Stone handling behavior in Japanese macaques： biological, environmental and social 2008
perspectives of a cultural behavior（ニホンザルの石遊び－生物学的、生態学的、社会学的
視点から見た文化的行動研究）

半田高史

動きを手がかりとした図形知覚の神経機構

猿渡正則

Contribution of V4 Neurons to the Visual Search Behavior（第四次視覚野神経細胞の視覚探 2008
索への寄与）

託見健

Neuroanatomical studies on development of the monkey cerebellum and hypothalamus（マカ 2008
クザル小脳と視床下部の発達の神経解剖学的研究）

張

鵬

Multi-level society of the Sichuan snub-nosed monkey（キンシコウの重層社会）

2008

2008

山本真也

An experimental study on altruism, reciprocity, and understanding of others in chimpanzees 2008
（チンパンジーの利他性・互恵性および他者理解にかんする実験研究）

Laura
Martinez

Auditory-Visual Intermodal Discrimination in Chimpanzees（チンパンジーにおける聴覚と 2009
視覚の異種感覚間弁別）

鄕もえ

Ranging behavior and habitat use of cercopithecine monkeys（オナガザルの遊動パターンと 2009
生息地利用）

Zin Maung
Maung
Thein

Paleoenvironmental Analysis of the Chaingzauk Mammalian Fauna（Late Neogene, 2009
Myanmar）Using Stable Isotopes of Tooth Enamel（歯牙エナメル質の安定同位体を用いた
チャインザウク哺乳類相（新第三紀後半、ミャンマー）の古環境解析）

Mohammad The effects of environmental differences on behavioral budgets and the feeding behavior of 2009
Firoj Jaman captive Japanese macaques（Macaca fuscata）
（生息環境の違いが飼育下ニホンザル（Macaca
fuscata）の行動時間配分および採食行動に与える影響）
山口智恵子

Experimental studies on vocal modulation in common marmosets： Acoustic properties of 2009
contact calls during different social contexts（コモンマーモセットにおける音声調節の実験
的研究：異なる社会的状況におけるコンタクトコールの音響特性）

山田彩

Ecological studies of wild crop-raiding Japanese macaques：Study on habitat use and randing 2009
pattern（ニホンザル猿害群の生態学的研究─土地利用と遊動様式の検討）

Andrew
James
Jonathan
MacIntosh

Gastrointestinal helminth parasitism among Japanese macaques：patterns, and host responses 2010
（ニホンザルにおける腸内寄生虫：分布パターンとその形成プロセス、ホストの反応につ
いて）

福島美和

Reading and Writing Support for Children with Developmental Disorders：The Possibility of 2011
Using e-Learning（発達障害児の読み書き学習支援：e-Learning を取り入れた支援の可能性）

小倉匡俊

Cognitive foundations of environmental enrichment for Japanese macaques（ニホンザルの環 2011
境エンリッチメントにおける認知的基盤）

伊藤毅

External and internal craniofacial morphology of Asian macaques and its evolutionary and 2011
paleobiogeographic implications（アジア産マカク属霊長類における頭骨顔面部の外部と内
部の形態およびその進化的・古生物地理学的意義）

兼子峰明

The perception of oneʼs own actions in chimpanzees and humans（チンパンジーとヒトにお 2011
ける自己の運動の認識）
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狩野文浩

A comparative eye-tracking study in great apes and humans： the pattern of eye movements 2011
for scenes and faces（類人猿とヒトにおける比較アイ・トラッキング研究：風景と顔に対
する眼球運動のパターン）

檜垣小百合

Molecular aspects of brain aging in female macaques（メスマカクザルにおける脳の老化の 2011
分子的側面）

Christopher
Flynn
Martin

Chimpanzee social intelligence： information use and strategic interaction in an automated 2011
testing environment（チンパンジーにおける社会的知性：全自動テスト場面における情報
利用と戦術的社会交渉）

澤田晶子

Digestion and feeding ecology of Japanese macaques（ニホンザルにおける消化と採食生態） 2012

鴻池菜保

霊長類のリズム情報処理メカニズムの解明

山梨裕美

Welfare assessment of captive chimpanzees：Integrating behavioral and physiological 2012
measures（チンパンジーにおける動物福祉評価：行動学的指標と生理学的指標の統合）

西岡佑一郎

The mammalian fauna and paleoenvironmental change in the late Neogene Irrawaddy 2012
sediments of central Myanmar（ミヤンマー中部の新生代後半イラワジ層における哺乳類相
と古環境変化）

大谷洋介

Feeding and reproductive strategies of ranging behavior in male Japanese macaques（ニホン 2014
ザルオス個体の遊動行動：採食・繁殖戦略上の意義）

禰占雅史

Transverse patterning 課題遂行におけるサル前頭前野機能の解明

磯村朋子

Facial Emotion Processing in Children with Spectrum Disorders（自閉症児における情動表 2014
情処理機構の解明）

早川卓志

霊長類における苦味受容体遺伝子の分子進化と生態適応

Pomchote
Porrawee

Age-related changes in bone morphometry, densitometry and osteoarthritis in macaques（マ 2014
カクにおける骨の計量形態、密度、および変形性骨関節症の年齢変化）

2012

2014

2014

Garai Cintia Personality Structure and Polymorphisms of Personality-Related Genes in Wild Bonobos（Pan 2015
paniscus）
Judit
（野生ボノボ（Pan paniscus）のパーソナリティ構造とパーソナリティ関連遺伝
子の多様性）
Nguyen Van Age-related changes in the skulls of Japanese macaques（ニホンザルの頭骨の年齢変化）
Minh

2015

橋戸（鈴木） ニホンザルにおける PTC 苦味非感受性個体の発見とその適応的意義の解明
南美

2015

渥美剛史

霊長類における運動情報に基づくアニマシー知覚

2015

鈴木紗織

Basic research for thr development of hepatitis C vaccine（C 型肝炎ワクチン開発に向けた 2015
基礎研究）

ユリラ

Spontaneous temporal coordination during tapping behavior in dyads： A comparative study 2016
in chimpanzees and humans（2 個体間におけるタッピング行動の自発的調整に関する比較
研究：ヒト・チンパンジーを対象に）

德山奈帆子

Female gregariousness and social bonding on the male-philopatric society of bonobos（Pan 2016
paniscus）
（ボノボの父系社会におけるメスの凝集性と親和関係）

Bernstein
Sofia
Kaliope

The Vocal Communication of Tibetan Macaques in Mt. Huangshan, China： their Vocal 2016
Repertoire, Call Functions, and Congeneric Comparisons in the Genus Macaca（中国の黄山
におけるチベットモンキーの音声コミュニケーション：音声レパートリーおよび音声機能、
マカク属内種間比較）

櫻庭陽子

後天的身体障害をもつチンパンジーにおけるリハビリテーションと福祉

2016

松沢哲郎

Hierarchy of visual perception in a chimpanzee.（Pan troglodytes ）
．

1989

Bambang
Suryobroto

An estimation of the biological affinities of seven species of Sulawesi macaques based on 1991
multivariate analysis of dermatoglyphic types.

稲垣晴久

ニホンザルの体毛の地域差

1992

中村克樹

継時視覚弁別課題遂行中のサル扁桃核の単一ニューロン活動の解析

1992

上野吉一

フサオマキザルにおける匂い知覚に関する実験的分析

1994

論文博士
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友永雅己

Visual search by chimpanzees（Pan troglodytes）
：Some comparative perception and cognition 1994
studies（チンパンジーにおける視覚探索 ─その比較知覚・認知的研究─）

瀬戸口美恵
子

Ecological studies on the introduced population of red-bellied tree squirrels in Tomogashima 1994
island（和歌山県友ヶ島の移入タイワンリスの生態学的研究）

田中正之

Acquisition and Utilization of Information about Object-Object Relationships by 1996
Chimpanzees（Pan troglodytes）（チンパンジーによる物体間情報の獲得とその利用）

小高泰

前頭前野は周辺視野への注意の情報処理の役割をになっている

國松豊

Morphological Studies on Nyanzapithecus（Hominoidea, Primates）Discovered From 1997
Northern Kenya.（北ケニアから発見された Nyanzapithecus（Hominoidea, Primates）に関
する形態学的研究）

後藤俊二

Regional differences in the infection of wild Japanese macaques by gastrointestinal helminth 2000
parasites（野生ニホンザルにおける消化管内寄生蠕虫感染の地域差）

1996

友永（外岡） Use of Tools for Drinking by Chimpanzees（Pan troglodytes）in the Wild and Captivity（チ 2002
利佳子
ンパンジーの水飲みにおける道具使用：野外実験と飼育下実験）
李珠美

Molecular Genetic Analysis of Human Endogenous Retroviruses（HERVs）in Primates： 2004
Expression, Evolution and Phylogeny（霊長類におけるヒト内在性レトロウィルス（HERVs）
の分子遺伝学的解析：発現、進化、系統）

香田啓貴

Ethological studies of the vocal communication in wild Japanese macaques（野生ニホンザル 2006
における音声コミュニケーションの行動学的研究）

林美里

Cognitive development in chimpanzees assessed by object manipulation（物の操作からみた 2006
チンパンジーの認知発達）

森村成樹

An experimental analysis for cognitive enrichment in chimpanzees（Pan troglodytes）
．
（チン 2006
パンジーにおける認知的エンリッチメントの実験的分析）

井上紗奈

Acquisition and memory of numerical order in chimpanzees（Pan troglodytes）
（チンパンジー 2010
における数系列順序の獲得と記憶）

Mbangi
Norbert
Mulavwa

Studies on grouping and ranging of wild bonobos at Wamba（ワンバの野生ボノボのグルー 2010
ピングと遊動に関する研究）

Paula Ann
Pebsworth

An investigation of geophagic and ranging behavior of chacma baboons（Papio hamadryas 2012
ursinus）living in a human-modified habitat（人手の加わった地域に棲息しているチャクマ
ヒヒ（Papio hamadryas ursinus）の土食行動と遊動に関する研究）

John Sha
Chih
Mun

Ecology of Long-Tailed Macaques（Macaca fascicularis）and its Implications for 2013
theManagement of Human-Macaque Interface in Singapore（シンガポールのカニクイザル
の生態とヒト・サル関係の管理についての研究）

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
１）はじめに：事業の目的と概要
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。英文で ”The Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science, Kyoto
University” 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。
文部科学省がおこなう「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
のがうたい文句だ。平成 23 － 25 年度の 3 年間の募集があり、全国に合計 62 の学位プログラム
がある。PWS はそのひとつで、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。
京都大学の大学院教育は、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これま
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で力を注いできた。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。そうし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 年だ。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（Wildlife Research Center）が設立さ
れた。
野生動物研究センターは、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。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（写真）
。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だ。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。
２）リーディング大学院の憲章とポリシー
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では、京都大学憲章が定めた「地
球社会の調和ある共存」を目指すという指針のもとプログラム独自の「憲章」を定めた。
すなわち、本プログラムは、
「霊長類をはじめとする野生動物に関する教育研究をおこない、
地球社会の調和ある共存に貢献することを目的とする」
。その具体的な課題は次の 3 点に要約さ
れる。第 1 に、絶滅が危惧される霊長類をはじめとする野生動物を対象とした研究・教育・実践
を通じて、その自然の生息地でのくらしを守り、飼育下での福祉をはかるとともに、人間の本性
についての理解を深める。第 2 に、フィールドワークとライフサイエンス等の多様な研究を統合
してワイルドライフサイエンスと呼べる新たな学問領域を創生し、人間とそれ以外の生命の共生
のための国際的研究と国際連携を推進する。第 3 に、
博物館や動物園や水族館等との協力により、
実感を基盤とした環境教育を通じて、人間を含めた自然のあり方についての深い理解を次世代に
伝える。
「カリキュラム・ポリシー」として、課程を通じて習得すべき知識・能力についても定めた。
カリキュラムは、フィールドワークすなわち野外研究にもとづく実体験を重視した知識・技術・
価値の習得であり、国際的な視野に立って協力・共同できる能力の涵養である。具体的には、①
フィールドワークの実習・実践、②国際連携機関との交流・研修、③国内実験施設での実習・実
践、そして④研究のための知識、情報収集技術、情報発信力の育成、およびコミュニケーション
ツールとしての多言語習得である。
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第 1 のフィールドワーク実習では、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
森での野外研究とそれに続くゲノム実習、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、自主企画運営の短期野外研究を加えた 4 つの野外実習を 1 年次の必修とする。2 年次以降は、
次項で述べる国際連携拠点でフィールドワーク実習をおこなう。なお、国内のフィールドワーク
実習については、
琉球大学等連携する他大学の保有する野外実習拠点（西表島施設）も活用する。
第 2 の国際連携機関との交流・研修についても各年次で義務付ける。日本学術振興会の先端研
究拠点事業に始まって 10 年続く日独米英仏伊の先進 6 か国の連携に加えて、生息地国の主要研
究機関との覚書も整っている。またギニア、コンゴ、ガボン、タンザニア、マレーシア、インド、
ブラジル等に野外研究のための研究教育基地を有している。こうした海外拠点のいずれかの場所
を中継基地として、海外実習を実践する。なお、京大と UNESCO の研修協定が整っており、国
際機関や NGO での研修を奨励する。
第 3 の、国内実験施設での実習・実践として、京大が保有する研究施設すなわち霊長類研究所、
野生動物研究センター、リサーチリソースステーション、幸島観察所、熊本サンクチュアリや、
学外連携施設である日本モンキーセンター、京都市動物園、京都水族館、名古屋市東山動物園等
を活用する。こうしたラボワークを通して、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学ぶ。
第 4 の、研究のための知識、情報収集技術、情報発信力の育成、および、コミュニケーション
ツールとしての多言語習得については、講義・実習形式で習得する。具体的には、インターラボ
と称する研究室めぐりに始まり、セミナー（既存の霊長類学の各種セミナー、野生動物セミナー、
人類進化論セミナー、国際センター CICASP セミナーのうちのいずれかひとつと、PWS が独自
におこなうアシュラ国際セミナーとブッダセミナー）を必修とする。なお、多言語習得に関して
は、母語以外の多言語学習を推奨する。英語は必修で、英語が母語の場合は最低ひとつの他言語
が必修である。その他の言語習得についても強く推奨する。たとえば中央アフリカのコンゴ盆地
で活動するには、英語とフランス語とリンガラ語が必須である。同様に、国連機関で働くには最
低限、英仏の両語が公用語なのでその習得は欠かせないし、かつ任地となる国の言語は必須であ
る。したがって、多言語でかろやかに情報発信する術が必要だ。絶滅の危機にあり、CITES い
わゆるワシントン条約において、付属書ⅠないしⅡに分類されている動物は世界の各地におり、
その保全のために国際連携は必須である。そのためには英語でかろやかにコミュニケーションで
きるだけではなく、多言語で自由にやりとりできる能力が不可欠と考える。ただし、博物館、動
物園の職員などめざすキャリアに合わせた柔軟なものとする。なお手法としては、多様な外国人
協力者（IC）を用意して、日常的なやりとりの中から実践的に学ぶマンツーマン教育を基本と
した多言語習得プログラムを作る。
３）事業の成果
PWS の特徴として、①博士編入を許し、②春秋の年 2 度の入試があり、③外国人留学生のた
めの英語のみの入試をおこなっている。その結果、2014 年度からの履修開始後わずか 3 年間で、
履修 1 回生から 5 回生までの全学年がそろい、2016 年 9 月末に秋入学の最初の修了者を送り出
した。1 名は米国セントラルワシントン大学の教員になり、もう 1 名は博士課程単位取得し在学
して博士学位論文を執筆している。なお、学位は付記型とした。
「理学博士、ただし霊長類学・
ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院を履修した」という学位記が発行される。
現在（2016 年 10 月 1 日）の在学生は、理学研究科生物科学専攻以外の 2 名の特別履修生（い
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ずれもアジア・アフリカ地域研究研究科）を含めて 31 名である。男女比は 4：6 で女性がやや多
い。日本人と外国人の比は 6：4 で外国人が約 4 割を占める。米国、英国、フランスなど欧米か
らの留学生が多いのが特徴だ。
「いつでも・どこでも・なんでも」旅費についてすべてカバーす
る方針を立てた。そのかわり奨学給付金や研究費はない。月額 5 万円の RA・TA 経費を支給する。
在籍研究科での指導があり、そこでまかなわれない国内外の活動経費を負担している。月例で履
修生面談をおこない、個人別のポートフォリアオを作成して活動記録と今後の予定の双方を把握
し、きめこまかい指導を心掛けている。インターンを充実させ、環境省や、環境省の所轄する地
方事務所、IUCN のタイ事務所やラオス事務所、UNESCO の MAB 計画にインターンを送って
きた。そうしたキャリアパスを見据えた具体的な取り組みとしては、インターンのアレンジを履
修生自身がおこない、自主企画のアウトリーチ活動を奨励している。
担当教員は、野生ゴリラ研究者である山極壽一第 26 代総長はじめ 57 名である。特定有期雇用
の教員を雇用し、学内外の特任教員を擁し、国際連携研究者として野生チンパンジー研究のパイ
オニアであるジェーン・グドールさんなどの協力を得ている。なお、こうした事業を霊長類研究
所と野生動物研究センターが共同して実施し、ヘッドクオーター制度（1 人のコーディネーター
と 7 人のヘッドクオーターによる連携と分担）で運営している。なお事務体制としては PWS 支
援室を野生動物研究センターに置いて処理している。活動の詳細は HP を参照されたい。
http：//www.wildlife-science.org/

リーディング大学院 PWS が対象とする動物たち。すべて履修生と担当者の撮影である。

（文責：松沢哲郎）
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2.4.2

共同利用研究

共同利用研究の歩み
霊長類研究所は、その設立が答申された当初から、京都大学附置の全国共同利用研究所とする
ことが計画されていた。そして、1967 年 3 月の第 1 回設置準備委員会からその後の研究所内お
よび運営委員会の討議をへて、共同利用研究制度は、研究そのものと、研究会の 2 本柱で進める
ことが決定された。発足当初の本制度の基本的な目的は、共同研究を通して霊長類学の裾野を広
げることにあった。そして「同時に、サル類の正しい使用法や保護を全国の研究者に啓蒙するこ
とも大きな目的になっている（京都大学百年史：部局史編 3（1997）
、p 530）
」
。この共同利用研
究制度は設立翌年の 1968 年度に 2 つのシンポジウム「生物科学における霊長類に関する研究の
位置」と「霊長類集団の維持機構」を実施することから始まった。
翌 1969 年度からは共同利用研究が本格的に始動した。当初は分野別に課題を準備するという
システムが採用され、14 課題について 22 件が採択された。共同利用研究の実施当初から、課題
研究の枠に入りきらない研究を、
「その他」または「自由課題」として採用してきた。現在につ
ながるこの 2 本立ての制度は、1982 年に「計画研究」と「自由研究」の創設によって完成する。
さらに、霊長類学の発展に寄与するという共同利用研究の主旨に基づき、旅費・研究費を配分し
ないが試資料を提供する研究、「資料提供」が 1987 年から実施されることになった（2002 年度
より「施設利用」
、2008 年度より「随時募集」に名称変更）
。また、1993 年から生体のサルを所
外に供給する「所外供給」という枠組みが新設されたが（2002 年度より「所外貸与」に名称変更）、
2005 年度からは共同利用研究制度から独立し、
有償の「サル所外供給（有償）事業」に移行した。
こうして、2008 年度の時点での共同利用研究制度は以下のような枠組みで行われていた。
①

計画研究：本研究所推進者の企画に基づいて共同利用研究者を公募するもので、個々の計
画研究は 3 年の期間内に終了し、成果をまとめ、公表を行う。

②

自由研究：計画研究に該当しないプロジェクトで、応募者の自由な着想と計画に基づき、
所内対応者の協力を得て、継続期間 3 年を目処に共同研究を実施する。

③

随時募集研究：資料（体液、臓器、筋肉、毛皮、歯牙・骨格、排泄物等）を提供して行わ
れる共同研究である（生理実験、行動実験、行動観察も含む）
。

計画研究と自由研究については、年度当初の研究開始を目指して、前年度末に所内の共同利用
実行委員会で申請課題の採否を決定し、協議員会での議論を経て運営委員会で最終決定がなされ
た。随時募集については、年度内で随時申請を受け付け、採否を随時決定していた。2008 年度
の採択状況は計画研究（4 課題）31 件、自由研究 33 件、随時募集研究 19 件の計 83 件であった。
2008 年度、全国共同利用研究制度は大きな転換点を迎えた。この年度から、新たな制度「共
同利用・共同研究拠点」制度への順次の移行が開始されたのである。これは、日本の学術研究の
さらなる発展のために、国立大学の附置研究所や大学共同利用機関等を中心に推進されてきたこ
の従来の制度を改革し、国公私立大学を通じて研究者が共同で研究を行う「共同利用・共同研究
拠点」を文部科学大臣が「認定する」という制度である。本研究所は 2009 年度に申請を行い認
定された。認定期間は 6 年間（第 2 期中期目標・中期計画の期間と一致）
、拠点の名称は「霊長
類学総合研究拠点」となった。拠点事業の概要は以下の通りである。
・本研究所に蓄積されてきた霊長類に関する総合的研究の実績を基に、国内のみならず国際的
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な共同研究を進めることにより、我が国の霊長類学のさらなる発展を目的とする。
・学内外の委員から構成される運営委員会のもと、ヒトを含む霊長類を様々な分野・観点から
研究する国内・国外の霊長類学者の要望を反映した公募型共同利用・共同研究を実施すると
ともに、霊長類の観測拠点や所内飼育個体の提供を行うことで、研究者ネットワークの国際
的・学際的拠点を形成する。
・全国各地の大学、研究所、研究施設などの霊長類を対象とする研究者の受け皿となり、霊長
類に関する様々な研究の推進拠点としての役割を果たす。
拠点の運営制度も大きく変わった。これまでは研究所内の共同利用実行委員会および協議員会
が実質的に共同利用研究の運営を行っていたが、拠点制度に移行後は、運営委員会とは別に「拠
点運営協議会」が設置された。このもとに置かれた過半数が外部機関に属する委員からなる専門
委員会が研究課題の審査を行い、協議会が承認したうえで、研究所の協議員会に報告するという
体制が整えられた。
拠点制度への移行にともない、共同利用研究の枠組みも改変が行われた。2011 年度からは、
これまでの自由研究を「一般個人研究」と「一般グループ研究」に再編した。一般個人研究はこ
れまでの自由研究の流れを継承したものである。霊長類研究の総合的発展をめざして、計画研究
課題の枠にとらわれず、応募者の自由な発意にもとづく研究と規定された。これに対して、一般
グループ研究は、霊長類研究所以外の複数の研究領域の研究室からの共同提案による、新たな研
究領域の創出を目指す研究（これまでの霊長類学の枠にとらわれない新規研究手法などの提案）
と規定され、研究費の重点的な配分が行われた。また、2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災
により研究等の継続が困難になった方を対象に、2011 年度より 2014 年度まで震災関連募集枠を
臨時に設定し、この間、4 件の課題を採択した。
最後に共同利用研究のもう一つの柱である共同利用研究会について述べておく。1968 年度、2
件の研究会の開催でスタートしたこの制度は現在にいたるまで継続している。その時々の霊長類
の研究の最先端の動向が議論されるだけでなく、課題研究・計画研究など共同利用研究の成果が
報告される場でもあった。いくつかの研究会は継続して開催されるものもあり、これらの中から
霊長類研究の新たな流れが生み出されていった。最も重要なのものは
「ホミニゼーション研究会」
であろう。1970 年度に第 1 回が開催されて以来（1971 年 1 月 12-13 日）
、断続的に開催され、
2016 年度で第 45 回を迎える。
2016 年度から、拠点認定第 2 期がスタートした。予算が年ごとに縮減していく中で、現行制
度の自己評価と改革への努力を重ね、いかにして霊長類の総合的研究の先端部分を高め、かつ裾
野を広げていくかが問われている。
（文責：友永雅己）
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2.4.3

研究支援活動

Ⅰ．野外研究の支援
野外研究委員会は、社会研究部門と生活史研究部門の教員 8 名がそろった 1970 年ごろに発足
した。当初は野生霊長類を扱う研究の費用の概算要求など、野外調査全般に関する問題や計画を
相談する場であった。1970 年代後半に、志賀高原、木曽福島、下北半島に研究林が設置されると、
これらの調査地に関する諸問題も報告、
議論されるようになった。また、
ナショナルバイオリソー
ス計画が始まった 2000 年代には、日本各地からニホンザル繁殖のための母群を調達する計画な
どが報告され、野生個体群の保護の立場からその可否についての議論が行われた。
1980 年代には、野生個体群の保全や野生動物を対象とした研究の倫理問題などが世界的にク
ローズアップされるようになり、1989 年 3 月に「野生霊長類を研究するときおよび野生由来の
霊長類を導入して研究するときのガイドライン」を制定し、以後主として共同利用研究で申請さ
れる研究課題がこのガイドラインに則しているかどうかを審査する役割を担うようになった。こ
のガイドラインは国際的な倫理規定の動向などを見ながらたびたび改正され、
今日に至っている。
また、2016 年には、共同利用研究だけでなく霊長類研究所の所員が独自に行う研究についても
希望に応じて審査を行う方針が定められ、それに向けた準備が進められている。
現在の野外研究委員会のもっとも大きな役割は、野外調査における安全をいかに確保するかと
いう点にある。海外の野外調査地でしばしば問題になる感染症については、マラリア等の熱帯病
の専門家を招いて所員を対象としたレクチャーを開くなどして教員・大学院生の基本的知識の深
化に努めるとともに、
帰国後の発病に迅速かつ的確に対処するために、
マラリア感染のテストキッ
トを常備して所員の利用に備えている。また、通信状況のよくない調査地での事故に備えて、衛
星電話機を購入し、希望する出張者に貸し出している。また、野外調査を行う学生、教員等に、
緊急事態発生時の対処のための緊急連絡先、現地での対応情報、病歴などを書いた野外調査届け
を提出してもらう体制を作っている。このほか、
野外調査で起きた「ひやりはっと」事例を集め、
潜在的危険とその対処方法についての周知を図るとともに、事故や感染症、政情不安による危険
事例などが発生した場合には、委員会で報告、議論を行い、必要委応じて霊長類・野生動物系教
員会議などに報告している。
2015 年には、大学院生の海外調査中の事故を受け、安全管理体制がさらに強化された。国内
外のすべての調査地で野外調査を行う学生が準拠すべき「野外調査を行う学生の安全管理」とい
うガイドラインを定めるとともに、繰り返し野外調査を行う調査地については、それぞれの調査
地の実情に即した安全管理マニュアルと緊急連絡先リストを定めるように求め、これを承認して
いる。また学生については、調査の日程、調査内容、同行者、緊急連絡先などを記すとともに、
上記のガイドラインに則していることの確認と、野外調査届けの提出と霊長類研究所が独自に加
入している野外調査のための共済保険への加入を確認をする「野外調査計画書」を指導教員との
連帯責任で提出し、
それが野外研究委員会で承認されることを研究出張の承認の前提条件として、
安全管理の徹底をはかっている。
（文責：野外研究委員会委員長

古市剛史）

Ⅱ．実験動物の動物福祉
サル類を用いた動物実験研究の適切な実施とその支援は、全国共同利用研究所として出発した
本研究所の重要なミッションの一つである。創立の翌々年 1969 年には、サル類保健飼育管理施
設（以下、サル施設）が設置された。1970 年には現在の研究所敷地の西側が追加購入されて、
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サル施設棟や放飼場などの施設が次々と建設され、実験動物としてのサル類の自家繁殖供給の実
現に向けての取り組みが本格化する。第一次構想にある各研究部門が次々と設置されるにつれ、
動物実験の数も多くなっていった。サル施設は、サルの飼育条件や取り扱い方について「サル飼
育提要」（現「サル飼育手順」
）という簡単なマニュアルを示して、サル側の健康管理に努めてい
た。また、研究所安全委員会は、使用者側の衛生と安全を確保すべく、
「安全の手引き」を作り、
その中で「サル類に関わる安全事項」を示して実施に努めていた。サル委員会の主たる役割は、
サル施設と研究部門の間での調整であった。サルの飼育管理と使用は、使用者である研究者個人
の良識に大きく依存していた。1973 年公布の「動物の保護及び管理に関する法律」
（以下、動物
保護法）や 1980 年の総理府告示「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」は満足するものの、
サルにとっては厳しい飼育環境になる傾向があった。
研 究 所 の サ ル 飼 育 環 境 が 改 善 さ れ る 転 機 は、1985 年 5 月 20 日 に 米 国 政 府 に よ る U.S.
Governmental Principle for the Utilization and Care of Vertebrate Animals Used in the Testing,
Research, and Training（以下、米国基本原則）の発表である。そこで示された 9 つある原則の一
つ「反証が確立されない限り、人間にとって苦痛をもたらすような扱いは動物にとっても苦痛で
あるとみなせ」という人道的観点は、大きな衝撃をもってうけとめられた。この基本原則を受け
て、米国国立衛生研究所 NIH は、Guideline for the Care and Use of Laboratory Animals（以下、
NIH ガイドライン）を改訂した。このガイドラインが急速に国際標準となるのを目のあたりに
して、1985 年 9 月には、サル委員会で NIH ガイドラインの勉強会が始まる。その矢先の同年 11
月に、研究所に滞在していたフランス人研究者が、所内での実験用サルの取り扱いに関する告発
を国際霊長類保護連盟（IPPL）に寄せたことを発端に、研究所は国内外の多方面から批判を受
けることになった。1985 年 12 月 10 日には拡大サル委員会が構成され、本格的なガイドライン
作成作業が急ピッチで進められた。翌年、1986 年 4 月 9 日に「サル類の飼育管理および使用に
関する指針」
（以下、研究所ガイドライン）が制定された。その内容は、基本方針、飼育条件、
獣医学的管理、動物施設の設計と設備、特殊実験の 5 章からなり、付録として米国基本原則も転
載された。NIH ガイドラインを踏襲しつつも、サル類の飼育条件や獣医学的処置については具
体的な数値や指示を示した。また、サル委員会は、正式名称を「サルの飼育と使用に関する委員
会」として、すべての動物実験計画を事前審査して許可することや、飼養施設や実験室を立入検
査することなど、実験動物の飼育管理や使用に対する監視機構としての役割が付与された。野澤
謙所長（当時）が研究所ガイドラインのまえがきで「無理をしてでも、この方向に発想の転換が
なされないと」と吐露するように、
「実験動物の福祉」がまだ定着していない当時としては、画
期的なガイドラインであった。具体的な基準が示されたこともあり、その後、国内の多くの研究
施設で参照され、わが国における実験動物としてのサル類の飼育管理と使用の水準を引き上げる
のに大きく寄与した。
初版の制定後、改訂をみることなく、16 年もの年月が流れる。その間、サル施設の組織改変
があり、飼育サル類はサル施設によって一元的に管理されるようになった。1996 年に米国
National Research Council による NIH ガイドラインの改訂があり、
1999 年には、
動物保護法が「動
物の愛護及び管理に関する法律」
（以下、動愛法）へと名称を変えて改正された。さらに、1999
年には、サル施設が人類進化モデル研究センターへと改組された。そのような実験動物を取り巻
く状況の変化の中、適宜、研究所ガイドラインにも小さな変更は加えられてきた。しかし、それ
にも限界がみえてきたことから、サル委員会のもとにガイドライン改定委員会を置いて改訂作業
に取り掛かること 2 年の長きをかけて、2002 年 5 月 8 日に第 2 版が制定された。この改訂では、
サル類の飼育条件や獣医学的処置の基準の更新とともに、「霊長類の行動と心的状態への配慮」
172

の章を加えて、環境エンリッチメント等の動物福祉の新たな取り組みを取り入れた。抽象的記述
となろうとも努力目標を掲げて、不断の努力を求めている点は特筆される。また、動物実験計画
を扱っていた「特殊実験」の章が、「動物実験の計画と実施」へと章題を変えて、大幅に加筆改
訂された。サル委員会の正式名称が「霊長類を主とする実験動物の飼育と使用に関する委員会」
と改められ、その監視権限が強化されるとともに、研究者の動物実験計画に関する説明責任が強
化された。さらに、サル類を取り扱う手技に関するライセンス制度が導入され、研究所で実験動
物を取り扱う者すべてにライセンス取得が義務付けられた。付録資料として、1999 年改正の動
愛法とともに、2002 年施行の「独立行政法人等が保有する情報の公開に関する法律」も転載さ
れており、全体として、動物実験に関する社会への説明責任が強く意識された改訂であった。小
嶋祥三所長（当時）は、第 2 版に寄せたはしがきを「説明責任を果たさなければ、一般社会は研
究を認めないことは明らかだろう。
」と結んでいる。
研究所ガイドラインは、2010 年に、3 度目の改訂を迎える。2005 年に動愛法が改正され、動
物実験の国際原則である 3R の原則が盛り込まれた。すなわち、代替法の検討（Replacement）
、
使用頭数の削減（Reduction）
、苦痛の軽減（Refinement）である。2006 年には、改正動愛法の
施行にあわせて、日本学術会議が「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」を、厚生労働
省が「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」
、文部科学
省が「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」、環境省が「実験動物の飼養及
び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」を、それぞれ施行、告示した。これらにより、動物実験
の責任が各研究機関の長にあることを内規で定め、機関の長の承認を得なければ実施できないこ
ととなった。京都大学は、2007 年 2 月 5 日に、それまでの「京都大学動物実験に関する指針」
を廃して、「京都大学における動物実験の実施に関する規程」を制定し、全学的な実験計画書様
式や教育訓練の導入とともに、各部局に情勢変化に迅速に対応するよう促した。ところが、研究
所では、研究所ガイドラインにこれらの変化を取り入れる機会を逸した。その猛省に立って、
2009 年にサル委員会にガイドライン改正ワーキンググループが置かれ、実質半年間という急ピッ
チな改訂作業を経て、2010 年 6 月 9 日に第 3 版が制定された。基本方針に 3R の原則を取り込む
とともに、研究者の責任（Responsibility）が強化された。3R の原則の精神を十分に反映させて
実験計画を立案し、実施できているかどうかを、研究者自身が自己点検できる仕組みを導入した。
また、「サル委員会」が再び正式名称となり、委員に外部有識者と非研究者を加えて、動物実験
計画のより公正な審査システムを構築した。
第 3 版改訂後、2016 年 1 月 13 日に研究所ガイドラインの部分改訂があり、サル委員会は「動
物実験委員会」に改称された。研究所のサル類の飼育管理や使用は、少なくとも、動愛法とそれ
に基づく各省庁の指針等にある基準を満足する必要がある。同法は、その附則で、施行後 5 年を
目処として見直すことが記されている。直近では、
2012 年に改正され、
2013 年に施行されている。
2016 年 10 月 25 日に動物実験委員会のもとにガイドライン改正ワーキンググループが置かれ、
動愛法改正の動きをにらみつつ、研究所ガイドラインの 4 度目の改訂に向けた作業が進められて
いる。
「反証が確立されない限り、人間にとって苦痛をもたらすような扱いは動物にとっても苦痛で
あるとみなせ」というステートメントが、衝撃をもってうけとめられてから 31 年が経った。研
究所敷地内に「猿塚」（サル慰霊碑）がある。1973 年 4 月に建立し、翌年から毎年 1 回、その前
に全所員が集い、サルの慰霊祭を行なっている。毎年 1 人の所員がサルの研究利用にまつわる話
をする「リレー青空スピーチ」も、2016 年には第 31 回を数えた。過去 1 年間に実験のために、
また、飼育中の病気等で命を落としたサルを偲ぶとともに、実験動物の「人間的」取り扱いの実
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践と実験倫理にさらなる向上にむけて、絶え間ない努力を続けることを確認するためである。
浅野俊夫（1986）京都大学霊長類研究所の「サル類の飼育管理および使用に関する指針」作成の
経緯と概要

霊長類研究 2：114-117.

京都大学霊長類研究所（1986）サル類の飼育管理および使用に関する指針
京都大学霊長類研究所（2002）サル類の飼育管理および使用に関する指針（第 2 版）
京都大学霊長類研究所（2010）サル類の飼育管理および使用に関する指針（第 3 版）
International Primate Protection League（1986）Newsletter 13（2）
：2-6
（文責：動物実験委員会委員長

西村剛）

Ⅲ．資料整備
研究所の第一次構想に盛り込まれた附属施設の一つに、情報資料センターがある。同センター
は、サル類由来の生物学的資料を収集し、標本を作成して、保管と利用管理する施設である。創
立時に、形態基礎と神経生理研究部門が置かれ、その翌年にはサル類保健飼育管理施設（以下、
サル施設）が設立された。サル施設の設立により、病理標本については、組織的に作成し管理す
る体制が整った。人類進化モデル研究センター（以下、人類センター）への改組を経て、現在も
その体制が機能している。飼育サルの病死個体や実験使用個体から、骨格標本や筋解剖用のホル
マリン液浸標本なども作成された。しかし、それらの作成や保管、利用は、研究者個人の裁量に
大きく依存していた。1975 年に第一次構想最後の研究部門として系統研究部門が設立された頃
には、年間 100 頭ほどの飼育サルが死亡しており、
そこから作成される標本は増加の一途をたどっ
ていた。創立 9 年後の 1976 年に資料委員会が調査をしたところ、サル類を含む哺乳類や人類の
標本や化石レプリカなどの各種資料が、研究者それぞれの手元で保管されていることが明らかに
なった。サル類の骨格標本だけでもすでに 1100 点を越していた。標本資料の組織的な管理が焦
眉の課題となった。
資料委員会による標本作成と資料管理は、1977 年に、研究所本棟の西側部分にあたる第 4 期
工事が竣工したのを機に本格化した。本棟 3 階に骨格標本室（310-312、
現在の図書室文献室）が、
地階に標本作成室（B21 と B22、現在の人類進化モデル研究センター検査室と研究室）が設けら
れ、本棟地階北側の液浸標本室（B02 と B03、現在の CT 室と液浸標本室）と合わせて、標本作
成と資料保管のための設備とスペースが整えられた。資料委員会は、所内で分散していた標本資
料の収蔵と台帳整備を進め、1980 年には台帳のコンピューター化に着手するなど、効率的な管
理体制を整えた。また、資料収集も、飼育サルのみならず、国内外からの標本資料の購入や交換、
野生ニホンザルの収集へと対象範囲を広げた。1980 年には、時実基金によってケニア国立博物
館から人類を含む霊長類の化石レプリカ約 300 点を購入している。しかし、海外からの標本資料
の収集は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引における条約」
（いわゆるワシントン
条約）によって転機を迎える。同条約は、1973 年に採択され、1975 年に発効した。日本では、
国内法制等の準備が整った 1980 年に発効した。翌年 1981 年に特殊資料整備費が認められ、アメ
リカ・デューク大学霊長類センターから原猿類のホルマリン液浸標本を購入したのを最後に、海
外からの大規模な標本資料の導入はなくなった。それ以降は、国内の動物園等から資料譲渡を受
けるなどして所蔵標本資料の充実に努めながらも、日本各地の野生ニホンザル由来資料の収集へ
と重心が移った。
1983 年は、ニホンザル野外観察施設が設置され、情報資料センターを除いて、第一次構想が
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一応の完成をみた年として記憶されている。情報資料センターの役割は、主として形態基礎と系
統の両研究部門の教員からなる資料委員会が担う体制が続く。標本資料は着実に充実し、1990
年には、サル類の骨格標本だけで 3000 点を越し、1994 年には 4000 点を越した。その頃になると、
標本資料室が狭隘化し、両研究部門の研究室に分散保管せざるを得なくなるなど、保管スペース
の拡充が喫緊の課題となった。そのような状況の中、1995 年に類人猿行動実験研究棟（以下、
新棟）が完成し、その 4、5 階が情報資料センターの機能に当てられた。新棟 4 階には、移動式
の標本棚が設置された骨格資料室（A401）が設けられ、サル類を含む脊椎動物の骨格標本を分
類群別に整然と収蔵できるようになった。骨格標本のデータベース検索用のコンピューターも備
え付けられ、利便性が向上した。また、同階に展示室（A406-408、現在は分野等の研究室と更
衣室）が設けられ、展示物の一部として化石レプリカを置くとともに、展示室内にレプリカの収
蔵スペースが設置された。新棟 5 階には標本作成室（A501-503）として大小 3 つの作業スペー
スが設けられた。これらと本棟地階北側の液浸標本室（B06、
現在の遺伝子導入実験室）に加えて、
2000 年には、本館地階西側のピロティスペースをサル類以外の骨格資料室（B19）として再整備
した。2004 年には、展示室が共同利用研究員宿泊棟のレストラン横に移設され、展示されてい
るもの以外の化石レプリカは新棟 4 階の標本資料室に保管されるようになった。2007 年に本棟
の耐震改修工事があり、本棟ピロティスペースの骨格資料室と地階北側の液浸標本室は、栗栖地
区にある財団法人日本モンキーセンター（のちに、公益財団法人）の旧栗栖研究所内に一時移転
を余儀なくされた。1 年間の耐震改修後、本棟地階ピロティの骨格資料室は原状復帰したが、液
浸標本は、本棟地階北側の液浸標本室（B03）と旧栗栖研究所に分散保管されることになった。
2010 年に、骨格標本作成用の恒温槽装置が導入され、作成作業の衛生が格段に向上した。それ
にともない、春秋の風物詩であった「骨洗い」はなくなった。2011 年には、骨格標本室の狭隘
化を解消するため、止むを得ず、旧栗栖研究所にも骨格標本室を設けて、分散保管するようになっ
た。2013 年には、本棟地階にフリーザースペースを整備し、冷凍標本の適切な管理体制を整備
した。このように、資料委員会による管理体制のもと、野生ニホンザルの骨格標本コレクション
は世界一規模になるなど、標本資料の充実が進められてきた。現在、サル類の骨格標本だけでも、
9500 点を越している。骨格標本室の狭隘化と分散保管の解消と、地震対策を含めた保管設備の
更新が、目下の課題である。
研究所では、早くから生化学者や集団遺伝学者が国内外のフィールドに出て血液等の試料を収
集するなど、ユニークな研究活動が行われてきた。それらの収集試料は、それぞれの研究室で保
管され、利用されてきた。21 世紀に入って、分子生物学的試料についても、組織的な収集と保管、
利用管理の体制の必要性が高まってきた。いわゆる試料バンクで、その整備は 2004 年度から始
まる中期目標・中期計画にも掲げられた。その契機の一つは、2002 年に始まった文部科学省の
受託研究事業ナショナルバイオリソースプロジェクト（NBRP）である。その情報整備プログラ
ムの一つとして「大型類人猿情報ネットワーク」
（GAIN）事業が始まった。全国の動物園等で
飼育されている大型類人猿の個体情報等に関するデータベースを整備する事業である。GAIN 事
業から提供される情報をもとに、資料委員が窓口となって大型類人猿の標本資料の受け入れを始
めた。その一方で、研究所員が一研究者として、各種試料を譲り受けることもあった。2009 年に、
資料委員会は、遺伝子情報分野（現在のゲノム進化分野）から分子生物学的試料抽出用の臓器試
料コレクションの移管を受けて、分子生物学用試料の管理を開始した。2010 年には、GAIN 事
業そのものが研究所の共同利用・共同研究拠点事業の一環として実施されることになり、資料委
員会が、筋骨格標本資料や分子生物学的試料を動物園等から譲り受けて、研究所員や共同利用研
究員の研究利用に供する管理体制へと昇華した。2013 年に、分子生物学的試料保管室が人類セ
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ンター棟地階に置かれ、各種フリーザー等を導入した保管設備が整った。このように、分子生物
学的試料のコレクション形成に向けた組織的な取り組みは、資料委員会の若干の教員を中心に緒
に就いたばかりである。2010 年に採択された名古屋議定書により、遺伝資源の国際的なやり取
りに新たな制約がかかりつつある。そのような状況下で、分子生物学的試料の組織的な管理体制
の確立が急がれる。
時代の流れとともに多様化する研究に応えるために、研究所では、資料委員会を中心として、
資試料の範囲を広げてコレクション整備を行ってきた。2010 年には、研究所の共通大型機器と
してコンピューター断層画像（CT）撮像装置が導入されたとともに、CT 画像データを管理する
データベース（Digital Morphology Museum）の運用が始まった。さらに、2016 年には、ゲノム
進化分野から資料委員会に凍結培養細胞コレクションが移管された。これらの資料を管理する統
合データベースも運用が始まっている。しかし、資試料管理を支える人的体制は脆弱である。日
本学術会議は、第一次構想で情報資料センター設立を勧告し、資試料管理を担う施設が霊長類研
究の推進に必要不可欠であることを喝破した。創立 50 年を迎えた今日、色褪せないその慧眼に
敬服する。
（文責：資料委員会

西村剛）

Ⅳ．図書室
１）沿革
霊長類研究所図書室は、研究所設立の翌年である 1968 年に、教員 1 名（室伏靖子）を図書係
として開室した。翌 1969 年、教員 3 名（室伏靖子、井深（渡辺）允子、東滋）による図書委員
会が発足、非常勤職員 1 名（山本（磯部）知子）が図書係として採用された。1975 年度からは
河田いこひに交替、河田は 1976 年 11 月の定員化によって共同利用掛（現・研究助成掛）に配属、
図書室最初の定員職員となり 1991 年度末まで勤務する。その後、1992 年 8 月より現在まで髙井（佐
藤）一恵が引き継いでいる。また、河田定員化以降、常に 1 ～ 2 名、通算 9 名の非常勤職員が補
助に当たってきた。
図書室の運営を担う図書委員会は、教員 4 名（当初は 3 名）
、毎年改選で専門分野が偏らない
ように選出される。1990 年代には、遅れていた情報化を促進するため、情報システム整備委員
会の教員の参加を必須とし、一時的に 5 名体制で対応する時期もあった。
当初は本棟 5 階の教員研究室 1 室を図書室に充てていたが、1977 年度、第四期工事によって、
本棟 3 階西端に、図書室としての使用に耐える強度に床の補強工事を施して移動する。1994 年
度には類人猿行動実験研究棟竣工に伴い、図書室に隣接する部屋が空いたため「文献資料室」を
増設して霊長類学別刷コレクションおよび特殊文庫を移動、2002 年度には地階の 1 室を「図書
室第二書庫」として、紀要類を移動した。年々増加していく資料を収納しきれなくなったためで
ある。電子ジャーナルに比重が移る前の、最も冊子資料の増加率が高い時代であった。
2007 年度には本棟の耐震改修工事があり、工事中は一時的に図書事務室と新着資料を宿泊棟
の 3 階に移動し、製本雑誌と別刷を名古屋経済大学提供の多目的ホールにて開架、単行本は工事
前にできる限り所員に貸出を行い、何とか閉室せずに乗り切った。
2012 年 2 月には所内で不足する部屋の確保のため閲覧室が廃止され、
セミナー室に変更となる。
その代わりに 5 階の 1 室に図書事務室の一部を移し、実質 1 スパンの減となって現在に至る。
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２）所蔵資料
1968 年開室時 149 冊であった蔵書数は、2016 年 11 月末現在、図書 28,097 冊、雑誌約 700 種、
紀要類約 650 種、別刷約 85,000 点となっている。
「霊長類に関する学術研究成果を網羅する」という収書方針のもと、図書、雑誌、報告書、別
刷、電子資料等、形態を問わず収集される。教員や亡くなられた教員のご遺族からのご寄贈も多
数あり、故吉場健二氏の「吉場文庫」
、故上原重男氏の「上原文庫」のように特殊文庫としてそ
の名を残すものもある。
2000 年代になると、徐々に冊子体雑誌から電子ジャーナルへの移行が進んでいく。2010 年頃
を境に電子ジャーナルに重心が移り、継続購読する雑誌の種類は激減する。特に遠隔地にとって
は、所在地に囚われず他部局と同じ条件で使える電子ジャーナルの登場は有り難いものであった
が、冊子体の購入と違い、契約条件や出版社の事情によって過去のものが見られなくなる危険性
を常に孕むため、少なくとも霊長類学関連の雑誌だけは、冊子体を所蔵しておくという方針が定
められた。
霊長類研究所図書室所蔵の最も特徴的な資料は「霊長類学別刷コレクション」である。1977
年度より収集を開始、1980 年度に採用となった非常勤職員、池田（石原）早苗が 2012 年 12 月
の退職まで 33 年の長きに渡り、主としてその任に当たってきた。収集の経緯については、京都
大学図書館機構報「静脩」（Vol.25 No.3 1988 年）に詳しいが、国内外を問わず、研究者に直接、
霊長類に関する文献の寄贈を依頼し収集するという、他の図書館ではあまり例を見ない試みであ
る。差し迫って必要なものを購入することしかできない低予算の中で、いかに多くの文献を収集
するかという苦肉の策であったが、世界中の研究者から快くご寄贈頂けたお陰で、2010 年度に
は 85,000 点に達し、2 スパンの部屋を埋め尽くすほどになった。
長らく目録カードによる第一著者名からの検索しかできないのが不便であったが、機械検索可
能にするため、1995 年度より新規受入分の書誌情報のデータベース入力に着手する。遡及分の
入力の目処は全く立っていなかったが、幸いにも 1997 年度から 1999 年度まで科学研究費補助金
の助成を受けることができ、
一気に「霊長類学文献索引データベース」を作成することができた。
現物を所蔵しているものだけでなく、未入手分の情報も入っており、
「別刷コレクション」の検
索システムにとどまらず、
霊長類に関する文献の書誌情報データベースともなっている。
このデー
タベースは現在も更新し続け、
所内で活用するとともに、
図書室所蔵分に限って研究所ホームペー
ジから所外へも公開している。
一方、電子ジャーナルが普及するにつれ別刷自体が作成されなくなり、収集率が年々減少して
きたこと、新しいものほど電子ジャーナルでの利用が簡便になってきたことなどから、2010 年
度より積極的な収集はやめ、資料保存を目的としてこれまで集めてきた別刷を電子化する方針に
変更された。省スペース化の狙いもあるが、既に入手困難となっているものもあり、経年劣化や
紛失を防止することが急務となったためである。現在は所蔵分の約 3 分の 1 まで電子化が進んで
おり、「霊長類学文献索引データベース」との連携を整えつつある。
３）図書館間サービス
本部地区から遠く離れた霊長類研究所図書室の地の利は悪く、独自の予算も少ない中では、関
連分野の文献入手には図書館間の複写・貸借サービスに多くを依存することになる。他大学図書
館や国立国会図書館との相互利用は早くに始めることができたものの、部局毎に独立した図書室
を持つ京都大学内の壁は厚く、各図書室を直接訪問利用することが困難な遠隔地への理解はなか
なか得られなかった。
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学外の場合、学術情報センター（現・国立情報学研究所）が 1992 年度にサービスを開始した
ILL システムによって、それまで葉書で行っていた複写・貸借申込みがオンラインで可能となり、
文献入手に掛かる時間が大幅に短縮されていた。一方、学内の複写サービスについては、1998
年度に学内 ILL 制度に参加し、依頼・受付を正式に開始したものの、週に 2 回しかない学内便
でのやり取りでは、むしろ他大学に依頼した方がはるかに早く、また部局図書室によっては直接
利用以外の対応を断られることもあり、依然、学外図書館のサービスに頼らざるを得ない状況で
あった。
貸借についても、附属図書館には個別に対応してもらえていたが、学内のほとんどの蔵書の利
用には、利用者が直接京都へ出向くほかなかった。そんな中、1998 年度には学内他部局へ図書
を貸し出せるように図書室利用規程を改定した上で、個別の交渉によってまずは最も関連の深い
理学部動物学教室図書室（現・生物科学専攻図書室）と相互貸借を開始した。やがて関連分野の
蔵書を多く有する教育学部図書室、総合人間学部図書館（現・吉田南図書館）なども郵送対応し
てくれるようになり、それからも地道な交渉を重ねる毎に少しずつ相互貸借可能な図書室は増え
ていった。
その後、学内図書館連携の機運が高まり、2006 年度に学内デリバリーサービスが正式運用さ
れる。当初は学内便を利用するというものであったが、学内便では遠隔地への送付に時間が掛か
りすぎ利用可能日数が極端に制限される、また紛失・誤配の事例があり書留などと違って責任の
所在が明確にならないという主張が受け入れられ、学内便とは別に相互貸借用の独自ルートで配
送されるようになった。これにより、利用者の送料負担無しで学内の図書も簡便に取り寄せ可能
となり、借受、貸出ともに着実に利用を伸ばしている。
学内の複写サービスについても、システムリプレイスによって学内分も ILL システムでの申
込みができるようになるなど、徐々に改善されていたが、さらに 2013 年 10 月、EDDS サービ
スが開始され、PDF で複写物が送付されるようになってからは、文献の入手スピードは画期的
に早くなった。その他、2014 年には国立国会図書館のデジタル化資料送信サービスが開始され
るなど、インターネット化によって、文献の入手はもはや所在地の制約を受けないものとなって
きている。
霊長類研究所図書室においても、初期の頃より、所外からの依頼には可能な限り個別対応して
きたが、学外複写受付は 2001 年度、学外貸借受付は 2015 年度より ILL システムに受付方法を
変更し、さらに ILL システムを利用できない機関等への対応も引き続き行っている。
４）資料保存
電子資料の導入が進むにつれ、所外への複写依頼件数や雑誌冊子体の受入数は極端に減少して
いく。しかし、その一方で、図書貸出数にはほとんど変動がない。資料の電子化が進んでも、研
究者が入れ替わっても、確実に必要とされる資料を所蔵していることの現れである。必要な人に
必要な時に資料を提供できるようにするためには、学術書はもとより、一般には出回らず散逸し
がちな調査報告書なども蔵書検索できる形で保管していくことが大切であり、また、過去の成果
物の保存とともに、現在出版されているものについても、継続的な収集が重要となる。近年では、
すぐに入手しておかないと絶版や品切れで次年度にはもう入手困難になっているというものも増
え、注意が必要である。
図書室書庫は幸い保存に適した環境にあり、劣化防止措置や修繕など、その都度適切な対策を
取ることができれば、収集した資料を長く利用に供することが可能である。この先、研究所が
75 周年、100 周年と時を重ねていくのであれば、自分には必要ないあるいは個人で所蔵していれ
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ばいいという狭量な考えや、場所がない、予算がないなどという目先の状況に囚われず、将来の
霊長類研究者や学生が必要とする資料を図書室に体系立てて残していくことも霊長類の研究所と
しての大きな役割の一つであろう。
（文責：図書委員会
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髙井一恵）

2.4.4

広報・学会活動

Ⅰ．霊長類研究所刊行物
定期刊行物
霊長類研究所年報 / Primate Research Institute, Kyoto University.
-- Vol. 1（1971）- -- 京都大学霊長類研究所 1971 －（継続）

書籍
サル学なんでも小事典：ヒトとは何かを知るために / 京都大学霊長類研究所編 -- 講談社 1992. 5--（ブルーバッ
クス；B-918）
霊長類学のすすめ / 京都大学霊長類研究所編 --（京大人気講義シリーズ）-- 丸善 2003
霊長類進化の科学 / 京都大学霊長類研究所編 -- 京都大学学術出版会 2007
新しい霊長類学：人を深く知るための 100 問 100 答 / 京都大学霊長類研究所編著 -- 講談社 2009--（ブルーバッ
クス；B-1651）
新・霊長類学のすすめ / 京都大学霊長類研究所編 --（京大人気講義シリーズ）-- 丸善出版 2012

マニュアル類
サル類の飼育管理および使用に関する指針＝ Guide for the care and use of laboratory primates. -- 京都大学霊長
類研究所 1986
「サルを用いた実験」の理解のために -- 京都大学霊長類研究所 1993
安全の手引 /［京都大学霊長類研究所アド・ホック安全委員会編］-- 京都大学霊長類研究所 1983
安全の手引＝ Guide for safety at the Primate Research Institute /［京都大学霊長類研究所アド・ホック安全の手
引委員会編］--［新版］-- 京都大学霊長類研究所 1996
安全衛生の手引＝ Guide for safety and hygiene at the Primate Research Institute /［犬山事業場衛生委員会編］
-- 京都大学霊長類研究所 2007

報告書類・その他
房総丘陵におけるニホンザル野生群の分布 / 房総丘陵ニホンザル調査隊［編］-- 東京大学農学部付属演習林・
京都大学霊長類研究所 1972
オスの生活史：ニホンザル地域個体群の研究 I/［和田一雄、東滋、杉山幸丸編］-- 京都大学霊長類研究所
1974
アフリカ関係文献目録 / 京都大学霊長類研究所［編集］-- 千里文化財団 1984
スマトラ自然研究 1980-1985 年 / スマトラ自然研究促進委員会［編］-- 京都大学霊長類研究所 1986
根方第二岩陰遺跡発掘調査報告書；昭和 60 年度 -- 京都大学霊長類研究所 1986
Kyoto University overseas research report of studies on Indonesian Macaque.［no. 1］-- Kyoto University Primate
Research Institute, 1981.
Kyoto University overseas research report of studies on Asian non-human primates. -- no. 2 - no. 9. -- Kyoto
University Primate Research Institute, 1982-1995.
Early recovery process of Kutai ecosystem：a preliminary report / eds, Shigeru Azuma, Nengah Wirawan. -- Kyoto
University Primate Research Institute, 1994. --（Kyoto University overseas research report of studies on Indonesian
Macaque；special number）
．
Kyoto University overseas research reports of new world monkeys. --［1］- 10. -- Kyoto University Primate Research
Institute, 1979-2001.
Asian paleoprimatology. -- Vol. 1（2000）- -- Primate Research Institute, Kyoto University, 2000-（継続）
下北北西部山域に生息するニホンザルの現状に基く青森営林局今後の施業計画に対する意見書 / 京都大学霊長
類研究所［編］-- 京都大学霊長類研究所 1978

共同利用研究会報告書
哺乳類の進化と霊長類の位置 / 京都大学霊長類研究所［編］-- 京都大学霊長類研究所 1971
ニホンザルの母子関係 1973
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「主としてニホンザルを対象とした行動の研究」/［京都大学霊長類研究所編］-- 京都大学霊長類研究所 1974
Domestication の生態学と遺伝学：昭和 56 年度京都大学霊長類研究所共同利用研究会記録 -- 京都大学霊長類
研究所 1982
霊長類と疾病 -- 京都大学霊長類研究所 1983 --（京都大学霊長類研究所共同利用研究会報告；昭和 58 年度）
京都大学霊長類研究所共同利用研究報告 -- 京都大学霊長類研究所 1984
共同利用研究概要；昭和 44 ～ 56 年度 -- 京都大学霊長類研究所 1984 --（京都大学霊長類研究所共同利用研究
報告；第 1 号）

記念誌
この十年の歩み / 近藤四郎、室伏靖子、野上裕生編集 -- 京都大学霊長類研究所 1977
25 年のあゆみ / 久保田競、野上裕生編集 -- 京都大学霊長類研究所 1992
京都大学霊長類研究所附属サル類保健飼育管理施設 15 周年記念誌 -- 京都大学霊長類研究所附属サル類保健飼
育管理施設 1984
新しいサル像をめざして：施設からセンターへの 30 年 / 京都大学霊長類研究所人類進化モデル研究センター編
-- 京都大学霊長類研究所人類進化モデル研究センター 2002

Ⅱ．公開講座・市民公開日
霊長類研究所では、独自の研究成果ならびに霊長類学の様々な知識を社会へ還元するため、
1985 年より毎年 1 回、研究所にて市民を対象とした公開講座を開催している。当初は、霊長類
学を知ってもらうために、主に中学校・高等学校の生物学を担当する教員を対象に講義を中心と
した講座を行った。その後、参加希望者の増加に伴い、広く一般に向けた講座として毎年開催さ
れている。近年は、2 日間にわたり、本研究所の教員による講義および実習を受講するというか
たちが定着している。講義は、霊長類学の様々な分野の話が聞けるよう配慮され、研究分野の異
なる 4 名による研究紹介や関連するトピックについての講義が行われている。実習は例年、形態
学（骨学）
、心理学、生態学、生化学（遺伝学）の 4 テーマが用意され、参加者は 2 テーマを選
択できるようになっている。当初は定員 120 名であったが、本棟改修、耐震補強工事などにより
講義室が狭くなったため、現在は定員 60 名としている。北は北海道、南は九州・沖縄から幅広
い年齢層の参加がある。2002 年から 2013 年には、東京公開講座が日本科学未来館において開催
された。遠隔地であるため、講義のみの公開講座であったが、2013 年には骨格標本をはじめと
する資料展示やチンパンジーの認知課題の体験など、実物を見て触れる展示も行った。毎回、
150 から 250 名程度の参加があった。2014 年以降は、東京フォーラムとして、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主催となって、さらに幅広いテーマで開催している。
市民公開日は、1990 年に始まった。上述の公開講座が広く一般社会へ霊長類研究の成果を還
未許諾のため画像はありません

平成 18 年市民公開日の基調講演（左）とサル放飼場見学風景（右）。
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元することを目的とするのに対し、市民公開は、地元地域の住民との交流を通して、研究所を知っ
てもらうために行われている。開催のきっかけは、1989 年 10 月におきたチンパンジー逃走事件
で近隣住民に多大な被害と迷惑をかけたことであった。毎年 50 名前後の市民の参加を得て、講
義 1 演題と所内の見学を行っている。
Ⅲ．大学院ガイダンス（夏期セミナー・春期セミナー・オープンキャンパス）
霊長類学に興味を持つ全国の大学生を対象にした夏期セミナーが 1989 年から始まった。2 日間（一
時期 3 日間）にわたり、研究所で行われている研究の紹介や、各分野教員との懇談などが行われ
た。これは、大学院受験を検討している学生に対するガイダンスの意味もあった。2001 年度か
ら春期セミナーとして 3 月に開講されるようになった。2003 年度からは、それまで以上に大学
院受験希望者向けのガイダンスという趣旨を明確にするため、
「オープンキャンパス：大学院ガ
イダンス」と改名し、2 月開催となった。ここ数年は、
参加者数 20 から 30 名程度で推移している。
研究所の各分野（大学院の各分科）の紹介、
各参加者が希望する研究分野の教員との懇談のほか、
参加者が気軽に教員や大学院生と話ができるよう、懇親会も行っている。
Ⅳ．学校単位の研究所見学
近年、スーパーサイエンスハイスクール（SSH）の普及などもあり、高等学校、中学校からの
研究所見学の依頼が増えている。年間 10 件程度の依頼があり、ほとんど全てを受け入れている。
参加人数は、学校によって異なるが、10 から 30 名程度である。内容は、市民公開日とほぼ同様で、
講義を 1 つないし 3 つと放飼場、資料展示室などの見学を行っている。内容は、学校側の要望を
踏まえて決めている。
（文責：宮地重弘）
Ⅴ．日本霊長類学会の概要
今西錦司、宮地伝三郎らにより 1951 年に京都大学に霊長類研究グループが誕生し、日本の霊
長類学が始まった。翌年からこのグループは東京大学伝染病研究所の安東洪次、厚生省予防衛生
研究所の田嶋嘉雄らの実験動物研究グループとの連携を強め、1956 年には名古屋鉄道株式会社
の支援を受けて財団法人日本モンキーセンタ─を設立した（初代財団会長は渋沢敬三）
。1963 年
には京都大学に人類学講座が、1967 年には霊長類研究所（当初は京都、1968 年から犬山）が開
設された。この間の 1966 年には国際霊長類学会が設立されている。また、1974 年には名古屋で
第 5 回国際霊長類学会大会が開催された。こうした霊長類学の勃興から時を経た 1985 年に日本
霊長類学会が誕生した。設立時の会員数は 423 名で、初代会長には河合雅雄（当時：霊長類研究
所教授）が選ばれた。1974 年につづき 1990 年に日本（名古屋と京都）で開催された第 13 回国
際霊長類学会では、日本霊長類学会がホストになり国際学術集会を成功させた。現在（2016 年 9
月末）の会員数は 511 名で、第 14 期会長は中道正之（大阪大学人間科学研究科教授）である。
本学会は霊長類学の発展をはかるとともに、霊長類の保全ならびに飼育実験倫理の向上に努め
ることを目的としている。このため、
（1）年次大会、講演会、シンポジウム等の学術集会の開催、
（2）会誌その他の学術資料の発行、
（3）国内外の関連学協会との交流と協力、
（4）霊長類学に
関する教育および知識の普及、
（5）霊長類に関する調査研究およびその振興、
（6）ヒト以外の霊
長類の保全ならびに福祉に関する事業、
（7）その他本会の目的を達成するために必要な事業、を
進めている。
学会業務の執行は会長、副会長、理事で構成する理事会を中心に行っている。このため全会員
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による選挙で正会員から評議員 30 名を選び、その互選により理事 10 名を選出している。理事は
庶務、経理、編集、渉外、保全・福祉の役割を分掌している。これら役員の任期は 2 年で、評議
員を除きこれらの職に連続して就けるのは二期までと定められている。
学会の広報活動では、学会設立と同時に和文誌『霊長類研究』が刊行され、霊長類学に関する
広い分野・領域を対象とする原著論文、調査報告などが掲載されてきた。この出版では創刊から
1999 年までは年 2 号、1993 年からは年 3 号、2004 年からは年 2 号に加え大会抄録集である増補
版（Supplement）が発行されている。一方、財団法人日本モンキーセンター（2014 年 4 月から
公益財団法人）が 1957 年から刊行してきた世界初の霊長類学英文学術雑誌 Primates の出版は
2003 年以降にシュプリンガー社が行うことになり、
2003 年から日本霊長類学会の準機関誌となっ
た。現在では年 4 回刊行され、
学会員に印刷物ないしはネット配信により無料で提供されている。
Ⅵ．国際霊長類学会の概要
国際霊長類学会（IPS：International Primatological Society）はヒト以外の霊長類の科学的研究、
霊長類研究に従事するすべての国籍の科学者間の協力を促進し、霊長類全種の保全を促進するた
めに 1966 年に設立された。本学会は科学、教育および慈善を目的とする非営利団体である。現
在（2016 年 12 月時点）本学会には各国の 23 学術団体が加盟しており、日本霊長類学会（PSJ：
Primate Society of Japan）もそのひとつである。その運営、国際大会開催、執行部構成は時代と
ともに変化してきた。
運営業務の中心は会長、副会長を中心とする執行部で、任期 4 年、二期までの上限（但し会長
については一期のみ）で会員に選出される役員で構成されている。現規定では、役員の半数が 2
年ごとに改選されている。役員には、保全担当、渉外担当、会計を兼ねた会員担当、飼育管理担
当、研究担当、教育担当、を分掌する副会長ならびに総務担当がいる。学会運営には幹事会（加
盟学会代表者、
前期会長、
国際自然保護連合代表者などで構成）およびその下部組織の委員会（常
置と臨時の 2 種類）も関係している。常置委員会には保全、飼育管理、研究、教育、選挙、表彰、
研 修 プ ロ グ ラ ム に 関 係 す る も の が あ る。 初 代 会 長 は 心 理 学 や 発 達 科 学 で 著 名 な Leonard
Carmichael（USA）である。現在（2016 年 12 月時点）の会長は霊長類の行動生態学が専門の
Karen Strier（USA）である。過去 12 期の会長経験者には西田利貞（第 8 期：1996-2001 年）、山
極寿一（第 11 期：2008-2012 年）
、松沢哲郎（第 12 期：2012-2016 年）の 3 名の日本人霊長類学
者がいる。国際霊長類学会の役員経験者にはこの他に今西錦司（アジア地域総務：1964-1972 年、
副会長：1972-1976 年）
、近藤四郎（アジア地域総務：1972-1976 年）
、竹中修（アジア地域総務：
1992-1996 年）がいる。
国際霊長類学会の大会は 1966 年のフランクフルト（ドイツ）での第 1 回大会にはじまり、2
年ごとに開催され 2016 年にはシカゴ（USA）で第 26 回大会が開催された。日本ではこれまで
に 3 回開催されている（第 5 回大会：1974 年名古屋、第 13 回大会：1990 年名古屋・京都、第
23 回大会：2010 年京都）
。
国際霊長類学会の学会誌 International Journal of Primatology の刊行は学会設立のあと 14 年後
の 1980 年にはじまった。1976 年にケンブリッジ（イギリス）で開かれた第 6 回国際霊長類学会
で出版要望の声が強まり、この機関誌では学術情報とともに保全関連の情報を積極的に発信する
ことが決まった。現在はシュプリンガー社から 1 年に 6 回刊行されている。本学会の広報活動で
は会員に向けた会報のほか、ガイドラインも提供している。近年では 2007 年に「霊長類の入手、
飼育、繁殖に関する IPS 国際ガイドライン第 2 版」を飼育管理委員会が公表している。この内容
は日本霊長類学会保護委員会により邦訳され公開されている。
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（文責：川本芳）

2.4.5

交流協定（2010.3.31 ～ 2015.3.31）
協定国

2010 年 ギニア
3 月 31 日
現在
ギニア

協定先

協定年月日

期間

ギニア科学技術庁

2004/1/28

5 年間
（自動継続）

ボッソウ環境研究所

2004/1/4

5 年間
（自動継続）

大韓民国

国立霊長類センター
釜山大学薬学部
釜山大学理学部

2004/12/20

5 年間
（2005.1 ～）

インドネシア

ボゴール農科大学霊長類研究センター

2005/2/24

5 年間
（2005.4.1 ～）

インドネシア

アンダラス大学理学部生物学科

2005/12/21

5 年間
（2006.4.1 ～）

スリランカ

スリジャヤワルデネプラ大学社会学人類学教室

2005/8/18

10 年間

台湾

国立屏東科技大学野生動物保全学研究所

2008/1/18

10 年間

タイ

タイ・王室後援動物園協会

2009/9/16

5 年間
（2009.10.1 ～）

日本

財団法人名古屋みなと振興財団（名古屋港水族 2010/7/3
館）

2011 年
3 月 31 日 ギニア
現在

定めなし

学術交流協定
ギニア科学技術庁

2004/1/28

5 年間
（自動継続）

ギニア

ボッソウ環境研究所

2004/1/4

5 年間
（自動継続）

スリランカ

スリジャヤワルデネプラ大学社会学人類学教室

2005/8/18

10 年間

台湾

国立屏東科技大学野生動物保全学研究所

2008/1/18

10 年間

タイ

タイ王国動物園協会

2009/9/16

5 年間
（2009.10.1 ～）

大韓民国

ソウル大公園（ソウル動物園）

2010/4/28

─

タイ

チュラロンコン大学理学部

2010/5/24

5 年間
（自動継続）

2010/9/15

5 年間

コンゴ民主共和国 生態森林研究所
共同研究協定
日本

財団法人名古屋みなと振興財団（名古屋港水族 2009/7/3
館）

日本

財団法人高知県のいち動物公園協会

2010/8/12

─
2013/3/31

マレーシア

オランウータン島財団

2010/11/1

─

マレーシア

プラウバンディング財団

2010/11/1

─

2012 年
3 月 31 日 ギニア
現在

学術交流協定
ギニア科学技術庁

2004/1/28

5 年間
（自動継続）

ギニア

ボッソウ環境研究所

2004/1/4

5 年間
（自動継続）

スリランカ

スリジャヤワルデネプラ大学社会学人類学教室

2005/8/18

10 年間

台湾

国立屏東科技大学野生動物保全学研究所

2008/1/18

10 年間

タイ

タイ王国動物園協会

2009/9/16

5 年間
（2009.10.1 ～）

大韓民国

ソウル大公園（ソウル動物園）

2010/4/28

─
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協定国
タイ

協定先
チュラロンコン大学理学部

協定年月日
2010/5/24

期間
5 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 生態森林研究所

2010/9/15

5 年間

インドネシア

アンダラス大学理学部

2011/4/27

5 年間
（2011.4.1 ～）

バングラデシュ

野生生物保護局

2011/3/12

5 年間
（2011.4.1 ～）

タイ

カセサート大学理学部

2011/4/25

5 年間
（2011.5.1 ～）

日本

財団法人名古屋みなと振興財団（名古屋港水族 2009/7/3
館）

日本

財団法人高知県のいち動物公園協会

共同研究協定

2010/8/12

─
2013/3/31

マレーシア

オランウータン島財団

2010/11/1

─

マレーシア

プラウバンディング財団

2010/11/1

─

マレーシア

サバ財団、
ペトロリアム・ナショナル株式会社（ペ 2011/6/29
トロナス）、サバ州森林局、サバ州野生生物局、
マレーシア科学アカデミー

─

2013 年
3 月 31 日 ギニア
現在

学術交流協定
ギニア科学技術庁

2004/1/28

5 年間
（自動継続）

ギニア

ボッソウ環境研究所

2004/1/4

5 年間
（自動継続）

スリランカ

スリジャヤワルデネプラ大学社会学人類学教室

2005/8/18

10 年間

台湾

国立屏東科技大学野生動物保全学研究所

2008/1/18

10 年間

タイ

タイ王国動物園協会

2009/9/16

5 年間
（2009.10.1 ～）

大韓民国

ソウル大公園（ソウル動物園）

2010/4/28

─

タイ

チュラロンコン大学理学部

2010/5/24

5 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 生態森林研究所

2010/9/15

5 年間

インドネシア

アンダラス大学理学部

2011/4/27

5 年間
（2011.4.1 ～）

バングラデシュ

野生生物保護局

2011/3/12

5 年間
（2011.4.1 ～）

タイ

カセサート大学理学部

2011/4/25

5 年間
（2011.5.1 ～）

スイス

チューリッヒ大学獣医学部

2012/6/20

3 年間
（自動継続）

2013/1/7

5 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 キンシャサ大学理学部
共同研究協定
日本

財団法人名古屋みなと振興財団（名古屋港水族 2009/7/3
館）

─

日本

日本モンキーセンター

2012/10/15

─

マレーシア

オランウータン島財団

2010/11/1

─

マレーシア

プラウバンディング財団

2010/11/1

─

マレーシア

サバ財団、
ペトロリアム・ナショナル株式会社（ペ 2011/6/29
トロナス）、サバ州森林局、サバ州野生生物局、
マレーシア科学アカデミー

─

185

協定国
2014 年
3 月 31 日 ギニア
現在

協定先

協定年月日

期間

学術交流協定
ギニア科学技術庁

1998/12/28

5 年間
（自動継続）

ギニア

ボッソウ環境研究所

2004/1/4

5 年間
（自動継続）

スリランカ

スリジャヤワルデネプラ大学社会学人類学教室

2005/8/18

10 年間

台湾

国立屏東科技大学野生動物保全学研究所

2008/1/24

10 年間

タイ

タイ王国動物園協会

2009/9/16

5 年間
（2009.10.1 ～）

大韓民国

ソウル大公園（ソウル動物園）

2010/4/28

─

タイ

チュラロンコン大学理学部

2010/5/24

5 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 生態森林研究所

2010/9/15

5 年間

インドネシア

アンダラス大学理学部

2011/4/27

5 年間
（2011.4.1 ～）

バングラデシュ

野生生物保護局

2011/3/12

5 年間
（2011.4.1 ～）

タイ

カセサート大学理学部

2011/4/25

5 年間
（2011.5.1 ～）

スイス

チューリッヒ大学獣医学部

2012/6/20

3 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 キンシャサ大学理学部

2013/1/7

5 年間

インドネシア

ガジャマダ大学獣医学部

2013/11/5

5 年間
（2014.1.1 ～）

インドネシア

ボゴール農科大学理数学部

2013/11/13

5 年間

日本

財団法人名古屋みなと振興財団（名古屋港水族 2009/7/3
館）

─

マレーシア

オランウータン島財団

2010/11/1

─

マレーシア

プラウバンディング財団

2010/11/1

マレーシア

サバ財団、
ペトロリアム・ナショナル株式会社（ペ 2011/6/29
トロナス）、サバ州森林局、サバ州野生生物局、
マレーシア科学アカデミー

共同研究協定

2015 年
3 月 31 日 ギニア
現在

─
5 年間

学術交流協定
ギニア科学技術庁

1998/12/28

5 年間
（自動継続）

ギニア

ボッソウ環境研究所

2004/1/4

5 年間
（自動継続）

スリランカ

スリジャヤワルデネプラ大学社会学人類学教室

2005/8/18

10 年間

台湾

国立屏東科技大学野生動物保全学研究所

2008/1/24

10 年間

大韓民国

ソウル大公園（ソウル動物園）

2010/4/28

タイ

チュラロンコン大学理学部

2010/5/24

5 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 生態森林研究所

2010/9/15

5 年間

インドネシア

2011/4/27

5 年間
（2011.4.1 ～）

アンダラス大学理学部

─

バングラデシュ

野生生物保護局

2011/3/12

5 年間

タイ

カセサート大学理学部

2011/4/25

5 年間
（2011.5.1 ～）
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協定国
スイス

協定先
チューリッヒ大学獣医学部

協定年月日
2012/6/20

期間
3 年間
（自動継続）

コンゴ民主共和国 キンシャサ大学理学部

2013/1/7

5 年間

インドネシア

ガジャマダ大学獣医学部

2013/11/5

5 年間
（2014.1.1 ～）

インドネシア

ボゴール農科大学理数学部

2013/11/13

5 年間

アメリカ

リンカーンパーク動物園フィッシャーセンター

2014/11/21

5 年間

中国

中山大学社会学与人類学院

2015/3/1

5 年間

共同研究協定
日本

財団法人名古屋みなと振興財団（名古屋港水族 2009/7/3
館）

─

マレーシア

オランウータン島財団

2010/11/1

─

マレーシア

プラウバンディング財団

2010/11/1

─

マレーシア

サバ財団、
ペトロリアム・ナショナル株式会社（ペ 2011/6/29
トロナス）、サバ州森林局、サバ州野生生物局、
マレーシア科学アカデミー

日本

西海国立公園九十九島水族館「海きらら」

2012/6/16

日本

日本モンキーセンター

2014/10/15

日本

大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学 2014/1/22
研究所
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5 年間

─
─
5 年間

第3章

回顧録

霊長研事始
河合雅雄
1952 年に京大動物学科に霊長類研究グループが結成され、野生ニホンザルの社会生態学的研
究に関する研究成果があげられていった。そして、第 2 次世界大戦を境にして休眠状態にあった
欧米の霊長類学に大きな衝撃を与え、覚醒させた。形態学と心理学が中心で専ら室内での研究が
主であった欧米の霊長類学に対し、日本の生物社会学と生態学に基づく野外研究は、欧米の研究
者に新鮮な驚きを与えた。1956 年に名古屋鉄道がスポンサーになり（財）日本モンキーセンター
（以下 JMC）が発足し、犬山市栗栖に小さな研究所と野猿公苑が開設した。
日本の研究に刺激されて欧米で霊長類の野外研究が始まった。若い研究者がしばしば JMC を
訪れ、方法論等を議論してフィールドに出かけていった。60 年代には米国は霊長類学の医学と
薬学、軍事研究への有用性の認識を高め、あっと思うまに巨大な霊長類研究所が 7 つ設立された。
しかも形態学、心理学、生理学、生化学等からなる総合研究所で、コンピューターや高度な分析
器などの最新の研究機器で武装し、完備したサル類の飼育施設をもっていた。これでは小さな民
間の研究所である JMC では対抗するすべもなく、米国の研究所に劣らぬ国立の研究所を作る必
要性に迫られた。当時の文部省は研究所の新設を抑制し、学術会議からの推薦のみを検討すると
いう厳しさであった。幸い学術会議の推薦を受け、文部省の認可を得ることができた。多くの人
の努力の賜であるが、中でも京大の宮地伝三郎（学術会議会員）
、今西錦司、東大の時実利彦 3
教授の働きに負う所が大きかった。
大蔵省の方針として、建設に必要な土地は自前で用意せねばならなかった。名鉄から寄付の内
諾を得ていたが、認可の最終書類を提出する段になって、名鉄の保証書がない。京都からは矢の
催促。土川元夫社長の英断（独断？）によって結着したが、
交渉担当の私はこの時ほど困惑しほっ
としたことはなかった。
概算要求の作製は大変な作業だったが、人類学講座の伊谷純一郎助教授と葉山杉夫助手の八面
六臂の活躍に感謝しなければならない。
設立許可が予定より一年遅れた。そのために大変な不幸を招くことになった。初代所長は今西
錦司先生が予定されていたが、発足の年に定年を迎えられ、所長就任が不可能になった。京大の
内規では所長は現役ときまっていたからだ。そのため形態部門と神経生理部門で発足することに
なった。霊長類の研究者は形態学の岩本光雄助教授だけなので、河合と吉場健二が神経生理部門
の助教授と助手として JMC から赴任した。初代所長は近藤四郎教授。当然外部からは本流の社
会や生態の部門がなぜできないのかという強い批判と疑問が投げかけられた。それなりの理由が
あったわけだが、問題は外部の運営委員の 2 教授を加えた教授会で全てが決定され、私らは意見
を述べる機会がなく、設立に献身的な努力を傾注した伊谷と葉山の両名は部外者として排除され
た。外部からの不満の矢は私に集中し、大変苦しい思いをした。時実先生が霊長類学へのよき理
解者だったことがせめてもの救いだった。
教授会をなくし、教官全員によって新しい研究所を作ろうと、協議員会が誕生するにはそれな
りの理由と産みの苦しみがあったのである。誰にも言わなかったが、
私は奇病に悩まされていた。
疲労困憊した日の夜、夜中に腹部の違和感に目覚めると、次に冷凍室に放りこまれたような悪寒
に襲われ、魂まで冷えそうになると強烈なふるえに代り、20 分ばかり骨格がばらばらになるか
と思うほどふるえ、40 度近く発熱。朝タクシーで名鉄病院に駆けこみ、阿久津院長の治療を受
けた。こんなことが続くと死ぬぞと威かされた。一過性でよかったが、夏でも炬燵が 3 つ用意し
191

てあった。
次々と新設される部門に赴任した人は霊長類学は初めての人が多かったが、パイオニア精神を
発揮してすぐれた成果をあげ、京大でもユニークな研究所になり 50 周年を迎えた。発足当時を
ふり返って感慨深い。
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京都大学霊長類研究所

創立 50 周年を祝して
江原昭善

「調査・研究に哲学はいらない！」と断言したのは、たしか「野生の思考」で有名なレヴィ・
ストロースではなかったか。では、霊長類の研究はどうか。その分類群のなかに人間がいるのだ
から、レヴィ・ストロースを超える、更なる哲学が必要なのかも知れない。人間の研究にも欠か
せない重要な情報が豊富に含まれていることが分かってきたからだ。人類の起源、家族の起源、
人間関係、言葉や情報伝達の起源、文化の起源、技術の起源、果ては倫理や死の問題などなど…
…。これらの問題は限りなく幅広く、かつ深い。そしてそれらを互いに紡ぐのが哲学なのだ。
だからその分だけ、さぞかし研究も進んでいることだろうと思いたくなる。ところが周りのい
ろんな専門分野に比べて、霊長類の研究だけがまるでぽっかりと穴が開いたように、欠落してい
た。
欧米や日本でも、少壮の霊長類研究者たちは、そのことに気付いていた。まだ寄るべき組織を
持たなかった彼らは、ばらばらで、研究上の協力や情報交換などは不可能に近かった。やがて気
運が高まり、フランクフルト大学のホッファーやシュタルクらが中心になって、研究会が組織さ
れた。日本ではそれよりも少しばかり早く、財団法人

日本モンキーセンター（JMC）が設立

され、定期的に勉強会（研究報告会）が開催されていた。
ところが、である。話は少しばかり前後するが、日本では古くからサル（ニホンザル）が棲み
つき、民俗学的にも民話や伝承などで日本人には親しみのある動物だ。京都大学の今西錦司や伊
谷純一郎や川村俊蔵らは、
都井岬の野生馬調査の際に立ち寄った幸島の野生サルの群れに遭遇し、
その社会性の高さにおどろく。以後、日本列島に棲むニホンザルについて、独特の個体識別法が
考案され、それをもとにニホンザルの社会構造や社会行動などについて、矢継ぎ早に報告が出さ
れていった。欧米の研究者たちは驚いた。おそらくこれが契機となって、国際的な学会（IPS）
が誕生したと、記憶している。
かくして第 1 回国際霊長類学会大会が、ホッファーらを中心としてフランクフルト大学で開催
され、この学会の精神として、T. ハックスリーの『自然界における人間の位置』の論文の精神
を以ってした。そしてこの第 1 回大会には、ハックスリー賞を授与されていた伊谷純一郎と、宮
地伝三郎およびキール大学に留学中の筆者が現地参加した。
今日、サルたちが生息する自然環境は、どんどん人間側の都合で破壊されつつあるが、この大
会でもすでに霊長類の環境保護と、実験動物としてのサル類の意義についての認識を深める一翼
を担うべきだ、という声があったことも付言しておきたい。
（文中敬称略）
。
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霊長類研究所での私の経験
野澤

謙

私は 1970 年 3 月から 1991 年 3 月まで霊長類研究所所員であり、その間 1984 年 1 月から 1990
年 1 月まで同研究所所長（6 代目、5 人目）を勤めました。
研究員としての私は庄武孝義、川本芳両所員などの協力を得て、
「生化学的遺伝変異を標識と
する Macaca 属サルの系統と繁殖構造に関する研究」を主たるテーマとし、特にニホンザルにつ
いては 38 地域集団 61 群を調査対象とし 32 遺伝子座の血液蛋白電気泳動による変異の検索とデー
タの統計処理をおこないました。当時この研究は国内外の集団遺伝学者サークルの中で評価され
て国際シンポジウムに招かれ、木村資生博士や根井正利博士の集団・系統遺伝学の成書にも引用
されています。
霊長研赴任前から興味をもっていた domestication 問題の研究は、サルやカモシカのような野
生動物と共にウマ、ヤギ、ネコのような家畜動物をも視野に入れた遺伝学的比較研究で、これは
霊長研退職後現在に至るまで私の研究対象であり続けています。
霊長類研究所の運営面となりますと、所長としての 6 年間の仕事を意味しましょう。研究所長
が取り組まねばならない毎年の業務として、研究所の将来計画を見すえて概算要求を纏め、国に
提出し、その採択に向けて努力することです。私の任期中に採択された要求は、京都大学大学院
理学研究科の中での霊長類学専攻の独立と、京都大学附置のアフリカ研究センターの設立の 2 要
求でした。ただしこれらは採択時点での所長の功績とすべきではなく、数年間にわたる全所員の
努力の積み上げの末に国の事業として採択されるものです。それ故、積木の最後の一片を置いた
私よりも前々所長の河合雅雄教授と前所長の久保田競教授の貢献が大きかったと思います。
私の在任中に対処を強いられた「ブレサール女史事件」と「チンパンジー脱走事件」の 2 件は
共に新聞に大きくとり上げられて霊長研の社会的イメージに負の影響を与えました。前者は外国
人研究員としてフランスより訪問中の一女性が夜間に実験用サルの飼育室に潜入し、実験器材を
装着させたサルや不潔と見える飼育室内の情景を写眞に撮り、世界各国の動物愛護団体に配布し
たという事件でした。所長たる私宛には全世界から研究所の人事にも容喙する数十通の非難の手
紙が殺到しました。こうした事態に対して私にできることは事件に対する反省をふまえて実験設
備を清浄化し、実験方法を改めるよう同僚達に慫慂し、そのための予算措置を構じることしかあ
りませんでした。
「チンパンジー脱走事件」とは実験用に飼育中のチンパンジーが施錠中の檻から脱出し、所内
で遊んでいた 3 名の男子小学生を追いかけ、
その 1 人に爪で擦過傷を負わせたというものでした。
ちょうどその日、私は全国研究所長会議出席のため札幌への旅行中であり、サル保健管理施設の
長は海外出張中で代理が置かれていました。私は電話連絡により東京から夜行バスで翌朝帰所し
ましたが、留守中もその後もサル施設長代理の竹中修教授（故人）と研究所事務長の藤本進氏は
脱走チンパンジーの再捕獲や負傷者の加療など当面の事件収拾に目覚ましい活躍をされました。
問題はチンパンジーがいかにして解錠し脱出し得たかです。警察は研究所側の「過失傷害罪」
を構成するとして所員、特に飼育担当技官や外来者のその日の行動を詳しく調べましたが、誰に
も責任追究の証拠となるべき行為も不作為も発見されず、
刑事事件としては不起訴となりました。
チンパンジー自身が解錠したのだろうとの推定に基づいてです。私はこの推定に同意しました。
これが 3 人の未成年者を含め関係者全員が職歴上傷を受けること最も少ない穏当なものと判断し
たからです。その後研究所はサルの飼育管理を厳格にし、同種の事件再発は防止されています。
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サルが逃げて、サル施設ができた
久保田競
1965 年の秋、東京大学医学部の脳研究施設長の時実利彦教授が、講師をしていた私に言われた。
「近く、京都大学のサルの研究所が犬山に出来るんです。いくらでも研究が出来ますよ。移りま
せんか」と。この言葉に感動し、即答した、
「行きます」と。
1967 年 6 月 1 日に創設され、時実利彦、近藤四郎が赴任し、9 月 1 日に私と岩本光男が赴任し
た。そして、夏の暑い日に、霊長類研究所を訪れ、研究所本棟の玄関のあるあたりへ連れていか
れた。松の生えている小山の頂上あたり、松以外、何もなかった。
「ゼロからの出発であり、大
いに頑張ろう」と決意した。この時、事務方から言われたことに、神経生理研究部門には創設設
備費が 1 千万円、部門校費が 1 千万円あるので、年度内に使って欲しいということだった。最初
の難問である。その後、研究所建設と研究実践には、難問が続々と襲ってきたが、初心を思い出
して努力した。私は、脳科学者に自慢できるほどの研究が 1970 年代に発表出来た（サルの前頭
前野で、ワーキングメモリーの保持機構を細胞レベルで明らかにした）
。また、研究所も優れた
研究所に育って行った。
初期の苦労話を紹介する。第 1 期工事が終わったのは 1968 年夏で、同年 9 月 18 日に東京大学
医学部 3 号館に保管してあった備品、サル等を研究所に運んで、研究を始めた。翌日に東大紛争
の学部封鎖が始まった。1 日遅れていれば、物品の移動は出来ず、研究もできなかった。研究所
が創設された時の、サルの使用計画は、地下にサル居住室をつくり、2 名の飼育員が飼育すると
いうものだった。最初のサル遁走事件が起こったのは、1968 年秋の或る日の朝、サルが居住区
から一匹もいなくなっていた。ドアは壊れてないので、部屋から出て行ってはいない。ところが
ケージの金網に天井金網がない。天井板に破れたのがあった。やがて、破れた天井板からサルが
顔を出しているのをみつけた。床上に餌をおくことでおびきよせ、
事件は解決した。ついで起こっ
たのが結核感染事件。一部屋にいるサルに、元気がないのがいたので調べたら、結核に感染して
いた。解剖して内臓をみたら、結核結節がみられた。粟粒結核の集団感染である。もし職員に感
染していたら、大事件になる筈だ。急いで感染症の対策をとり解決した。おかげで、創設時に計
画されてなかった、広い放飼場、検疫室、汚水処理場まであるサル類保健飼育管理施設がつくれ
た。
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霊長研設立前夜
杉山幸丸
1952 年夏から翌年の初頭にかけて宮崎県の幸島と大分県の高崎山で野生ニホンザルの餌付け
が成功し、至近距離での観察ができるようになった結果、個体識別と長期継続観察が進んだ。そ
の結果、母娘の関係が生涯にわたって続く、近隣個体は互いに識別してその間の関係を認識して
いる、集団には順位制を柱とした社会構造がある、新しい文化ともいえる獲得行動が若い個体に
始まりその血縁関係者と遊び仲間に伝播してゆくこと、等が明らかにされた。その最初の発表は
1955 年の日本人類学・民族学連合大会だった。これが「学」として名乗りを上げた最初だった。
現代霊長類学の産声だったと言える。
翌年、雑誌『自然』が伊谷純一郎の「ニホンザルのコミュニケーション」と川村俊蔵の「ニホ
ンザルのカルチュア」を掲載し、翌月か、各界の識者らによるコメント特集が組まれた。こうし
てサルの研究は人類学にその位置を得る契機になった。
財界の重鎮・渋沢敬三氏と土川元夫名鉄社長の支援を受けて 1956 年に日本モンキーセンター
（JMC）設立。翌年には霊長類学専門誌 Primates が刊行された。同誌は 1959 年からロックフェ
ラー財団の支援で英文誌になり、世界への発信も始まった。
こうして日本で霊長類学は認知されることになったが、大学に霊長類研究を大っぴらに名乗る
居場所はなかった。1962 年に京都大学理学部動物学教室に自然人類学講座が設けられ、今西錦
司教授（人文科学研究所と併任）伊谷純一郎・池田次郎助教授、葉山杉夫・杉山幸丸助手が就任
したが、依然、人類学の名のもとでの半ば仮住まいだった。
霊長類学を名乗れる場を求めて京大内に準備懇談会ができたのは 1963 年だった。宮地伝三郎
教授、今西教授、伊谷助教授らが会員として名を連ね、助手に就任したばかりの私が書記として
会議のメモ取りに専念した。せいぜい 3、4 講座程度の研究施設だと私は推測していたが、構想
は総合的霊長類研究所という大きなものだった。この頃の謄写版刷りの議事録は霊長研所長室の
ガラス入りの戸棚に保管しておいたが、先日行ってみるとすでに紛失していた。誰かが持ち去っ
たのだろう。伊谷さんの読みにくい書き込みの入った謄写版刷り非公式会議録だった。
翌 1964 年には日本学術会議第 41 回総会で霊長類研究所の設立が政府に勧告され、懇談会は文
部省の調査費のついた正式な設置準備委員会になった。学内外の学部長級の委員が集まり、生物
学のあらゆる分野を網羅して人類進化の解明を目指す霊長類の研究を推進するという構想が立て
られた。相変わらず私は書記として駆り出された。
設置準備委員会発足後は伊谷、葉山、杉山で概算要求の作成を担うことになった。これまで見
たことはもちろん聞いたこともないような高額の施設や物品を書き上げることは、不慣れな私に
は重い荷だったが楽しい作業でもあった。書き上げて提出しては突き返され、そのたびに修正し
て再提出を繰り返し、概算要求書として文部省に差し出された。文部省からも目的や部門数や構
成や名称や土地や JMC との関係など、細部にわたってあれこれ注文をつけられ、そのたびに何
度も作り直した。すべて手書き、パソコンなし、計算は重厚なタイガー計算機の時代だった。最
近は書類作成や会議で研究時間がないと言うが、ぜいたくな悩みだ。こうして 1967 年、霊長研
ができた。
サルをヒトとして考える視点から科学界に革命をもたらしたが、次の段階で生物としての視点
を導入していたら、母娘関係の永続性と種内子殺しの発見から、血縁選択説などの社会生物学は
もしかしたら日本から発信できたかもしれないと、のちに思った。
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玄関前のクスノキ
小嶋祥三
わたしは 1972 年 -2003 年の間、霊長類研究所（心理研究部門、行動神経研究部門認知学習分野）
に在職した。わたしが赴任した時、研究所玄関の前にあるクスノキは移植がうまくいかなかった
のか、幹が切られていた。その幹の脇から枝がのびていた。その枝が成長し、現在は立派な樹に
なっている。
わたしが赴任した時、研究所は 1967 年の創立後あまり時間が経っておらず、組織、建物など
すべて建設中だった。研究所の設置は日本学術会議第 4 部人類学民族学研究連絡委員会の発議に
よるという。今西、伊谷らの霊長類のフィールド研究が一つの核になっていただろう。一方で、
サルを実験室で研究する領域の重要性も認識され、両者を統合する形で研究所は設立されたのだ
ろう。これらは研究所の一次計画の部門構成に反映されている。
当時は学園紛争の余燼が燻っており、その影響か、あるいは京大の「自由な学風」の反映か、
研究所の協議員会には教授から助手まで（昔の職階名で）
、教官全員が協議員として参加した。
予算は教授、助教授、助手など職階に関係なく、等しい額が配分され、助手も人事権をもってい
た。わたしが赴任した年に第一期の大学院生を受け入れたが、大学院生は院生会に属し、部門に
は属さない、つまり教官に使われる身分ではない、という雰囲気があった。かれらの机は部門で
はなく、院生室にあった。すなわち、
教官も大学院生も研究者として扱おうとする精神の表れだっ
たように思う。
若かったわたしはこのようなシステムを好ましいものと感じていた。基本的に自分の興味を追
求することが許されている、求められていると思った。そしてわたしにとって幸運だったのは、
心理部門の長の室伏靖子先生（現在は本吉先生ですが、旧姓で）が若手の研究を援助する方針を
とられていることだった。このような室伏先生の指導方針をわたしたち若い助手は十分に認識し
ていなかったように思う。
先生がこの方針を口にされたのは、
先生が立命館大学へ転出する時だっ
た。わたしたち若手の研究者は室伏先生の庇護のもとで、伸び伸びと研究することができた。こ
のことを今も深く感謝している。
教官の平等を制度的に表現した協議員会は、学園紛争の影響だろうか、しばしば荒れた。当時
の議長、近藤四郎所長が「人格を否定するような発言は慎むように」と何回か注意されたことを
覚えている。会議が長引いて日を跨ぐこともあった。とくに人事は揉めることが多かった。当時、
実験系とフィールド系の間に確執があり、両者の中間に位置する心理部門はその影響をまともに
受けた印象だった。しかし、時間が経つにつれ、双方の対立はおさまり、互いを認めるようになっ
てきた。それでも、協議員会や人事がシャンシャンと「無事に」終わることはなかったと思う。
わたしが所長をしている時でも、人事委員会の提案が協議員会で否定されることは珍しくなかっ
た。わたしはこれを全く正常な状態と思っていた。
このような中で玄関前のクスノキは育っていっ
た。
わたしは国立大学の法人化の直前に研究所を離れ、慶應義塾大学へ転出した。その後あまり時
間は経っていなかったと思うが、霊長研が教官の任期制を導入したことを聞いた。それ自体、わ
たしは賛成だったので、異論はなかった。問題は、職階によって任期に差があることだった。任
期制を導入するならば、教官全員に適用すべきだ。これで霊長研の良き伝統は壊れたと思った。
しかし、もうわたしは部外の人間であり、内部の人たちがやりたいことに口を出すべきでないと
考え、黙った。ただ、このような道を歩み続ければ、若い研究者は伸び伸びと自分の興味を追求
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するのが難しくならないか心配だった。協議員会が形骸化し、人事も活気のないものにならない
か心配だった。
さて、玄関前のクスノキはいつまでも元気な姿のままでいられるのだろうか？
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実験室からフィールドワークへ
庄武孝義
1971 ～ 1993 年

変異研究部門

1993 ～ 2005 年

集団遺伝分野

最近ではラボワークとフィールドワークを結び付けた研究が、数多く出されるようになった。
しかし、私が研究所に赴任したころは、フィールドワークに行くのは社会、生活史研究部門の人
ばかりだった。私は実験系と見なされていた変異研究部門の集団遺伝関係者の一員だった。ここ
ではラボワカーが如何にしてフィールドワークとの合体的研究を開始し、進行させたかを振り
返ってみたい。今は無くなってしまったが、創設当初から 2002 年まで続いた、フィールドワー
クのための特別事業費というものがあった。これは長期にフィールドワークを必要とする、霊長
類学研究所と東京外国語大学のアジア・アフリカ言語文化研究所だけに交付される特別経費で、
一人の研究者が一年間帰国せずフィールド研究を続けられるというものであった。1978 年度の
特別事業費が私に付与された。これまで行ってきた仕事によって集団遺伝学にも長期フィールド
ワークが必要だと研究所に認められたのだ。
現在アフリカでの野外調査は類人猿が主体で、他の霊長類には関心が薄いように思われる。し
かし 1973 年から河合雅雄先生が主体となって始められたヒヒ類の調査は 2004 年まで続き、エチ
オピア、ケニア、カメルーン、ジンバブエ、サウジアラビア等でゲラダ、マントヒヒとアヌビス
ヒヒの雑種、グリベットモンキー、マンドリル、ドリル、チャクマヒヒ、パタスモンキー、タン
タルスモンキー等で多大な成果をあげてきた。この一連の研究で国費留学生を含む 10 人以上の
人が博士学位を取得している。私は在職 34 年間の間に 3 カ月以上の長期野外調査を 20 回以上行
い、海外生活は合計 9 年間に及んだ。最初のエチオピアでの調査が強烈な印象になっているので、
それを回顧録としたい。
1975 年度の海外調査（河合雅雄隊長）の「エチオピア、アワシュ国立公園内のマントヒヒと
アヌビスヒヒの自然雑種の研究」で遺伝学担当で 8 か月間、社会生態学担当の大学院生の菅原和
孝氏とアワシュ国立公園のゲストハウスを拠点に調査を行った。このときは遺伝的試料として血
液を収集するので、その整理、保存のため、発電機、冷蔵庫、冷凍庫、卓上遠心機、自動車 2 台、
捕獲用の漁網、金網などを予め名古屋港から発送していた。9 月上旬にこれらがジブチ港から鉄
道でアジスアベバに到着。通関は困難を極めたけれど何とか終わった。しかし自動車の三角窓が
壊され、工具などのが無くなっており、調査中の車のトラブルではいろいろな困難に直面した。
キャンプ生活中は苦難の連続だった。まず水が泥水で食事を作るのにはろ過器で沪さなければな
らない。洗濯も泥水で全ての衣類が泥色に染まっていた。マラリア感染域で、一週間に一度クロ
ロキンを服用しなければならず、副作用が強く、飲んだ後 2、3 日は下痢などで体調悪く、しん
どいことが多かった。幸いこの調査行ではマラリアには罹患しなかった。しかし 1978 年特別事
業費での調査では、一人の時に発症し、苦しんだ。帰国後、完治のためクロロキン系統の強い薬
を 2 週間毎日連続して服用したところ、眼に異常を感じ、名大の眼科でクロロキン網膜症と診断
され、レーザ手術を受けた。
この調査で衝撃を受けたのは、調査の後半に捕獲調査を行った時、援助を頼んだ公園職員がア
メリカチームが 2 年前に採血して帰ったという情報を得た事だった。これは急がなければならな
いという思いで、1976 年 3 月末 5 群 400 頭の血液サンプルを持ち帰った。野澤謙教授にも手伝っ
ていただき、研究室総出で実験を行った。同年 12 月末までに結果をまとめて投稿し、1977 年 4
月には論文が公表された。その時点ではアメリカチームの論文は出ていなかった。後で解ったこ
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とだが、アメリカチームの論文は永久に出ないことになる。研究室の有名教授に麻薬合成の疑い
がかかり、保管されていた血液試料を含むほとんどの試料が没収されてしまったそうだ。おかげ
で霊長類の自然雑種の遺伝的研究は私の論文が最初のものとなった。現在でも霊長類の雑種に関
する遺伝学的論文では先ず私の論文が引用される。
最後に、ここでは 1 例のみを回顧したが、その他多数回の調査行で感じたことは、総じて調査
地は「命の安い国」であった。周りではいとも簡単に人が亡くなり、自分も何度も危機一髪の場
面を経験した。幸い霊長類研究所は海外調査で重体者は出たが死亡者を出していない。近年では
かなり安全にはなっているが、テロなどが増加してきている。これからフィールドワークを行お
うとする人はくれぐれも安全確認を怠らない事を希求する。

写真説明
1．河合隊長と隊員：左から河合雅雄、菅原和孝、庄武孝義、岩本光雄、アワシュ国立公園にて
2．マントヒヒとアヌビスヒヒの雑種 F1
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1975 年 12 月

フィールドからフィールドへ
森

明雄

霊長類研究所での研究を振り返ってみると、私は良いシステムにたすけられたと思う。野外研
究のため国内にフィールド・ステーション、幸島施設と研究林を設けていたこと、海外調査のた
めには特別事業費が用意されており、長期のフィールド調査が可能であったことである。また、
野外研究者と実験室研究者の連携が可能であったことである。
幸島野外観察施設の助手として赴任した時は、ちょうど餌付け群での調査の反省期であり、私
たちが与える餌を減らして、サルのポピュレーション動態を研究した。サルの死亡率の上昇、出
産率の低下が劇的に見られただけでなく、個体の成長の遅延と性成熟の失敗するケースが見られ
た。幸島は樹木の葉の生産量からは、当時の個体数を十分支えられると考えられていたが、果実
を中心とする良質の食物が不足していることが分かった。
特別事業費は、最初の内は 1 年間の海外調査が義務で、若い人が調査に行きやすい制度だった。
この制度で、加納隆至教授のフィールドであったワンバでボノボの観察をすることができた。以
前観察したチンパンジーの行動と比較研究をすることができた。同じ調査の最後の部分で、カフ
ジでのゴリラも観察する機会を得て、大型類人猿三種の比較をすることができた。
河合雅雄教授が以前ゲラダヒヒおよび雑種ヒヒの調査をされ、重層社会は、人間社会出現解明
の鍵になると考えられた。1980 年代にはカメルーンで同じく重層社会を持つと示唆されていた
マンドリルの調査隊を率いられ、私も参加した。樹上性のサルを含むいくつかの成果は出たが、
森の中を非常に広く移動しているマンドリルの群れは、
出会うチャンスが低く手強い相手だった。
特別事業費が 1 年二人に分割して利用されるようになってから、これを使って雑種ヒヒ調査をす
べくエチオピアに行った。雑種ヒヒの分布域を調査する中で、ゲラダヒヒの新しい分布域を発見
した。エチオピア高地に棲むゲラダヒヒが大地溝帯を南側に越えた飛び地に生息していた。従来
研究されてきた北に棲むゲラダヒヒでは、群れのリーダー・オス交代に伴いメスが流産するが、
子殺しはしないとされてきた。南のゲラダではリーダー交代に伴い子殺しがよく見られ、流産も
観察された。群れの構成の仕方にも北部のゲラダとの違いが見られた。南北の遺伝的分離を集団
遺伝分野の庄武孝義教授との共同研究で調べた。重層社会を持つもう一つの種であるマントヒヒ
は、従来エチオピアで研究されてきた。私たちはサウジアラビアでマントヒヒの調査を行った。
マントヒヒは、人の食べ残しに依存して餌付け状態になっていた。大集団のため個体識別が不可
能である。血液サンプル収集時に色のついたイヤータッグをつけて、これで、個体識別をするこ
とで、社会構造の研究を行った。これらの海外調査をする一方、国内では、幸島での研究を続け、
群れの歴史的変化の観察資料の蓄積に関与した。
伊谷純一郎の提唱した「社会構造は各種の系統に従って継承される」という考えを、私たちは
採用していた。継承された社会構造は、それぞれの群れを安定させるための構造を持つよう変化
する。社会の多様性を求めて未知のフィールドで調査する研究だった。社会生物学の考え方が支
配的になると、多様な種を横に並べて、環境の圧力の変化の度合いが各種の社会の相違の度合い
を作っていると考える研究方法が導入された。生存の戦略が研究テーマになってきた。研究は圧
力要因と戦略探し、それに提唱された戦略の証明になってきた。その意味で現在の研究は理論構
築と統計を駆使した緻密な分析となっている。私たちは、新しいフィールドで新事実の発見を楽
しんだわけで、古き良き時代の研究だったといえる。
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いろいろな人々に支えられた霊長類研究所
茂原信生
霊長類研究所の創立 50 周年おめでとうございます。
大学院修士課程の学生だった頃に、霊長類研究所の設立に向けて伊谷純一郎先生や葉山杉夫先
生・杉山幸丸先生、初代所長になられた近藤四郎先生達など、研究所の設立に努力している先生
方をみて 1 つの研究所をつくるのは実に大変なことなんだと思いました。霊長類研究所創設には、
それ以前の多士済々な方々の霊長類学そのものを作り出した研究実績があったことはもちろん
で、霊長類研究所の前段階の日本モンキーセンターの設立にかかわった今西錦司先生や河合雅雄
先生、伊谷先生、またそれに協力してくださった名古屋鉄道の協力なくしては実現しなかった計
画だったと思います。また、この 50 年を振り返ると、日本で生まれたといってもいい独創的な
霊長類学が独立した研究所を持つのは当然だったとはいえ、共同利用研究所としての霊長類研究
所の 50 年はその計画と研究・運営を支えてこられた多くの方々の努力があったればこそと痛感
いたします。
私が在籍したのは 1995 年から 11 年ほどですが、それ以前から共同利用研究や膨大に集められ
た霊長類の骨格標本などの利用でお世話になっていました。系統発生分野の一員としてはいろい
ろな海外調査も経験させてもらいました。南アメリカの真猿類調査、ミャンマーでの原猿類から
真猿類への進化の鍵をさぐる調査などを行いました。海外からはデューク大学の R.F.Kay 教授
をお招きして共同研究を行い、同じデューク大学の Dr.Matt Cartmill 教授には外部評価をお願い
しました。真猿類の起源に関する 2003 年の国際シンポジウムも印象に残ったイベントでした。
所長になったのはおもにリサーチ・リソース・ステーション（RRS）の計画を実現するためで、
前所長の小嶋先生から引き継いでそれの実現に向けて微力ながら努力しました。もちろん事務の
方々、とくに井山事務長にはひとかたならぬ尽力をいただきました。RRS の現状についてはど
の程度の実効性があるのかは霊長研を離れたせいで情報を持ち合わせていませんが、いろいろな
方面のお役に立っているのではないかと期待しています。
この研究所が日本初の霊長類に関する総合的研究に果たしてきた役割は非常に貴重なものと思
います。研究資料の蓄積は将来に備えた重要な役割ですが、それを現有勢力で立派に果たされて
いることは賞賛に値します。系統発生分野は、霊長類の進化の実際的な研究の他に、霊長類の骨
格標本の管理などたいへんな仕事を受け持っている分野の 1 つでもあります。形態学は一日にし
てならず。いろいろな先輩方に支えられて、今日の自分があり、自分もその一助になれたことを
うれしく思っています。
研究所の賞味期限は 30 年といわれています。それを乗り越えて現在に至っていることを心強
く思います。独創的であり続けるのは困難なことですが、いろいろなプロジェクトが進行してい
ると聞いております。いっそうの発展と新たな道を求めての努力を心から期待しています。
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こんな時もありました
林

基治

霊長類研究は、研究領域が多岐にわたり、各領域の研究者は少人数なので、領域間の相互理解
や交流を深めることは重要で、国内外の共同研究活動や学会、シンポジウム、セミナーの開催や
参加などが盛んに行なわれてきました。2000 年には 21 世紀 COE の国際シンポジウム「霊長類
の発達と加齢」が開催されました。このシンポジウムは霊長類の発達と加齢の生物学的特徴を、
分子、細胞レベルから行動のレベルに至るまで学際的、総合的に明らかにすることを目的とし、
国内外 20 名の研究者を招き 113 名の参加者で行なわれました。このように異分野の研究者らが
共通のテーマの下で一堂に会したことはたいへん意義深いことでした。シンポジウム会場では密
度の濃い討論が行われ、
宿泊所のホテルもコンパクトさが幸いし、
招へい研究者の交流の場となっ
たと好評でした。2005 年 9 月には前年開始の HOPE プロジェクト「人間の進化の霊長類的起源」
の一環としてドイツ霊長類センターでのセミナーの実施と研究連絡を行う機会を得、これを機に
同センターのフクス教授との親交が深まり、2006 年日本でのセミナーに招へいすることができ
ました。中村克樹さんらにより現在も同教授との良好な関係が引きつがれている事をたいへんう
れしく思います。
さて話は前後しますが、1970 年に霊長類研究所も京都大学大学院の教育に参画することにな
り、学生や若手研究者に対する各種支援プログラムの拡充が進みました。1994 年には部門の大
幅な改組が行なわれ、私の属する生理研究部門は生化学研究部門とともに分子生理研究部門とな
りました。行動神経研究部門とは部屋が近いこともあり、セミナーや日常生活全般を通じ研究者
や学生間の相互交流が盛んでした。概して霊長研の学生は人数が少ないこともあり、
他分野の学生
とも仲が良かったように思います。私は「霊長類の脳の発達と老化」をテーマとし、主に分子的
側面から研究を続けてきましたが、学生達との研究生活は特に忘れられないなつかしい思い出と
なっています。山下晶子さん、大平耕司さん在籍の頃は、私もいっしょに 1 日中実験室で過ごし
たものです。彼らは研究熱心で見事な実験をしていました。森琢磨さん他その後の学生達も機会
を改めて紹介したいと思っていますが、皆優秀な若者達でした。私もとにかく実験が好きでこの
時期研究三味の生活を送れたことはたいへん幸運でした。
私の研究にはラジオイムノアッセイ法が不可欠でしたが、この手法は非常に感度が良くきれい
な実験結果が得られたものです。ただアイソトープ管理責任者の景山節さんと大石高生さんには
たいへんなご苦労をおかけしました。また研究対象としてのサルの飼育管理に関しては、人類進
化モデルセンターの方々の多大なるご支援をいただきました。
今こうして過去をふり返ると、すでに他界された方を含め、霊長研で出会った多くの方々のこ
とがなつかしく思い出されます。
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1970 年代の霊長類研究所
三上章允
私は 1974 年 6 月に大学院を中退して霊長類研究所に赴任し、その後約 35 年間を霊長類研究所
で過ごした。赴任当時は私も 20 代で、霊長類研究所は開設から 5 年弱を経過していたが、建物
もスタッフも若かった。研究所の本棟は、正面玄関より東側しか存在せず、本棟とサル施設（サ
ル類飼育管理施設）との間は駐車スペースであった。研究所の正門に向かう坂はまだ舗装されて
おらず、雨が降るとぬかるんだ。正面玄関の上、3 階には電話交換室があり、ここから正面玄関
に向かって坂を上がってくる車、出て行く車をすべて確認できた。当時電話交換室にいた 2 人の
職員は誰がどの車に乗っているかを良く知っていて、教員（当時は教官だったが）の出勤状況を
把握していた。誰かを探すときはまず交換室に電話して探している相手が所内にいるかどうかを
確認できた。
私の赴任した 1974 年は、前年 11 月に始まった石油危機とそれに伴うインフレのまっただ中で
あった。物価が上昇していることもあって、
赴任して最初に受け取った給料の安さに唖然とした。
研究所の当時の食堂は一宮の「鳥ふじ」に委託して運営されており、事前に申し込むと昼食と夕
食を用意してもらえた。昼食は多くの教職員が利用していたが、夕食を「鳥ふじ」で食べていた
のは少人数であった。私は食費を節約するため夕食もこの食堂を利用した。食堂のスタッフが 5
時に帰宅するために夕食は 4 時ごろには準備ができていて食器棚に並べられていた。現在の食堂
に比較するとメニューも調理の状態もおいしいとは言いがたい状況であったが、とにかく腹を満
たすことはできた。
研究所の全職員の人数は現在より少なく、年齢も若かったので分野が異なる教職員間の交流も
活発であった。年末には忘年会があちこちで開かれ他の分野の会にも出席した。研究所全体でク
リスマス・パーティをしたこともあった。教職員の多くが塔野地の職員宿舎に住んでおり、職員
宿舎も異なる分野の教職員の交流の場となっていた。職員宿舎の行事として開かれた花見や花火
大会には大学院生も参加した。

写真は、1974 年当時の霊長類研究所
204

私が霊長類研究所に赴任したのは、認識や思考など哲学の課題を自然科学的に解きたいと考え
てのことであった。学部学生時代に哲学、経済学、政治学など社会科学系に興味を持ち、教養の
講義だけでは満足できず、文学部や法学部に講義を聴きに行くなどした。卒業後は医学哲学を研
究しようなどと考えた時期もあった。しかし、いろいろ本を読むうちに「哲学」の分野の抽象的
な議論に満足できなくなった。そこで、哲学の課題を自然科学の手法で解明しようなどと考えは
じめた。こうした経緯で医学部卒業後は脳の研究を選択した。霊長類研究所では私が目指した研
究に取り組めたので満足している。
赴任当初は数年で他の大学に移動することを想定し、赴任したときの引越しに使用した箱など
を保管していた。しかし、数年を過ごす中で霊長類研究所の自由な研究環境にすっかりなじんで
しまい結局定年退職まで霊長類研究所に留まることになった。霊長類研究所はいくつかの点でユ
ニークであった。まず、助手まで参加する協議員会が最高議決機関であること。また、霊長類を
研究対象とするという共通項を持ちつつも様々な異なる分野の研究者が集まっていること、さら
に、共同利用研究所として全国の近隣分野の研究者と交流できることなどがあげられる。国際交
流が活発に行われていることも特徴のひとつであろう。こうした特徴・利点は現在でも生かされ
ていると思う。その点でこれからの 50 年も日本における霊長類研究の中心であってほしいと願っ
ている。
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逃がすは恥だし、面倒だ
松林清明
スポーツ同様、研究所の営みにも、“攻め” と “守り” があると思います。“攻め” とは新しい研
究領域への展開や組織の拡充などであり、“守り” の一例としては、
「研究用サル類のつつがない
維持管理」を挙げることができるでしょう。“つつがない” ということが重要で、ミスや設備不全
などによるサル類の事故をいかに防ぐかが、社会の中で存分に研究を行うために不可欠です。動
物管理の部署に長く身を置いた者として、ここではサルの脱走を振り返ってみたいと思います。
創立間もない 70 ～ 80 年代は、たびたびサルの逃げ出しが起きました。原因のひとつはハード
面で、ケージや飼育室の閉じ込め機能の瑕疵でした。サルはみな指先が器用で力も強く、賢いう
えに時間がたくさんありますから、ケージのロック部品を飽きずにいじってはこわすのが得意で
す。飼育機材会社の作っていた既製品は、ほとんど役立ちませんでした。飼育室も、ドア一枚で
廊下に出られる構造が多く、室内でケージから出ていたサルが、人の出入りの際にするりと外に
出るケースが何回かありました。
個室ケージは、
技術職員が工夫して改良を重ね、
問題はほぼ克服されました。これらは KM（京
大モンキー）式ケージと名付けられて、
民間会社が全国で販売しているほどです。飼育室も同様、
建築家任せでなく、飼育現場の意見を入れた設計がなされるようになると、安全度は格段に向上
しました。
苦労したのは、逃げたサルの捕獲です。幸い、フィールド系の研究者がアフリカで使った麻酔
銃を譲り受けて、早くから使えたのですが、サルの発見までが難儀です。町の中に出没すれば、
警察経由で通報が来ましたけれど、山に逃げ込まれると、空腹で出てくるまでなかなか見つかり
ません。近年は新聞社やテレビ局が駆けつけたり、ヘリコプターが飛びまわったりして、かなり
の騒ぎになります。サル施設長時代・センター長時代には、決着してから関係方面に謝罪に回る
のが一つの役割でした。
麻酔銃についての思い出をひとつ。長いライフル銃は射程が長いのですが、携帯に不便だし、
近距離では威力が強すぎてサルに危険があります。それで、アメリカ製のピストル型麻酔銃も導
入したのですが、犬山警察署に持って行って所持許可の手続きをしていた時、外から帰ってきた
刑事らしいのが近づいて、いきなり私の顎に手をかけて上向かせたのです。面食らいましたが、
拳銃不法所持で検挙された不心得者と勘違いされたらしいと後で分かりました。対応していた署
員が、「いや、こちらは京大の先生で、麻酔銃の手続きに来られたのだ」と説明してくれて事な
きを得ました。
中～大型のサル類が逃げると、今の時代は社会的な影響が大きく、特に地元では「迷惑施設」
との批判を招きます。立派な研究成果をいくつ積み重ねても、いわゆる危険動物を野放しにした
マイナス効果はなかなか帳消しにできません。“守り” に大穴が開いてしまいます。
「逃がさない、
咬まれない、病気を移さない」……このサル取扱いの注意は、今後ともしっかり守られねばなり
ません。
これに関連して私が今も懸念しているのは、近い将来に予測されている大地震です。飼育フェ
ンスや高い止まり木が倒れて、多くのサルが一斉に逃げ出すのは、悪夢です。建物も人も被災し
ている混乱時、サル捕獲にどれだけの人数を割けるでしょうか。予防および探知策に今から取り
組んで欲しい。研究所敷地をぐるりと取り囲む高い頑丈なフェンス、そして少なくともチンプた
ちには丈夫なネックレス型 GPS 発信機を付けることを以前から提唱している次第です。
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センターにある一丁の古い麻酔銃の銃床には、大きな傷が残っています。70 年代、何かの宴
会の最中に「サルが逃げた」との一報で慌てて持ち出して走り始めた私が、酔いのために転んで
縁石にぶつけた跡です。同じ傷が増えないことを祈ります。
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霊長研での研究生活の思い出など
景山

節

私は 2010（平成 22）年 3 月に退職しました。1974（昭和 49）年の 1 月に助手に採用されたので、
36 年間勤務したことになります。大学の先生は、
授業とか雑用で忙しいものと思っていましたが、
霊長研では雑用は殆どありませんでした。文字どおり研究だけで、研究所と言うものはそのため
につくられているのかと妙に納得したことを思い出します。したがって毎日朝から夜まで実験し
て論文を書くことになります。専門は生化学だったので、野外にサルを見に行くこともありませ
ん。当時の研究ノートを見ると、日付が連続しているので、日々どういう具合に仕事をしていた
のかを思い出すことができます。仕事の開始は朝の 8 時にしていました。昼を食べてからは急速
に効率が落ちてくるから午前中心です。毎日研究（仕事）をしていると、論文としてまとまるこ
とになります。国内の英文誌の標準的なものだと半年くらいでデータはとれ、
論文となりました。
そのうち、インパクトファクターとか引用数などが研究の評価になるようになったので、外国の
一流誌と呼ばれるものに挑戦しました。これはさすがに半年では無理で、一年とか二年とかかか
りました。外国誌に投稿すると、2 ヶ月くらいすると採否の返事が封書で来ました。そのうち
Fax にかわり、朝一番に事務室の Fax を見に行くのが日課になりました。ネット投稿はそのあと
になります。研究所では 40 くらいの第一著者の論文を書いて、その引用数はトータルだと 1000
ぐらいでした。給料をもらっている以上、研究所で論文を書くことは義務だと思っていました。
しかし、当時の研究所の雰囲気は必ずしも誰もがそういう意識であったとは思えませんでした。
論文がすべてではありませんが、研究所全体としてあまりにもその数が少ないのです。私が学生
や院生だったときの先生は学部所属だったので大変でした。授業などの教育の仕事が非常に多
かったのです。それでも、論文を指導したりまとめたりして、学会の中心になっていました。そ
れに比べると研究所はどこで時間を使っているのか分からない状況でした。この論文、あるいは
業績の少なさは、
教員人事の時にいつも議論になっていました。話は現在に飛びますが、
私は時々
霊長研の HP を見ています。現在の研究の状況は大分いい方向に向かっていると思います。
50 歳くらいから所内のいろいろな役がくるようになりました。私は元来議論したりするのは
得意ではありませんでした。むしろ、学生の頃はまったく不得意かできなかったと言ってよいで
しょう。研究所の最初の頃の生化学のゼミが、かなり辛抱強く議論するような場だったので、こ
こで話すことを整理し、意見を言うことが身に付いた気がします。時間と効率を優先するような
ゼミだとそうはいかなかったと思います。いろいろな委員長をしたりして、40 代の終わり頃で
しょうか、当時のサル施設の教員から推薦があって施設長に突然選ばれました。無我夢中で役を
なんとかこなすことができました。この推薦された背景がどのようなものだったのか分からない
のですが、私は大きな役にチャンスを与えてもらったその方に今でも感謝しています。人生のそ
ういったチャンスは人によって与えられるのを実感しています。
36 年間を研究所で過ごすことができたのは、大変幸せであったと思います。今の日本の若手
研究者の現状を考えると恵まれた環境でした。日本のノーベル賞が毎年のように出ているのです
が、若い研究者が落ち着いて研究できる環境ができないと後が続くか危惧しています。霊長類研
究所から独創的な成果がでて、世界の研究をリードしていくことを願っています。
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大学院事始めの頃
渡邊邦夫
1972 年に霊長研、最初の大学院生としてやってきました。その当時は研究棟はまだ小さく、
山の上に立った墓石みたいだなどと揶揄されていました。最初の大学院生は 2 名、偉い先生ばか
りに囲まれてなんとも心もとない気分でした。でも今から考えてみますとスタッフが若い人ばか
りで、教官も事務職員も分け隔てもなく付き合えた良い時代でした。それというのも少人数の関
係者が、京都から遠く離れた犬山に隔離されて暮らすことになったことによるのでしょう。宿直
の方を囲んで、若手の教官や技官の人たちとよく麻雀に興じたものです。
当時から大学院生には現在と同じ程度の研究費が与えられ、また宿泊棟も利用することができ
ましたので、京都にいる大学院生よりはかなり恵まれた条件だったと思います。最初はカリキュ
ラムも決まっておらず、教官との話し合いになったのですが、講義も実習もいらない、必要であ
れば我々が個別に依頼するなどと言い立てて、それが通ってしまったのですから、自由な時代で
した。まだ大学紛争のほとぼりも冷めやらぬ頃で、生意気盛りの学生だったこともあるのでしょ
うが、やっと大学院に入ったのだから一日も早くフィールドに行きたいというのが正直な気持ち
でした。私と同年の佐藤俊さんも同じフィールド系で、二人共早い時期から長期の野外調査に出
払っていました。それで良かったのかどうか、今となってはなんともわかりません。また、二人
共分厚い修士論文を書き上げフィールドに出たら、修士過程は発表会をやらないと卒業できない
のだということで呼び戻され、急遽発表会を行ったのもいい思い出です。
翌年は 3 名、その次の年は 2 名でした。大学院の部屋はそのつど変わり、最初は 1 階の会議室
（旧所長室）の隣で物置を改装した部屋、隣は公用車のガレージでした。2 年目になると 2 階の
エレベーターの前、その次は地下の工作室が改造されて入り、私は何故かしら、かってのサル施
設の宿直室が割り振られて、畳部屋の窓側に机を置き、夜も寝泊まりできる、そんな部屋でした。
ネズミが出ることはありませんでしたが、隣の生化学部門で飼われていた小猿マーサが朝になる
とよくやってきたものです。
その後、学生数が増えるにつれて、ようやく上の部屋が与えられるようになり、流れ者生活に
お別れすることになったのです。院生が集まる部屋に「創造の館」という名をつけたのは菅原和
孝さんだったと思います。いろんなことがありましたが、いちばん印象に残っているのは、高名
な先生からはじまって、種々雑多な有象無象の人々が頻繁に出入りしていたことです。共同利用
研究会を開いたら、「霊」を研究するのだと勘違いした宗教者がやってきたりもしました。研究
だけでなく、全国各地でニホンザルと関わっていた人たち、他の哺乳類研究者や人類学者、そう
いう人たちとの飲み会がしょっちゅう行われ、部門をこえて誘い合ったものです。宿泊棟 2 階に
は大きな和室があり、何かというとそこでの水炊きパーティでした。何よりも簡単で美味しい、
大人数でのパーティにはうってつけだったのです。
とある先輩の一人が御自分の最終講義の中で、
かって霊長研で暮らした時期に築いた人とのつながりが大きな財産になったと言っておられまし
たが、私もその思いはひとしお強いものがあります。少人数だけれども、多種多様な人がひっき
りなしに訪れる。そういう環境だったから、大所帯の中のワン・オブ・ゼムにならずにすんだ。
そういう効能もあったように思うのです。
大学院の時に研究が全てうまくいくとは限りません。誰もが皆、それなりになんとかまとめ上
げて、ステップとして積み重ねてきました。最初の 10 数年間は苦しみながらもほとんどの大学
院生が、何らかの研究職につくことができた時代でした。時代的背景もあれば、
社会状況も変わっ
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ています。後輩の方々の健闘を期待するとともに、あの懐かしい時代を共に歩んだ方々に心から
感謝します。
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思

い

出
三輪宣勝

35 年間勤めた研究所を退職して 10 年以上になり、在職中の思い出をたどってみます。1968 年
4 月 1 日に（財）日本モンキーセンターから霊長類研究所に転職。同期の熊崎清則さんは学生服
でしばらく通勤していました。
当時は研究棟 1 期分が工事中で、チンパンジーのレイコとニホンザル 2 頭はしばらく屋外のテ
ント生活、研究所本棟の完成により地下北側の飼育室で飼育が始まった。翌年からアカゲザル等
の導入が始まりプレハブの検疫舎で検疫（WHO 基準）を行い、所内および共同利用研究に利用
された。特にアカゲザルの利用数が多かった。実験後材料採取のため安楽死や検疫中または飼育
中の病死数の合計が 500 頭を超え、職員からサル塚建設の話が出され基金を集めた。72 年に変
異部門の庄武孝義先生が知人の石材店に依頼、
中津川市苗木の山から切り出された御影石を搬入、
サル塚が建立された。73 年 4 月 25 日に除幕式と供養が仏式で行われたが、翌年からは宗教色を
なくしサル施設長から前年度の死亡頭数の報告と代表者の話そして参加者が献花を行い、毎年行
われことになる。
私は飼育業務とサル類の健康状態をしる指標として血液・血清生化学検査を行う。導入された
サル類の検疫期間（導入時と 9 週間後）および室内個別ケージ、放飼場で群れ飼育しているニホ
ンザルの性別、年齢別の血液・血清生化学基準値設定の検査とその他チンパンジーの妊娠時の血
液検査や他のサル種や病気の個体の検査も行った。
71 年にサル類保健管理施設が設置され、施設棟、検疫舎、第 1 および第 2 放飼場が完成、収
容能力も増加した。69 年～ 76 年までは毎年 100 頭以上のサルが導入され、検疫中の輸入ザルか
ら赤痢菌陽性個体みつかり隔離・治療が行われ教官（獣医）は診療業務に多忙を極めた。
77 年インド政府がアカゲザルの輸出禁止。そのため中国から検疫済みのアカゲザルを輸入す
るが体重や性別が守られず、赤痢菌保有個体が含まれることもあった。従来通り、他国から検疫
済みで導入した場合でも再度検疫を行う。
導入時の中国産のアカゲザルの血液・血清生化学検査値はインド産に比べ健康状態が良くな
かったが、9 週間後の検査では、ほぼ通常の数値になった。
輸入サルの入手が厳しくなり、所内での自家繁殖体制の予算要求がされ 79 年に認められ所内
繁殖コロニーの工事が始まった。翌年、第 3 放飼場、育成舎が完成。繁殖群は放飼場で飼育中の
アカゲザル、ニホンザルグループと個別ケージで飼育中のアカゲザルから選抜した個体で群れを
作った。コンクリートに囲まれた屋外放飼場（居室つき）で飼育する。定期健診は毎年 9 月下旬
から 11 月にかけ毎週・1 群ずつ行い、全頭にツベルクリン反応検査、赤痢・サルモネラ菌検査
の採便、リストアップされた個体の採血や生態計測、共同利用研究への対応。生後 1 年半の個体
はマーキングをして家系と群れの構成を考慮して間引き、育成舎で飼育される。
86 年に「サル類の飼育管理及び使用に関する指針」が作成された。個別ケージは新規格のケー
ジが購入された。また動物福祉（エンリッチメント）の配慮が求められ、様々な創意工夫や改善
がされた。95 年から部門で飼育されていたサルは、全てサル施設が一元的に飼育管理をするこ
とになり、非常勤職員が増員された。96 年に B ウイルス抗体チェックを行い、ニホンザルとア
カゲザルの B ウイルスフリー繁殖群とニホンザルの若い年齢のグループも作られた。
90 年以降、ニホンザル、アカゲザルの所内繁殖群からの出産数で研究に対応できサルの導入
が激減した。チンパンジーの人工授精、出産、人工哺育が行われ、チンパンジー研究が推進され
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行動実験棟および植樹と 3 次元の構造物が作られた放飼場が完成した。
サル委員会は、サルの飼育と使用に関する委員会で、調整と監視を行うため 5 名の教官とオブ
ザーバー（施設長と技官）で構成される。サル施設の役割は、ワキツネザルからチンパンジーま
で 20 種類以上のサル類が飼育されおり、所内・共同利用で使用されるサル種、年齢、頭数、採
血量、利用内容など調整する。実験で安楽死をした場合、事前に試料配分をして多くの研究者に
利用（多重利用）してもらう。そしてガイドラインに基づいた適正な使用がされているか気を配
る。
技術職員は、検疫、飼育、繁殖、臨床検査、ケージ設計、放飼場の改修、個体のデータベース
の管理などの日常業務を行う。研究部門からの要請で多様な作業を行い、また野外調査補助や試
料採取（捕獲、保定・採血など）のため屋久島から東北地方へ輪番で出張、サルの飼育施設は様々
で、作業をするうえで今までの経験と技術が試される良い機会でもある。人もサルも安全に作業
に出来るよう、また群れ飼育のサルは捕獲時の熱中症に気を配り作業をした。共同利用研究者へ
の支援は材料採取（血液など）などが主であった。動物を飼育する上で万全を期しているつもり
でも、様々な原因でサルが脱走したケースがあり防止のための対策や監視装置が設置された。
99 年人類進化モデル研究センターに改組された。非常勤職員が増員され飼育作業
（清掃・給餌・
観察）のお願いした。大学の法人化後は非常勤職員の雇用期間が 5 年となり、仕事を熟知した頃
に退職という状況、今後の改善が望まれます。
サル類を飼育する事は「観ることと記録」が大切、サルの健康状態、妊娠・出産の観察、飼育
施設や設備等の点検、異常の早期発見と適切な措置と改善。それらは動物福祉につながると思い
ます。すでに実施されているように通常の飼育作業以外に自己の専門性の確立や技能を高める事
でしょうか。
10 年ひと昔、当時の先生方は退職され、新しい人々が研究活動をされ、使用されるサル種や
実験内容も変わってきていると思います。
在職中は、多くの人たちのお世話になり、楽しく仕事をさせて頂き、色々な体験（マレーシア、
ギニア出張など）をすることが出来ました。
国立大学（法人）動物実験施設協議会、日本実験動物技術者協会、京都大学技術職員研修など
を通じ多くの人々と知り合え、多様な情報を得ることが出来、楽しい思い出となっております。
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京都大学霊長類研究所創立 50 周年おめでとうございます
熊﨑清則
あの泥んだ赤土に足を取られながら通勤した坂道と工事現場、その工事現場の片隅にテントを
張りニホンザル 2 頭、チンパンジー 1 頭の飼育が始まってから半世紀も過ぎたことに感無量の思
いです。瞼を閉じると沢山の思い出がスラドショーのように流れていきます。いくつか思い出す
ままに書いてみようと思います。
私は、1968 年畜産高校の卒業を控え、小売りの酒店に就職が決まっていましたが（家業が酒
店だった為）
、まだ就職や進学が決まっていない生徒に、先生が霊長研からの求人話をしている
のを私が偶然耳にした事が、霊長研とサルに出会うきっかけになったのでした。本当に間一髪の
素晴らしいタイミングでした。4 月から JMC で研修し、7 月にはチンパンジーのレイコと対面
していました。1m 四方ほどの小さなケージの隅で不安そうに、クリクリ目玉が光っていたのを
思い出します。レイコは形態基礎研究部門で筋肉などの研究のために導入されたもので、腰や足
に電極を 5 本も 10 本も付けて 4 足や 2 足で歩かされ、いやになって実験室の中を逃げ回ること
もしばしばありましたが、騒音で煩いトレッドミルの上をよく頑張って歩いてくれました、感謝
です。1972 年頃研究所の敷地が西に拡張され放飼場・検疫舎・施設棟等が増築された、その放
飼場で子育中の母ザル達はとても大事に可愛がって育てていたが、キッキッと泣き暴れる子ザル
を抱きしめて離さない初産の母ザルがいるかと思えば、這い這いして母ザルから離れようとして
いる子ザルの前をリップムーブメントしながら、1m ほど離れ近づくのを待ってまた少し離れる、
これを数回続けると抱き上げ、目を見合わせてしっかり抱きしめてグルーミングをするベテラン
母ザルがいたり、まだ独身だった私は子育ての原点をサルから教わったような気がしました。ま
たその隣の放飼場では、本棟の地下ケージ室から移ったレイコがマントヒヒ・パタスザル・ミド
リザル・キャプチン・仲良しのクモザル達の子供だけの混合飼育が始まり、場内に生い茂ってい
たコナラ等の高木の林の中で、枝を力強く折り曲げ巣作りするレイコを目の当たりにして、野性
由良であることを思い知らされました。
おかげであっと言う間に大木が枯らされてしまいました。
1982 年 ʼ83 年には日本初の人工授精によって出生したチンパンジー 3 頭も増え、この頃からアイ、
アキラ、ペン、マリ達と放飼場での同居が始まり、ʼ89 年 10 月 3 日には忘れもしないアキラの構
外への逃亡騒動。またこのころは動物愛護団体等からの研究所への抗議や直接サル達を逃がされ
る事もあって、飼育環境をより良く豊かにしていこうと言う機運が生まれ始め、環境エンリッチ
メントに予算がつくようになって、各放飼場やグループケージにジャングルジムなどが建設され
ていった。私は、ニホンザル野外調査やアフリカ・ボッソウのチンパンジー調査補助の経験だっ
たり、また幼いころ私が遊びまわった、美しい山里の林や小川を思い出しながら、サル達に最も
自然で、ストレスを癒してくれる太い材木、枝代わりになるロープを使ったり、ちょろちょろ流
れる小川で子ザル達が水遊びしている姿を思い浮かべながら、図面を書いた事を懐かしく思い出
します。2015 年に 47 年間のサル達と別れ、今は夢であった馬達と、人への心のエンリッチメン
トを模索しながら、楽しく余生を送っています。これも霊長類研究所での皆さんとの出会いから
沢山のことを教わったお陰と感謝しています。
今後の皆様のご活躍と霊長研の益々の発展を切望し、創立 50 周年のお祝いと致します。
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ボスザルたちの思い出
冠地富士男
霊長類研究所創立 50 周年おめでとうございます。
私が霊長類研究所（以下霊長研）に勤務を始めたのは 1969 年のことです。当時私は、広島の
東洋工業（現マツダ）に勤務していました。7 月 19 日に霊長研の東助手から連絡があり、“8 月
1 日付けで採用の辞令がでる” との連絡がありましたが “幸島で 7 月 20 日頃から日本で最初のサ
ルのテレメトリの実験が行われるので、できるだけ早く帰ってほしい” と言われました。突然の
連絡だったため、東助手には私の採用辞令を 8 月 15 日に遅らせてもらうようにお願いして、会
社では辞める理由を上司に説明して直に辞表を提出しましたが、残務整理を済ませ、広島を出発
できたのが 7 月 20 日の夕方でした。自分の車で夜中走行し、話し相手はラジオだけ、日南海岸
を走行しているとき、そのラジオからアポロ 11 号の月面着陸を実況中継していたのを思い出し
ます。
幸島の仕事は、翌日の 7 月 22 日から始めました。初めてのテレメトリの実験なので、何のこ
とかさっぱりでしたが、霊長研の一行は、幸島の前にイリオモテ山猫で実験していたので要領を
得ていました。霊長研の一行は、霊長研から河合先生、東助手、三戸梅代、他、九州大の小野先
生と九大の一行、それに愛知大の安藤先生の総勢 25 名ほどでした。私はサルを捕まえる役をし、
発信機が取り付けられると、山中の高いイヌマキの木の上に取り付けた受信用のアンテナに走っ
て行き、運用状況をトランシーバで砂浜にいるメンバーに連絡することでした。初めての実験な
ので受信装置類も大きくて、とても山中まで持っていけない物だったのです。これが私の霊長研
のスタートでした。
私が霊長研に在籍したのは、幸島で、最初の名称は京都大学霊長類研究所附属幸島野外観察施
設でした。1983 年附属ニホンザル野外観察施設となり、屋久島や下北などが研究フィールドに
入り、拡大拡充しました。2008 年には霊長研から離れ、京都大学野生動物研究センターの幸島
観察所となりました。幸島では、その間にカミナリ、セムシ、ナベ、ゲシ、ノソ、ケムシ、ホタ
テと 7 代のボスザルが代わりました。皆の知らないボスザルの回顧録を書いてみます。
初代カミナリ 1951 年、餌付け当時からボス。死亡 1970 年 10 月 27 日、若い頃には、赤ん坊
でも投げ飛ばすほどの猛者、名前は初期の研究者がカミナリ親父からつけた。晩年に若くて凛々
しいイカに挑まれたが、老練な知恵と度胸で死亡するまでボスの座を守り続けた。2 代

セムシ

1951 年生まれ 1977 年 2 月 2 日死亡。ボス在位期間 7 年、背筋が少し曲がっていたところからそ
の名が付いた。体は大きく色黒。ボスになる前からイカがライバルでイカと争い上唇を切られる
がその後イカの誘いには乗らない。3 代

ナ

ベ

1956 年生まれ 1980 年 6 月 23 日死亡。ボス在

位期間 3 年、体が大きくやさしい性格。幼い頃よりイカがライバル。イカが腕力でボスになろう
としたのに、ナベは和平路線で群れの中に残りボスとなる。1 年後、イカを群れに入れてやる。
4代

ゲ

シ

1966 年 6 月 14 日生まれ 1992 年 7 月 9 日死亡。ボス在位期間 12 年、ナベが体力

をなくし弱ってきたころヒトリザルから群れに帰ってくるとすぐにナベが死亡する。1 位オスと
なるが、ボス見習い期間が無かったため、しばらくはボスの行動が取れなかったが弟のゲバと共
同で立派なボスとなる。ゲバはのちに主群から出て、分裂群（マキ群）のボスとなる。5 代
ソ

ノ

1967 年 6 月 12 日生まれ 1999 年 1 月 26 日死亡。ボス在位期間 7 年、気の弱いオスだったが

ゲシの天下が長期だったために他のボス候補は早く死にいつの間にか 2 位オスとなり、ゲシの死
亡で最長老（25 才）
でボスとなる。長生きをして死亡したときは幸島での最高齢記録 32 歳でした。
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6代

ケムシ

1978 年 5 月 27 日生まれ 2002 年 11 月 14 日死亡。幸島一の頭のよい家系（母親の

クリは、人には都合の悪いことは何でもできた。例えばファスナーを開ける方法、クーラーボッ
クスの開け方、実験では鏡の中の姿が自分であるとすぐ認識できた。
）ケムシも頭がよく、自分
が下位の時代には、騒ぎが起これば、真っ先に駆けつけていたが、ボスになると顔を上げてみて
下位のものが行けば、知らん顔をして餌を拾っていた。また、若い頃には芋荒いもよくやってい
たが、ボスになると全く洗わなくなった。それは洗う必要のないきれいな芋になったためのよう
だ。7 代

ホタテ

1988 年 7 月 6 日生まれ 2015 年死亡ボスのケムシがやる気が無いのを見てボ

スとなった。これまでの 1 オスは死んでからのボスザルだったが、ホタテは、ケムシと話し合い
でボスになった様に思えてならない。ホタテがボスザルになった時、ケムシには争った後がなく
（怪我を全くしていない）それに 2 位の地位が与えられた。
（これまでのボスは 1 位の地位を追
われたら、群れから出るか、最下位となる）まるで人間社会の、社長が会長になったようなもの
だった。
以上のようにボスザル達の思い出を書いてきました。他にも数え切れないエピソードもありま
すが、ここではボスたちの紹介だけにしておきます。
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わが人生サルと共に
山口直嗣
私は、昭和 44 年に京都大学霊長類研究所附属ニホンザル野外観察施設幸島観察所の文部技官
を拝命し、勤続 34 年もの間、初代「カミナリ」2 代「セムシ」3 代「ナベ」4 代「ゲシ」5 代「ノ
ソ」6 代「ケムシ」7 代「ホタテ」のボスザル達に仕えて参りました。
幸島は、宮崎県の南部、串間市にあります。陸地より約 300m 離れた日向灘に位置する小さな
島であります。島の周囲は約 4km で、海岸には入り江のオオドマリがあり砂浜があります。あ
とは岩場か崖になっております。高さ 113m 起伏に富んだ全島が照葉樹林に覆われ、サル達だけ
の楽園であります。昔からサルが住んでおり、昭和 9 年にニホンザルとしては初めての天然記念
物に指定されました。
昭和 27 年（1951）に日本で最初にサルの餌付けに成功いたしました。それから色々と多難な
時代が過ぎ、京都大学での研究者達が辛抱強く研究を続けられ、1 頭 1 頭に名前がつけられ世界
で初めての個体識別が出来、霊長類の研究が栄えて来たのであります。
私達が最初に幸島へ渡った時には、実に 20 年近くもボスザルとして君臨しておりました、初
代ボス「カミナリ」が威風堂々、意気軒昂な姿で迎えてくれました。しかし年には勝てず、死ぬ
間際には、完全な失明状態になりましたが、サブリーダーの「アカキン」に支えられ、死ぬ間際
までボスザルとして崇められていたのであります。幸島の歴代 7 代目まで争いがなく劣位の家系
より多くのボスザルが誕生したことは、幸島特有の出来事ではないかと思っております。現在は
9 代目「ケイ」がボスザルであります。
私は森明雄先生、渡辺邦夫先生に研究者とは、また霊長類サル学について日々教えられ、動物
達のふれあいのなかで大きな絆で結ばされてもらいました。また人生での道標を教えてもらった
恩師でもあります。
幸島のサル達にも親子の絆があり、幸島はサル達の生活の場であります。毎日、毎日、個体識
別生態調査など記帳し、サル社会の解明の基礎データー収集に励んでまいりました。この餌けを
したことにより、幸島のサル達は文化ザルと呼ばれ、
「麦洗い」
「イモ洗い」
「水泳」などするよ
うになり、海水での味付け行動まで進歩してきたのであります。個体識別が出来るようになり、
親子の関係、親類兄弟などのつながりがわかってきて出来たのが系図であり、サル社会では今現
在とは違い、昔は父親がわかりませんでしたので母親の系図が出来たのであります。毎日の記録
がより線密な、また正確な家系図として出来上ったのであり、幸島での研究される研究者達の基
礎データーとして寄与して参ったのであります。サル達の親子のつながりは、とても強く、サル
社会では子供達は群全体の宝であり、ボスを中心に敵に向って行きます。血の汚さであろうか、
家族を守り、愛情を注ぎ、時には悪い時はとことん叱り、可愛がる時には、毛づくろいなどして、
サル社会を人間社会は見習わなければならないと思っています。こうした家族の絆は死ぬまで続
いてゆきますが、人間も動物社会に学ぶものがたくさんあると思います。
串間市には、立派な教材が身近にあります。親と子の関係を幸島のサル達を見て感じてもらえ
たら幸せであります。立派な教材としては、
我が串間市には 4 つの天然記念物があり、
「幸島」「石
波の海岸樹林」
「都井岬の馬」
「北限のソテツ」と文化が花開く街であります。ゆたかな自然と歴
史文化にかこまれた我が串間市であります。京都大学霊長類研究所が我が小さな村にあることさ
え光栄であります。
私は、霊長類研究所へ勤めることの喜びはもちろんですが、地球が我れ我れ人間だけのもので
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はなく、アリ 1 匹からの動物のものだと感じ、動物達の色々な環境に応じた生活、喜び、絆など
感じ取ることが出来たことを誇りに思っております。
ヒトは霊長類として進化してきたのですし、
同じ地球上の生物である霊長類を見ることによって、私たち人間のたどってきた歴史を知ること
ができたのです。
幸島には、古から、この地方に特徴的だったと思われる立派な照葉樹林が残っております。現
在私は、串間市議会議員を 4 期目を勤めさせてもらっており、串間の文化財や天然記念物の管理
運営に微力ながら頑張っております。自然との調和があってこそ人間の生活は保証されるのでは
ないかと思っております。
ここに京都大学霊長類研究所が創立 50 周年を迎えるにあたり本当におめでとうございます。
ますますの霊長類の研究が栄えることをお祈り申し上げます。
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第4章

資料

未 許 諾 の た め 本 文 は あ り ま せ ん 。

編集後記
霊長類研究所は 1967 年に創立され、本年の 6 月 1 日、満 50 年の誕生日を迎えます。その創立
50 周年を記念して 4 つの事業が計画されました。
「霊長類学の過去・現在・未来」と題する国際
シンポジウムが既に 2017 年 1 月 30 ～ 31 に開催され、
6 月 1 日には記念式典が準備されています。
京都大学博物館の展示ブース及び霊長類研究所の展示室での展示内容の刷新と紹介ビデオの作成
も計画されています。あわせてこの 50 周年記念誌の出版が企画されました。
霊長類研究所は、これまで 1971 年から年報を発刊する傍ら 10 周年記念誌と 25 周年記念誌を
刊行しました。また、25 周年には「サル学なんでも小事典」を、
40 周年には「霊長類進化の科学」
と「新しい霊長類学：人を深く知るための 100 問 100 答」を発刊し、霊長類学の社会的認知を進
めてきました。しかしながら霊長類研究所の軌跡をまとめて記録したものは、25 周年誌以来ずっ
と出版されていませんでした。設立から半世紀の歴史をまとめ記録しておくことは、これから続
く次の 50 年に向けて現所員がなすべき重要な責務の一つだろうと考えます。
本誌の編集作業に携わり、改めて古い書類や 2 つの記念誌、京大百年史などを調べました。ま
た本誌にご寄稿頂いた諸先輩方の回顧録や各部門分野・附属施設・センターの原稿を拝読して、
改めて霊長類研究所の底力に圧倒されました。霊長類研究所は、アメリカの霊長類センターとは
異なり、医学への貢献だけでなく「ヒトとは何か」を多様な学問領域から解明するために、個性
の強い研究者が集まり所内外との共同研究を展開する、世界的にもユニークな研究所です。その
片鱗が本誌にも現れています。できるだけ執筆者の原稿を尊重し、最低限度の編集にとどめまし
た。ご一読頂ければ、一般的な記念誌に比べてバラエティに富んでいるのが納得して頂けると思
います。
作業に不慣れな私達が曲がりなりにも本誌の出版までたどり着くことができたのは、作業期間
が短かったにもかかわらず、予定通りに寄稿頂いた諸先輩方と執筆担当者の方々の御協力があっ
たからです。集合写真など写真の多くは前技官の木下實さんが撮影したものです。サル類の写真
は沢山の所員に協力いただきました。また、50 周年記念事業ワーキンググループの強力な支援
が無かったならば完遂できませんでした。ここに改めて感謝申し上げます。更に、我々素人に辛
抱強くお付き合い下さり、適切な助言と援助を頂いた印刷会社の近藤さんに感謝申し上げます。
予算の制限があり計画した全てを掲載できませんでした。その部分については添付の CD-ROM
に収録しておりますのでご覧いただければ幸いです。
（文責：鈴木樹理）

霊長類研究所 50 周年記念事業ワーキンググループ
湯本貴和、高田昌彦、中村克樹、平﨑鋭矢、辻大和、友永雅己、古賀章彦、鈴木樹理、前田典彦、
牛田俊夫、藤井純子、助光和宏、髙井一恵、林知佳、野田直美
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