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に安定した増幅が得られる方策を探っていく予定である。 
 
2021-A-46  チンパンジー多能性幹細胞を維持する機構の解析 

高島康弘（京大 iPS細胞研）所内対応者：今村公紀 

ヒト胚性幹細胞(ES 細胞)は FGF と ACTIVIN シグナルを利用し、維持される（プライム型と呼ぶ）。

一方、マウス ES細胞は LIF シグナルを利用し、維持されている（ナイーブ型と呼ぶ）。人工多能性幹細

胞(iPS 細胞)も同様であり、ヒトは FGF と ACTIVIN であり、マウスは LIF シグナルであり、維持され

るシグナルが異なっている。 
 ヒト iPS細胞をマウスと類似した培養方法へと変更したヒト iPS細胞を樹立することに成功した。 
 一方、非ヒト霊長類 ES/iPS細胞は、ヒト同様に FGF と ACTIVIN のシグナルによって維持されており、

ヒトと同様のプライム型である。申請者は、ヒトと同様の方法を用いて、カニクイザル、アカゲザル、コ

モンマーモセットをナイーブ化する試みを行ってきたが、ヒト同様の方法では、誘導することが難しいこ

とが分かった。 
 よりヒトに近縁であるチンパンジーiPS 細胞の多能性に関連するシグナルを解析し、チンパンジー、ヒ

トを含む霊長類における相違と相似を明らかにすることを試みた。またチンパンジーiPS細胞（プライム

型）をより受精卵に近いナイーブ型チンパンジーiPS 細胞へとリプログラミングを行った。形態的には、

プライム型からナイーブ型への移行を認めた。チンパンジーは、カニクイザル・アカゲザル・コモンマー

モセットに比べ、ヒトに類似したシグナルが維持されている可能性が高い。引き続き遺伝子発現の確認や

より効果的なナイーブ型への移行方法を継続して、解析していく。 
 

 

7.2.2 一般研究 

 

2021-B-1 中期中新世・化石類人猿ナチョラピテクスの上位胸椎の復元 

菊池泰弘（佐賀大・医）、荻原直道（東京大・理院）所内対応者：西村剛 

化石化の過程で変形したナチョラピテクス上位胸椎標本 KNM-BG48094（第 3～5胸椎と推定）を原型に

復元し現生種との比較分析を行った。大型類人猿 3種、小型類人猿 1種、旧世界ザル 13種（樹上性 3種、

半地上性 8種、地上性 2種）、新世界ザル 2種の第 3～第 5胸椎を対象に、小型 CT スキャナーを用いて撮

像を行い、撮像データを三次元再構築し座標系に展開した。そして、各標本における相同点を決め、

Procrustes 解析によるサイズの正規化と位置合わせ後、座標（シェープ）を主成分分析で解析した（三次

元幾何学形態測定学）。また、ナチョラピテクス標本の相同抽出点から、比較現生種それぞれにおける相

同点の距離の総和を算出することで、化石の塑性変形成分を選択的に除去する作業を行った。分析の結果、

ナチョラピテクスは、アヌビスヒヒ、パタスモンキー、ムーアモンキーの形態に類似していることがわか

り、これら 3 種の第 1～6 主成分を用いて、変形成分の除去を行った。また、復元されたナチョラピテク

ス胸椎は、比較分析の結果、椎体や椎孔の形態や、横突起幅と椎体幅および上関節突起の比は地上性旧世

界ザル的な特徴を見せたものの、横突起における椎弓に対する位置や角度、また棘突起や上関節突起・関

節面間の角度に関しては樹上性旧世界ザルのような値を示すことが分った。さらに、横突起先端と椎体・

上肋骨窩との距離は現生霊長類のものと比べ長く、特殊な機能的要求が示唆された。 

 

2021-B-2 Study on phylogeography of highland macaques and langurs in Nepal 
Mukesh Chalise (Tribhuvan University) 所内対応者：田中洋之 

In 2021, we planned to extract DNA from fecal sample of Assamese monkeys, which were collected in Nepal, and 

to sequence the D-loop region of mitochondrial DNA at the Primates Research Institute (PRI), Kyoto University. 

Unfortunately, I couldn't visit PRI because of the spread of Covid-19. Therefore, we discussed the results of DNA 

sequencing so far collected under the Cooperative Research Program of PRI, and the future sampling points 

necessary to complete this study with Tanaka. I continued the field survey in Nepal and collected fecal samples of 

Assamese monkeys and Himalayan langurs. 

 

2021-B-3  Reexamination of species classification and the phylogeography in tarsiers (Tarsius spp.) from 
Sulawesi by mtDNA markers 
Wirdateti (Research Center for Biology-LIPI) 所内対応者：田中洋之 
This study aims to clarify the species status of Sulawesi’s tarsiers (Tarsius spp.) and inter- and intra-specific diversity 
by mtDNA markers. Due to the Covid -19 pandemic, a plan to visit PRI Japan for analysis was cancelled. The research 
was then carried out at the Center for Biological Research - LIPI, Indonesia for DNA Extraction and PCR. DNA 
sequencing was done by sending to FisrtBase Company, Singapore with the funding from PRI Program.  
We examined a total of 45 samples, which were from various locality in Sulawesi (North Sulawesi, Banggai Island, 
Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, South Sulawesi, Selayar Island), including seven West Tarsier samples 
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(Chepalopachus bancanus) as a comparison. Using the primers specific to Tarsier family, we amplified the full length 
of cytochrome c oxidase subunit 1 (CO1) gene by PCR and determined approx. 1550 bp sequence of CO1. Of the 45 
samples, 36 samples were successfully sequenced. The data analysis was conducted using the DNA Sp. v.5.0, and the 
MEGA 6.0 program for the 36 samples.  
As results, a total of 25 different haplotypes were detected, and variable sites were 418 with parsimony-informative 
171 sites. Phylogeny reconstruction was done using theMaximum Likelihood method with Kimura 2- parameter model, 
showing that distinct 11 groups are found, corresponding to South Sulawesi (Patanuang population T. fuscus, Selayar 
population T. tarsier), West Sulawesi  (Mamuju  population T. sp); Central Sulawesi (Banggai T. pelengensis, Toli 
–Toli T. dianae, Sigi T. wallacei, Gimpu T. lariang, T. sp);  North population (T. spectrum); and western tarsier1 
(Cephalopachusbancanus) and western tarsier2 (Cephalopachu ssp.). The difference between species is indicated by 
a high genetic distance a range of 2.1% to 6.7% on the species of  Sulawesi tarsier, and 14.2% to 18.1% between the 
Sulawesi tarsier and the Western tarsier while, between species in the population of Central Sulawesi, the show a low 
genetic distance that is 2.1% to 2.9%. 
At the moment the Sulawesi Tarsier based on morphology consists of 11 species. Hoever, the samples from  
SangirIsland (T. sangirensis), and Siau Island (T. tumpara) populations do not included in this study. And the sample 
of the T. pumilus species failed. Therefore, it is possible more than 11 species of Sulawesi Tarsier.  
From this study, we conclude that the COI gene of mtDNA could be used as a genetic marker to identify species in 
the Tarsius genus. Using this marker, the molecular analysis can clarify the multicomplex species in the Sulawesi 
Tarsier to help in Tarsier conservation. 
 

2021-B-4  細胞種特異的遺伝子発現・エピジェネティクスと精神疾患モデルにおけるその異常 
佐々木哲也（筑波大学 医学医療系 生命医科学域)、武井陽介（筑波大学・院人間総合) 所内対応者：

大石高生 

霊長類の大脳皮質は機能分化が進んでおり、複数の「領野」に区分される。その神経回路は、生後発達

期に大規模な再編成がなされて機能的領野が形成される。霊長類の神経回路発達過程にニューロン、グリ

ア細胞が果たす役割を詳細に検討するために、細胞種特異的な遺伝子発現解析、エピジェネティクス解析

を計画した。本年度に昨年度に引き続き、コロナ禍のため、霊長類研究所との往来が制限された。またサ

ンプルの入手が難しかったため、げっ歯類を用いた予備実験および取得済みのデータの解析に注力した。 

 

2021-B-5  サル糞に集まる糞虫による二次散布能力の評価 

辻大和、荒木太一、伊藤友仁（石巻専修大学）所内対応者：Michael A Huffman 

わが国の森林における代表的な果実食者であるニホンザルを対象に、糞虫類の活動が排泄後のサル糞に

含まれる種子の埋土深に与える影響を評価することを試みた。調査は宮城県金華山島において 2021 年 5

月から 11 月にかけて毎月実施した。あらかじめ採集しておいた 20g のサル糞に、サイズの異なる 4種類

の白いビーズ（直径 2, 3, 5, 8mm）を埋め込み、柵内(3つの群落に計 15 基)に設置して糞虫類に自由に処

理させた。一か月後に柵内を掘り返し、出現したビーズの埋土深を 5cm 間隔で 7カテゴリに区分して評価

した。糞虫は種子を最大で 30 cm 程度の深さまで埋めることができたが、大部分の種子は 0～5cm の範囲

に埋められていた。埋土深に与えるビーズのサイズの影響について、有意差は認められなかった。4 月は

ビーズが埋土される割合が低かったが、その後急激に上昇した（p < 0.05）。埋土割合の季節変化、金華山

における糞虫類の活動性を反映したものと考えられた。本調査により、糞虫類は排泄された糞に含まれる

種子の大部分を埋土することで齧歯類やシカからの種子の捕食回避に貢献している可能性が示された。糞

虫類は、その活動を通じて散布後の種子の適応度を高めている可能性があるため、今後は野外での発芽実

験を行って二次的処理の影響を評価したい。 

 

2021-B-6  サルの発達・老化におけるクロマチン構造変化の解析 

岸雄介（東京大・薬）、山中総一郎（東京大・理）所内対応者：井上謙一 

 個体の発達は様々な組織の機能獲得を伴うが、逆に老化は様々な組織の機能低下を誘導し、老齢個体の

生活に大きな障害をもたらす。これまでの多くの発達・老化研究はマウスを用いてその成果を挙げてきた

が、マウスとヒトには大きなギャップが存在するため、ヒトの発達・老化を理解するためにはヒトの近縁

種である霊長類を用いた老化研究が必須である。 

 昨年度から本年度にかけて、生後数日、4-5 年齢、11-15 年齢のアカゲザルの脳から、V1、M1、dPFC、

mPFC、海馬の凍結サンプルを、また精巣・卵巣のサンプルを採取し、送付していただいた。そして、一次

視覚野からニューロン核を採取し、RNA-seq と ATAC-seq、7 種類のヒストン修飾に対する CUT&Tag を

実施した。これらの結果のうち RNA-seq では、4-5 年齢、11-15 年齢の間の遺伝子発現パターンにほとん

ど差がなかった。しかし、興味深いことに CUT&Tag解析の結果から、いくつかのヒストン修飾のパター

ンが 4-5 年齢、11-15 年齢の間で大きく異なることが示唆された。このことは、ニューロンの老化は遺伝

子発現よりもクロマチンの状態に大きな影響を与えることを示唆する。 

 この結果は、これまでに行ってきたマウスの解析の結果とも一致しており、今後はこのクロマチン状態
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の変化がニューロンの老化においてどういった役割を果たすのかを明らかにしていきたい。 

 

2021-B-7  サルの赤血球上の血液型抗原発現が転写調節領域の分子進化により規定されることの証明 

小湊慶彦、佐野利恵（群馬大学大学院医学系研究科法医学講座）所内対応者：大石高生 

①令和 3 年度は霊長類研究所に於いて、チンパンジー２個体、アジルテナガザル３個体、ニホンザル３

個体の血液および唾液の採材を行った。②血液を用いて、通常の血液型検査（オモテ・ウラ）を行い、凝

集阻止試験により唾液の血液型検査を行った。チンパンジーおよびアジルテナガザルの赤血球は唾液と一

致した血液型抗体に対して十分な凝集がみられ、ヒトと同様に十分量の血液型物質が赤血球上に存在する

と考えられた。一方、ニホンザルでは、抗 A、B抗体によって明らかな凝集がみられず、前述のサルらと

比較して顕著に血液型物質量が少ないことが示唆された。今後、赤血球における血液型物質の詳細な解析

を質量分析により行う予定である。③また、血液中の Buffy coat層を用いてゲノム DNA を抽出した。ヒト

の ABO 遺伝子第１イントロンおよび各種サルの参照配列を参考に、第１イントロン内の血球特異的エン

ハンサー領域を含む領域の PCR 増幅を行い、３種のサルにおけるエンハンサー領域に対応する配列をヒ

トと比較した。その結果、赤血球上に十分量の抗原発現がみられるチンパンジーおよびアジルテナガザル

においては、エンハンサー領域の主要なシスエレメントである転写因子 GATAおよび RUNX1 の認識配列

が保存されているが、ニホンザルにおいてはこれらの認識配列が保存されていないことが明らかとなった。

これらの塩基配列の違いが赤血球系細胞における ABO 遺伝子の転写活性の違いをもたらすかについて、

今後レポーターアッセイによって検討する予定である。 

 

2021-B-8  霊長類における黄色靭帯と棘間靭帯の解剖学的研究 

岩永譲（Tulane University School of Medicine・Dep Neurosurgery）所内対応者：平﨑鋭矢 

本年度の共同利用・共同研究では過去にわれわれが報告したヒト黄色靭帯の微細構造の研究をアカゲザ

ルに応用し解明しようとしたものである。本来であれば、現地に赴きアカゲザル屍体の解剖により肉眼観

察・組織学的観察を行う予定であったが、コロナ禍のため訪問が不可能であった。そのため、勤務地（米

国 Tulane University）でのヒト黄色靭帯の追加研究を行うことで、来年度の継続研究につなげることとし

た。過去のわれわれの報告ではヒト黄色靭帯と棘間靭帯、そして関節包の立体構造を明らかにするため、

肉眼観察および靭帯の水平断の組織学的観察を行ったが、今回は同様に靭帯組織を採取し、矢状断・冠状

断を行うことで、様々な角度からの観察を行うこととした。現在、標本を採取し組織切片を作成する前段

階まで進んでおり、今後は染色、観察を行いたいと考えている。 

 

2021-B-9  サル類における聴覚事象関連電位の記録 

伊藤浩介（新潟大学・脳研究所）所内対応者：中村克樹 

 これまで継続して来た共同利用・共同研究により、マカクザルの頭皮上脳波記録の方法論が完成し、質

の安定した聴覚事象関連電位の記録が可能となった。一方、マーモセットの脳波記録では、①頭部面積が

小さく電極の設置が難しいことや、②頭皮の皮脂の多さによる電極インピーダンスの増大などの問題が明

らかになった。これらの要因により、電極設置に時間がかかり、電極数を増やせず、脳波記録が安定しな

いなどの問題が生じていた。 

 そのため、これらの問題の解決を目的とした技術開発を行ってきたが、一昨年度（2018 年度）に、電極

の設置について、これまでにないまったく新しい発想の方法を考案し、これにより電極設置の迅速化（従

来より 75％の時間短縮）、電極の高密度化（7 ㎜の電極間距離で設置可能）、脳波記録の質の安定化が達成

された。そして、この新しい電極設置方法を利用して、マーモセットの聴覚誘発電位記録を行い、原書論

文にまとめて発表した（Itoh et al., 2021)。さらに、この方法論を詳しく解説した論文を執筆し、投稿中で

ある（Itoh et al., submitted） 

 本年度は、こうして得られたマーモセットの聴覚誘発電位データに、これまでに収集したヒトとアカゲ

ザルを加え、さらに他から提供された既報のチンパンジーの脳波データの再解析を足すことで、霊長類４

種の比較を行い原著論文にまとめて発表した（Itoh et al., 2022). 

 

 

2021-B-10  近畿・中国および四国地方に生息するニホンザル（Macaca fuscata）等の寄生虫症および

感染症に関する疫学調査 

浅川満彦（酪農大・獣・寄生虫）所内対応者：岡本宗裕 

①徳島市市街地におけるニホンザル生息状況の把握と糞便採集：2021 年 11 月 19 日から 11 月 22 日ま

で、徳島市市街地を中心に、ニホンザルの生息状況の把握と糞便採集を試みた。申請時、9 月初旬に踏査

予定であった。しかし、この時、COVID-19 のアウトブレークの影響が懸念されたため、順延した。幸い、

10 月後半から感染者数の急減し、実施可能と判断して、この期間となった。したがって、計画の立案と、

再検討、再立案となり、当初のような十分な計画とはかけ離れてしまった。また、その当時は収まったと
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はいえ、新しい株の再燃の兆しもあり、人込みを可能な限り避ける必要が有った。そのため、行動範囲が

限られてしまったが、前年把握されていた寄生虫保有状況が確認された有害捕獲された地域に可能な限り

近い、徳島市市街地で踏査が出来た。2 日間、誘き寄せ用の餌設置を併用しつつ踏査をしたが、残念なが

ら個体および糞の確認は出来なかった。しかし、徳島大学では今後の調査の基盤情報となる資料閲覧させ

て頂き、有益な踏査であった。②展示施設で飼育された皮膚病罹患原猿類からのシラミ類検出：本件研究

のニホンザルでも、時折、観察される脱毛部ともなった皮膚疾患の参考事例として、関東地方の展示施設

で飼育されていた原猿類の皮膚疾患症例について検討した。その結果、国内初のシラミ類幼虫と虫卵が検

出されたので、論文報告と学会発表を行った。 

 

2021-B-11  CT 像に基づいた霊長類の移動姿勢-肝臓・内耳形態の進化的連関 

矢野航（防衛医科大学校）所内対応者：西村剛 

ぶら下がり運動を行う類人猿では体幹の直立によって、肝臓や腸など主要臓器に対して働く静的・動的

な慣性力によって働く新たな力学ストレスを最小限にするために、進化的な形態変化が起こっていると考

えらえる。そこで、我々は防衛医科大学校および京都大学霊長類研究所に所蔵されている 9種の霊長類の

全身ホルマリン固定標本を霊長類研究所所蔵の医療用 CTおよび µCT によって撮影し、その形態比較を行

った。用いたのは、類人猿(Pan troglodytes, Hylobates lar, Hylobates agilis)、および旧世界ザル(Cercopithecus 

aetiops, Macaca_fasicularis, Macaca fuscata)、新世界ザル(Saguinus oedips, Saimiri sciureus)である。肝臓形態

に与える影響の外部変数として、体サイズと移動様式を用いた。その結果、各種サルで対称性が強かった

肝臓の形態が類人猿、ヒトにかけて肝臓の位置と右葉の左右非対称性が強くなっていくことが示された。

本研究結果を 2022 年 3 月に第 127回日本解剖学会総会で口頭発表した。 

 

2021-B-12  屋久島のニホンザル(Macaca fuscata yakui)におけるコドモの遊びの量の群間比較 

中塚雅賀（京大・院・理学）所内対応者：半谷吾郎 

 ニホンザルを含めた多くの霊長類において、遊び行動はアカンボウ期やコドモ期に多くみられ、年齢と

ともに減少することが知られている。そのため、発達期のニホンザルを理解するうえで遊びはひとつの重

要な行動であると考えられる。遊びが個体の発達にとって必要不可欠な行動なのかということを探るため

には、餌付けされておらず、採食に時間とエネルギーの大きなコストを割かなければならない本来の生息

条件で遊びを定量的に調べることが重要である。本研究は、屋久島に生息する野生ニホンザルを対象に、

わんぱく遊び頻度の群間比較をおこない、その違いの要因を探ることを目的とした。 

 屋久島西部林道沿いに生息する Umi-B群と Sora群を対象に調査を実施した。昨年度に引き続き、本年

度は継続調査として、2021 年 8 月～10 月に Sora群を対象に調査をおこなった。調査の結果、採食と移動

に比較的大きな時間を割いている Sora群よりも、採食と移動に時間を割いていない Umi-B群のほうがわ

んぱく遊び頻度が高かった。さらに Sora 群のわんぱく遊び頻度を経時的に比較しても、食べ物が豊富に

あり、採食と移動に時間をかけなくてすむ時期のほうが、頻度が高いことが分かった。このことから、わ

んぱく遊びは食物環境が良く、採食と移動に時間をかけなくてすむ場合に多く生起すると考えられる。さ

らに、同じ親和的社会交渉のなかでも、採食と移動の合計時間割合が一定以上増えてはじめて生起頻度が

減少した毛づくろいと異なり、わんぱく遊びは、食物環境が良く採食と移動の合計時間割合が低い時期に

は、採食と移動の合計時間割合が増えると生起頻度が減少したが、食物環境が悪く採食と移動の合計時間

割合が高い時期にはそもそもほとんど生起しなかった。このことから、わんぱく遊びは食物環境が充分に

良く、個体にとって採食に関して時間的かつエネルギー的にも余裕がある時期にはじめて生起し、増加す

ることが示唆された。 

 

2021-B-13  野生ニホンザルにおける分派の意図性の判別基準と要因の検討 

風張喜子（北海道大・北方生物圏フィールド科学センター）所内対応者：半谷吾郎 

ニホンザルは、メンバーがひとまとまりで暮らす凝集性の高い群れを作る。先行研究によって、各個体

が周囲の個体の動向を把握し自分の行動を調節することで互いの近接が保たれていることが示唆されて

いる。一方で、群れが一時的に 2つ以上の集団に分かれる分派行動も時に見られる。通常は互いに離れな

いようにふるまうニホンザルがなぜ分派するのか、明らかになっていることは少ない。また、意図的およ

び非意図的とされる分派の報告例はあるものの、その判別基準はあまり整理されていない。そこで、宮城

県金華山島の野生ニホンザルを対象として、分派の直接観察を通じて意図の有無を判別できる行動上の特

徴を整理したうえで、要因を検討することを目的とした。本研究は十分な観察例数を蓄積するのに数年に

わたる継続調査が必須であり、本年度は長期的な計画の 4 年目である。これまでに、分派集団のでき方か

ら意図的・非意図的分派が判別可能なこと、非意図的な分派では分派中に突然の移動停止や方向転換が見

られる場合が多いことなどが明らかになりつつあるが、本年度の調査では新たな分派事例を蓄積すること

ができなかった。このほか、2019 年度に観察された群れの第一位オスとメスとの親和的な関係を基礎とし

た頻繁な分派行動について、共著論文を国際誌に投稿し審査中である。 
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2021-B-14  コモンマーモセットにおける空間認知 

佐藤暢哉（関西学院大・文・総合心理）、林朋広（関西学院大・院・文）所内対応者：中村克樹 

 本研究では、コモンマーモセットの空間認知能力について検討することを目的として、齧歯類を対象と

した実験で広く用いられている空間学習課題・空間記憶課題を、マーモセットを対象として実施できるよ

うな実験パラダイムの開発を目指した。これまでの共同研究において作製した飼育ケージ内に設置可能な

マーモセット用の放射状迷路を使用した実験を実施予定であった。実際に飼育ケージ内に装置を設置して

何頭かのマーモセットに装置内を探索させたところ、興味を示す行動がみられ、特に恐怖反応などはみら

れなかったため、実験の使用に大きな問題はないと考えられた。実際の実験については、今年度について

も新型コロナウイルス感染症の流行などのため実施が叶わなかったが、次年度には作製した装置を用いて

いくつかの空間認知課題を実施する予定である。 

 

2021-B-15  マーモセット幼若精細管のマウスへの移植後の精細胞発生の観察 

小倉淳郎、越後貫成美（理研バイオリソース研究センター）所内対応者：中村克樹 

我々は、顕微授精技術を用いることにより、マーモセット体内で自然発生した生後 11 ヶ月齢の未成熟

精子（伸長精子細胞）から産仔を獲得した。そこで本研究では、さらに早期に顕微授精を行う可能性を検

討するために、性成熟の早いマウスへ新生仔マーモセット未成熟精細管を移植し、精原細胞から精子・精

子細胞発生が加速するかどうかを確認した。2017 年度までに生後 4 ～7 ヶ月齢雄マーモセットの片側精

巣を採取し、去勢手術を行った、重度の免疫不全マウス系統である NSG の腎皮膜下に移植行った。生後 4

ヶ月齢マーモセット精巣移植から約 3 ヵ月後に組織を回収して組織学的観察を行った結果、初期円形精

子細胞までの発生を確認した。生体下での円形精子細胞の出現は 10-11 ヶ月なので、異種移植を行うこ

とにより 3-4 ヶ月ほど精子発生が加速した結果が得られた。2018 年度より、より世代短縮が可能か明ら

かにするため、生後 0～1 日齢の個体由来の精巣を実験対象とした。前年度には、移植後 3 ヶ月では精原

細胞まで、6 か月～1 年では精母細胞までの発生が確認された。サンプル間での精子発生速度のバラつき

はあるが、出生直後の精巣でも精子発生の加速化が可能であることが明らかになった。今年度は、生後 1

日齢の精巣をミネラルオイル浸漬し 4 日間 4℃にて保存したのちにマウスへ移植した。移植後 10 ヶ月の

サンプルで精母細胞までの発生を認めた。少なくとも 4 日間冷蔵保存ののちに移植操作を行っても精細胞

の発生には影響がないことが明らかになった。つまり、想定外の死亡ですぐに移植作業が不可能な場合で

も数日間の冷蔵保存が可能で、移植後の精子発生の加速には影響しないこと、貴重な霊長類の生殖細胞の

レスキュー期間にある程度猶予があることが明らかになった。 

 

2021-B-17  霊長類における神経栄養因子の精神機能発達に与える影響 

那波宏之（和歌山県立医科大・薬・生体機能解析学）所内対応者：中村克樹 

統合失調症の原因のひとつとして、胎児や新生児期における上皮成長因子などの末梢の神経栄養活性を

有する炎症性サイトカイン誘導が仮説されている。従来のげっ歯類を用いた研究では、新生仔の皮下に上

皮成長因子などのサイトカインを投与することで、聴覚系を中心とする認知行動異常や神経生理学的変化

が成熟後に誘発されることが知られている。しかし、この実験結果がヒトを含む霊長類にも適用できうる

か、疑問も多い。特にこのようなヒトにおける脳の高次機能が障害される精神疾患は、動物の認知行動変

化をもとに定義されるものであり、とくにヒトに近い動物（霊長類）でしか再現できない可能性が有る。

そこで、マーモセット新生児に上皮成長因子を投与して当該モデル動物を作製し、その脳波の神経生理学

的変化を測定した。近年、統合失調症患者の脳波測定における聴性定常反応において異常を呈することが

知られている。当該マーモセットモデルでも、聴性定常反応を測定したところ異常性が観察された。今後、

さらに実験条件を適正化することで、その再現性、年齢依存性に検討を加える。 

 

2021-B-18  Using CalliFACS to develop an annotated database and an automated coding system for the 
facial expressions of common marmosets 
Hannah Buchanan-Smith（University of Stirling, Psychology Dept.）Catia Correia Caeiro (Kyoto University) 所

内対応者：宮部貴子 

FACS (Facial Action Coding System) is the gold standard for human facial expression research, and has recently 

been adapted for the common marmoset due to the increased interest in using marmosets as a laboratory model 

for a variety of human neurocognitive processes. Although FACS is an ideal tool to investigate facial behaviour 

due to being an objective, systematic and anatomical-based tool, it is extremely time-consuming, and requires 

extensive user training and certification. Hence, automated ways of coding facial expressions are needed, both to 

optimise work flow and increase sample size. This project aimed at developing a fully-annotated database of facial 

movements in the common marmoset (Callithrix jacchus) by applying a newly developed objective observation tool, 

the Common Marmoset Facial Action Coding System (CalliFACS, Caeiro et al, in press). Like the human FACS, 
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the CalliFACS is based on facial musculature and includes 33 independent facial movements, including 15 Action 

Units (AUs), 15 Action Descriptors (ADs), and 3 Ear Action Descriptors (EADs) (see Fig.1 for examples of AUs). 

We curated two video databases of spontaneous facial movements of common marmosets (N=100) for this project. 

Database 1 included 93 single-view clips (1 camera, 30min) of marmoset faces in various contexts (e.g. social 

interactions with conspecifics and humans, feeding, play, novel objects, veterinarian procedures) and from various 

populations (wild, urban, captive as pets/sanctuaries/zoos/research facilities). Database 2 included 40 multi-view 

clips (2-4 cameras, 600min per camera) of marmoset faces, while individuals participated in a perception experiment. 

Both databases were fully coded with CalliFACS using BORIS software and frame-by-frame analysis. In database 

1 we coded 2385 occurrences of facial movements (approximately 1.3 mov/sec) and in database 2 we coded 9854 

occurrences of facial movements (approximately 0.27 mov/sec, see Fig.2 for the distribution of 26 facial movements 

found in these databases). These CalliFACS coded databases are currently being used for automating the detection 

of AUs in this species by combining computer vision and machine learning techniques. This will be accessible to 

other researchers to help them understand marmoset expressions and welfare. 

 

2021-B-20 ニホンザル二足・四足歩行運動の運動学的・生体力学的解析 

荻原直道（東京大・理）、大石元治（麻布大・獣医）所内対応者：平﨑鋭矢 

本研究では、ニホンザル四足歩行の運動学的・生体力学的解析を行い、二足歩行と対比することを通し

て、ニホンザルが二足歩行を獲得する上での促進要因・制約要因を明らかにすることを目的とした。具体

的には、ニホンザルの二足・四足歩行の運動学的・生体力学計測、歩行に関係する主要な筋の速筋線維・

遅筋線維比計測、下肢関節の受動弾性特性計測を統合して、ニホンザルの四足歩行と二足歩行の運動学と

力学の共通点と差違を分析することを通して、ニホンザルが二足歩行を獲得する上での促進要因・制約要

因を抽出することを試みている。 

本年はコロナ禍で新たな実験は行えなかったが、昨年までのデータについてメール等で相談しつつ解析を

進めた。一方、関節受動抵抗特性については、チンパンジーの標本を入手することができたので、中手指

節関節の関節角度を変化させたときの手関節伸展方向の受動弾性特性を計測し、その結果に基づいてアフ

リカ大型類人猿でナックルウォークが進化した要因を考察した。 

 

2021-B-21  ニホンザルの歯槽骨吸収と咬合・咀嚼に関する研究 

加藤彰子 (愛知学院大学・歯) 所内対応者：平崎鋭矢 

本研究課題は顎口腔領域の形態と歯周病発症との関連性について調査するために 2018 年度から開始し

た研究（2018-B56、2019-B28、2020-B56）を発展させた課題である。これまでマイクロ CTデータに基づ

く歯槽骨吸収と顎口腔領域の解剖学的形態に関する分析を進めてきており、2020 年度ではニホンザルの

咬合機能にも着目した。その結果、歯槽骨吸収と咀嚼機能との関係についての新たな知見が得られたため、

2021 年度はニホンザルの咀嚼運動を観察・撮影し、咀嚼運動を分析するための手法を確立することを目的

として本研究に取り組んだ。ケージ飼いのニホンザル 3 頭に麻酔下にて皮膚標点のマーキングを行った

後、実験室で餌（リンゴ、大根、固形飼料の 3種類）を与え、咀嚼時の顔貌をビデオカメラ 4台で撮影し

た。三次元 DLT 法 (Direct Linear Transformation method) により標点の三次元座標を取得し、顔面上部に

対する下顎の動きを計算した。その結果、頭部に対する下顎中心の軌跡を得ることができた。今後、解析

精度の向上を目指して追加実験を行う予定である。 

 

2021-B-22  ニホンザルの昆虫食が枯死木分解にあたえる影響 

栗原洋介（静岡大・農）所内対応者：半谷吾郎 

本研究の目的は、ニホンザルが枯死木分解にあたえるインパクトを定量することである。本年度は、屋

久島・西部林道において主に枯死木分解実験の継続、ニホンザルの行動観察および昆虫群集の調査を行っ

た。 

1. サル排除実験の継続：2019 年度および 2020 年度に設置した枯死木調査プロット 12 箇所において、

サル排除実験を継続している。対象の材を複数個に分割し、一方はそのまま放置、他方はサルが破壊でき

ないようにネットで覆った。定期的に材の写真撮影を行い 3D モデルを作成することで、材の表面積・体

積のデータを蓄積している。また、自動撮影カメラを用いて動物の訪問および枯死木とのコンタクトを調

べている。現在もデータ収集中であるが、枯死木はサルに大きく壊され、サルに細片化された材はシカに

踏まれやすくなることがわかった。 

2. ニホンザルの行動観察および昆虫群集の調査：サルがどんな枯死木を壊し、何を食べているのかを明ら

かにするために、識別されている 1 群を対象とし、個体追跡を行い、成獣個体の採食行動を記録した。ま

た、枯死木依存性昆虫群集の情報を得るために、林内の枯死木をくずし、内部や周辺に生息する昆虫を採

集した。枯死木のサイズ、腐朽タイプ、腐朽度、種名などを記録したうえで、昆虫の種と個体数を記録し

た。 
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来年度以降も、同様の調査を継続して実施する予定である。 

 

2021-B-23    マーモセットを用いた血中ペントシジン値の正常発達軌跡の同定 

新井誠、石田裕昭（東京都医学総合研・統合失調症プロジェクト）所内対応者：中村克樹 

私たちは、糖尿病や腎障害がない治療抵抗性統合失調症患者において、糖化ストレスの指標である「血

漿ペントシジン値」が健常者に比べ有意に高いことを明らかにし（Arai et al.,2010, Arch Gen Psychiatry）、

統合失調症・重症度のバイオマーカーとしてのペントシジンの有用性を示した(Miyashita et al., 2014, 

Schizophr Bull)。統合失調症は 10代に発症リスクが高い。現在私たちは、発症リスクとペントシジンの関

連性を明らかにしたいと考えているが、健常未成年児童を対象に採血は困難で、ヒトの血漿ペントシジン

値が性成熟期前後でどのように変動するか、その正常発達軌跡はわかっていない。さらに野生型げっ歯類

個体は、血中ペントシジンが極めて少ないため計測できず、目的の発達軌跡を描くことができなかった。 

そこで本研究課題は、乳幼児期、性成熟期、成体・中年期、高齢期のマーモセットの血漿ペントシジン

値を計測し、糖化ストレスの正常発達軌跡を明らかにすることを目的とし実施した。本年度は、新生児個

体（3頭）、性成熟期期個体（2頭）、成体・中年期個体（2頭）、老年期個体（4頭）、合計 11頭の血漿サ

ンプルを提供して頂いた。 

都医学研が保有するマーモセットから採取したサンプルと合わせ各年齢の血漿ペントシジン値を解析

した。その結果、性成熟期前（0ヶ月−12ヶ月まで）の個体群の血漿ペントシジン値は、それ以降の成体・

中年期・老年期よりも有意に高いことがわかった。したがって、糖化ストレスの正常発達軌跡は、生まれ

てから性成熟期までが高く、性成熟期に急激に低下することが示された。反対に、病態の発達軌跡仮説は、

性成熟期において血漿ペントシジン値が低下せず、高止まりしたままの個体は疾患リスクが高くなるとい

う可能性が考えられる。今後、性成熟期に糖化ストレスを亢進させた動物モデルを用い、行動や神経活動

の変容を明らかにし、統合失調症の症状と類似性を明らかにしていく。 

 

2021-B-24  霊長類歯牙の成長線に関する比較解剖的考察 

小野龍太郎（京都府立医科大・歯科口腔科学）、八木田和弘（京都府立医科大・総合生理学）、金村成智、 

山本俊郎（京都府立医科大・歯科口腔科学）所内対応者：平﨑鋭矢 

歯の成長線には、形成期間中に個体内で起きたライフイベントが反映されるため、直接観察が困難な稀

少動物種における生活史の解明や食性の把握、年齢査定などに役立つツールとなる可能性がある。さらに

は化石種に応用することで、古生物学領域での貢献も期待できる。これまでに我々はニホンザル雄性個体

の第一大臼歯を用いた成長線の観察に成功しており、象牙質とセメント質で成長線の間隔幅や本数が異な

っていたことから、硬組織の種類によって発育パターンが異なる可能性を示唆している。さらに、前歯の

横断切片にて象牙質の表層付近を同心円状の線状構造が配列する様子が確認できた。これは、臼歯の象牙

質でみられた間隔幅よりも若干小さく、齧歯類での出現パターンと類似したものであった。本年度は個体

数を増やして再現性の検証を行なった。 

 

2021-B-25  μCT撮影のための筋組織染色法の改良―鳥類と霊長類― 

田中郁子（産業技術総合研究所）所内対応者：平﨑鋭矢 

はじめに 

ロコモーションは生息環境とその身体形態にリンクする。ロコモーションで最もよく動く足の関節は、

あしゆび関節とされる。このあしゆび関節は足根中足骨 （TMT） と趾骨で構成され、２方向回転運動 （開

閉・上下） をする。TMT の滑車級の形態は、足跡の形態と相関があり、足跡の形態は生息環境とリンク

することが言われている。ここから２方向回転運動は足の機能とリンクすると考え、足の機能ごとにどん

な動きの違いがあるのかを計測した。 

研究対象と手法 

現生鳥類標本は、京都大学霊長類研究所他、京都大学総合博物館、The University of Manchester 等で 16

目 23 科 59種を収集した。霊長研等で、生体を解剖して得た標本はほぼ半分である。鳥脚を CT スキャナ

で撮影し Avizo で製骨した。ソフトウェア上で TMT を回転させ、末端部の三又構造を矢状面と水平面か

らそれぞれ TMT角度と開閉角度と ROM を計測した。 

結果と解析とまとめ 

 重量化は陸を歩くに比べあまり開閉運動はないが上下運動の幅が大きい。泳ぐは水辺を歩くに比べ、θ

miniもθmaxも大きいが、上下運動は小さい。獲物を捕らえるは木に止まるよりも、θminiもθmaxも大

きいが上下運動は小さい。3変数の分布が統計的優位に分かれたので、判別分析を実施し化石標本がどの

足の機能と近いか調べた。化石標本は恐竜とモアとドードーを収集した。恐竜とモアとドードーはいずれ

も重量化に似ていることがわかった。 
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2021-B-26  大型類人猿の足部における骨格と軟部組織の関係について 

大石元治（麻布大・獣医）、荻原直道（東京大・院・理）所内対応者：平崎鋭矢 

関節の可動域はその形状に加え、筋や靭帯などの軟部組織によって決定される。大型類人猿の足部の形

態学的研究は骨格や筋についてのものがほとんどであり、腱や靭帯についての報告は 1から 2個体の報告

にとどまっている。そこで、本研究は大型類人猿における足部の腱や靭帯の種間/種内バリエーションを

明らかにして、足部の運動に関係する形態学的特徴を理解することを目指している。本年度は、チンパン

ジー3個体の標本を利用する機会を得た。まず、無傷の状態での足部骨格の特徴を明らかにするために、

足の CT撮影を行った。また、数個体については足部の解剖を行なった。2019 年度に解剖した個体とは異

なり、後脛骨筋腱が外側楔状骨だけでなく、中間楔状骨にも停止していた。今後は骨格と軟部組織の関係

についてさらに精査し、関節の可動性を併せて検討していきたい。 

 

2021-B-27  げっ歯類と霊長類の神経回路基盤解明のためのシングルセル遺伝子解析 

吉田富、高田裕生（沖縄科学技術大学院大学）所内対応者：高田昌彦 

2022 年度において我々は、昨年に得た逆行性トレーサー(AAV retro)を注入したマカクザルの脳サンプ

ルを用いて Single nucleus RNA sequence を行った。解析の結果、遺伝子発現をもとに細胞種を分類するこ

とや、注入した遺伝子から皮質脊髄ニューロンを同定することに成功した。今後は他の動物種(げっ歯類、

マーモセット)と比較することによって高次な霊長類の皮質脊髄ニューロンに特異的に発現する遺伝子の

同定を目指す。また、詳細な解析を行うために Single nucleus  ATAC(Assay for Transposase Accessible 

Chromatin)-seq を実施し、それぞれの細胞種特異的な遺伝子発現を制御する転写因子を明らかにすること

を目指す。 

他方、発達段階の異なるマカクザルの大脳皮質及び脊髄サンプルの採材を行った。今後、これらのサン

プルを用いて Single nucleus RNA sequence を行い、運動皮質及び脊髄内での発達に伴った遺伝子発現の変

化を明らかにする。 

 

2021-B-28  霊長類脳における細胞種特異的な神経回路構造の解明 

小坂田文隆、竹内遼介、山口真広（名古屋大学) 所内対応者：高田昌彦、井上謙一 

マーモセットおよびマカクザルにおいて細胞種特異的な神経回路マップの作製を行うために、本研究で

はウイルスベクターの細胞種特異的な感染方法の確立を目指した。特定の細胞種には特定の受容体が発現

していることに着目し、小坂田らは受容体を標的としたウイルス感染法である bridge protein 法を開発し

てきた。標的とする受容体 ErbB4 のリガンドである Neuregulin-1 とウイルス受容体 TVB との融合タンパ

ク質である bridge protein を作製した。まずはマウスを用いて、ウイルスベクターと bridge protein の混合

液を脳内に微量注入することで、抑制性ニューロンにウイルス感染が成立することを確認した。さらに、

ウイルスベクターと bridge protein との混合比が、ウイルス感染の特異性および効率に影響を与えること

を見出した。次に、この bridge protein法を用いて、マーモセットにて抑制性ニューロンに感染するかを検

討した。マーモセット 1頭の S1 野、V1 野、ブロードマン 8 野、9 野にウイルスベクターと bridge protein

の混合液を合計 12ヶ所に微量注入した。ウイルスベクターと bridge protein との混合比は、マウスでの検

証結果を基に、異なる 3つの条件を検討した。ウイルスを注入する座標は、マーモセット脳の MRI を取得

して決定した。ウイルスの injection 後、7 日目に灌流固定を行い、脳を摘出した。ミクロトームで脳切片

を作製し、蛍光観察を行った所、ウイルス注入部位周辺にウイルス感染細胞が認められた。次に抑制性ニ

ューロンへのウイルス感染を評価する目的で、抑制性ニューロンサブタイプのマーカーである

parvalbumin(PV)に対する免疫染色を行った。ウイルス感染細胞の一部に PV の発現が認められた。以上よ

り、bridge protein 法にて抑制性ニューロンにターゲティングできる可能性が示唆された。今後は bridge 

protein法のさらなる特異性の向上を目指す。 

 

2021-B-29  コモンマーモセットの口腔疾患治療薬選抜に関する研究 

土田さやか、牛田一成（中部大・応用生物）所内対応者：中村克樹 

本研究では、コモンマーモセットの歯垢から細菌を分離し、口腔疾患の元となる歯垢にどのような細菌

が存在しているのかを検索し、その薬剤および殺菌料感受性を調査することを目的とした。霊長類研究所

で飼育されている 7個体の歯垢、歯石サンプルを嫌気希釈液および非選択培地に採取し、嫌気培養を行っ

た。分離された口腔細菌の細菌 16S rRNA遺伝子を用いて菌種同定を行ったところ、口腔疾患の原因菌と

考えられる Fusobacterium、Streptococcus、Prevotella 属細菌などヒトの歯周病原因菌としてよく知られて

いる細菌種が多数検出され、中でも Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum（Fnp）は、検査した全て

個体から分離された。分離された Fnp に対して薬剤感受性試験を行なった結果、使用頻度の高いゲンタマ

イシンに耐性を示す菌株が約 55％存在することが確認された。また、殺菌料である次亜塩素酸水に対する

感受性試験の結果、暴露時間 30 秒でも非常に強い殺菌効果を示すことが明らかになった。本研究結果よ

り、口腔疾患治療や予防薬として、耐性菌を生み出さない殺菌料（次亜塩素酸水）の有用性が示唆された。 
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2021-B-30  The comparative biomechanics of the primate hand 
William Sellers (The University of Manchester) 所内対応者：平﨑鋭矢 
Our initial plan was to use 3D photogrammetry to obtain data on Japanese macaque hand use in a variety of 
manipulative behaviours including some that were expected to mimic stone tool use in early hominins in order to 
understand the evolution of human behaviour from a comparative perspective. However, because of the COVID-19 
restrictions it was impossible for us to do the planned work and instead we concentrated on what we could achieve 
using computer simulation of primate musculoskeletal mechanics. We think we have achieved something of a 
breakthrough in this area. We have developed a heuristic control algorithm that allows arbitrary placement of a primate 
limb in space to mimic the requirements of reaching, locomotion and exploration. At the same time, we have 
implemented a limb control strategy that combines with the controlled reaching to allow us to specify limb kinematics 
for non-steady state primate locomotion. Before this, the vast majority of primate locomotor studies have focused on 
continuous locomotion (walking, running or climbing at fixed speeds), but we have managed to create simulations 
that can accelerate from a standstill, move at steady velocities, and then slow to a halt. Our simulations can also turn 
corners (although they are less capable at this behavious). Given that primate locomotion has always required a full 
range of locomotor behaviours and the ability to transition between these behaviours, this represents a step change in 
the available methodologies. This work is still in its infancy but we predict that it indicates the direction of travel 
required for future primate locomotor studies and is something that we plan to pursue in future with a mix of simulation 
and experimental validation. Our current work uses a chimpanzee model but we plan to compare this with a Japanese 
macaque model in future, and to extend the approach to cope with gait change and vertical height change. Recent 
advances in data collection on free ranging primates make this a feasible option - particularly the use of automated 
image segmentation to measure the positions of the limbs in free ranging primates, and continued advances in 3D 
photogrammetry to allow reconstruction of 3D position from uncalibrated cameras. We consider this outcome to be a 
major advance in primate locomotor studies that we will capitalise on in future work. 
 

2021-B-31  霊長類の消化器等でのコンドロイチン硫酸の組成とコンドロイチン硫酸基転移酵素の発現

解析 

保坂善真（鳥取大学･農･共同獣医）、田村純一（鳥取大学･農・生命環境農）、割田克彦（鳥取大学･農･共同

獣医）所内対応者：岡本宗裕 

グリコサミノグリカン（GAG）は、様々な組織に存在し、多くの生理的機能に関与している。アカゲザ

ル（Macaca mulatta）は、生物医学研究において最も広く用いられている非ヒト霊長類であるため、その組

織中の GAG 組成を理解することは重要である。本研究では、アカゲザルの呼吸器、消化器および泌尿器

の組織に含まれる二糖類の含有量と硫酸化パターンを明らかにした。コンドロイチン硫酸（CS）／デルマ

タン硫酸（DS）複合鎖は、雌と雄のアカゲザルのいくつかの組織から抽出された。コンドロイチナーゼ ABC

と ACI で消化した後、組成分析を行い、CS/DS ハイブリッド鎖の硫酸化パターンを明らかにした。この研

究により、組織中に存在する主な CS/DS 二糖単位は A-型と C-型であることが判明した。E-型と iE-型は

呼吸器（気管）だけでなく、消化管にも特異的に分布していた。 

 

2021-B-32  下北半島脇野沢の野生ニホンザル群の個体群動態 

松岡史朗、中山裕理（下北半島サル調査会）所内対応者：古市剛史 

 1987 年から継続調査している下北半島南西部の 87 群は、5 頭から始まり、現在も指数的に増加してい

る。87A の 2021 年度の個体数は、77頭で、2013 年の分裂した頭数と同数であった。今年度は観察期間中

に 1週間の泊まり場を異にするようなサブグーピングが 2022 年 1 月に観察された。遊動面積は、ほぼ昨

年度と同じで、分裂以降、遊動面積はほとんど変化がないが、遊動域は東側にシフトしている。また、年

度によって頻繁に利用する地域が異なることが分かった。今年度初めての地域での採食が観察された。出

産率は、87A群で 42％、死亡率は赤ん坊で 8％(1/13)、1歳で 17％(1/6)であった。87B群に関しては、観

察日数が少なく、正確な出産率、死亡率が得られなかった。1987 年からの観察データから、群れ個多数が

増加すると、初産年齢が上がる傾向は今年度も見られ、5歳メス 6頭のうち今年度出産した個体は 1個体

であった。 

 

2021-B-33  STLV自然感染ニホンザルの抗ウイルス T細胞免疫 

神奈木真理（東京医科歯科大）、長谷川温彦（東京医科歯科大・院・免疫治療学）所内対応者：明里宏文 

本研究では、サル T リンパ球向性ウイルス（STLV）に自然感染したニホンザルにおける STLV特異的細

胞障害性 T細胞（CTL）応答の解析ならびに活性化を目的としている。これまでに、ニホンザルにおける

STLV-1 特異的 CTL 応答の解析方法を確立し、大部分の個体で STLV-1 特異的 CTL 活性が保たれている

が、一部の個体ではプロウイルス DNA量が高いにも関わらず STLV-1 特異的 CTL 応答が著しく低いこと

を見出した。STLV-1 の近縁ウイルスであるヒト T細胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）感染において、高

プロウイルス量と HTLV-1 特異的 CTL低応答の組み合わせは成人 T細胞白血病（ATL）患者に認められ
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る。HTLV-1 特異的 CTL の主要標的抗原は Tax であり、Tax 特異的 CTL を活性化による抗腫瘍効果が期

待されている。我々は、感染個体自身の末梢血中の感染細胞を免疫原とするワクチン療法を考案し、STLV-

1感染ニホンザルをモデルとして自家感染細胞の免疫接種実験を実施した。その結果、免疫後に STLV-１

特異的 CTL 応答が顕著に活性化し、これに伴い感染細胞のウイルス発現量の減少が認められた。免疫個

体の一つで活性化した STLV-１特異的 CTL の標的抗原を解析した結果、STLV-1 Tax であることが判明し

た。しかし、同様に免疫し STLV-1 特異的 CTL の活性化が認められた別の個体においては Tax 以外の抗

原が主要認識抗原であることが示唆された。詳細は解析中である。 

 

2021-B-35  サル用マーカーレスモーションキャプチャーソフトウェアの開発 

松本惇平（富山大・医・システム情動科学講座）、柴田智広 (九工大・工・人間社会的知能システム研究室), 

三村喬生（放医研・システム神経回路研究チーム）所内対応者：井上謙一 

 本研究では、最新の機械学習アルゴリズム(深層学習など)を用いて、任意の画像および映像内のサルの

姿勢を推定するソフトの開発を目指す。これまで(2018-2020 年)霊長類研究所や複数の動物園でマカクサ

ルの画像を合計計約 2 万頭分収集し、画像上の特徴点(手足の位置など)をラベル付けした大規模教師デー

タを作成(Labuguen et al., 2020)し､このデータをもとに、機械学習によって画像からサルの姿勢を推定する

ソフトの開発を行った。さらに、複数台のカメラで多視点から同期撮影が可能なマルチカメラシステムを

構築し、得られたデータから単独個体の 3 次元姿勢を再構成するソフトを開発した。4 年目の 2021 年度

では、まず、開発したマルチカメラシステムとソフトで、パーキンソン病モデルマカクサルの撮像と 3次

元姿勢解析を行った。この結果をもとに、現在、パーキンソン病モデルサルの各種特有症状の客観的な評

価方法を検討中である。また、ソフトを複数個体の 3次元解析に適用できるように拡張して、グループケ

ージにおけるマカクサル集団の社会行動の解析に応用し、本ソフトが、各種社会行動の定量的計測と、個

体の社会行動の特徴（個性）や個体間の関係性の評価に有効であることを示した(論文投稿準備中)。さら

に、マーモセットの社会行動にも適用できるようにテストデータを撮像し、ソフトの改良を行った。本研

究で開発したソフトは、姿勢や動作の解析から、運動機能や情動、行動意図、社会行動を客観的・定量的

に評価することを可能にし、種々の脳機能の研究や野外生態調査、サルの健康管理など多くの分野への貢

献が期待される。 

 

2021-B-36  霊長類における概日時計と脳高次機能との連関 

清水貴美子（東大・院・理）、深田吉孝（東大・院・医）所内対応者：今井啓雄 

我々はこれまで、齧歯類を用いて海馬依存性の長期記憶形成効率に概日変動があることを見出し、SCOP

という分子が概日時計と記憶を結びつける鍵因子であることを示してきた (Shimizu et al. Nat Commun 

2016)。本研究では、ヒトにより近い脳構造・回路を持つサルを用いて、SCOP を介した概日時計と記憶と

の関係を明らかにすることを目的とする。これまでの研究において、苦味と水ボトル飲み口の色との組み

合わせ学習について、ニホンザル 6 頭を用いて朝昼夕の１日３時刻での記憶テストを複数回行った結果、

昼に有意に記憶効率が高いという結果が得られている。さらに、この昼の記憶効率の高さに SCOP が関わ

っているかどうかを確かめるために、SCOP shRNA 発現レンチウイルスまたはコントロールレンチウイル

スの海馬への投与を一頭ずつおこない、昼の時刻の記憶効率を測定した。コントロールレンチウイルスで

はほとんど影響が見られなかったが、SCOP shRNA 発現レンチウイルスを投与したサルは、chance level よ

りも著しく記憶能力が低下していた。 

 これまでの結果の論文化に向けて、shRNA 発現レンチウイルスを投与した一頭ずつの投与位置や shRNA

の SCOP ノックダウン効果を示すための実験を行った。レンチウイルスを投与したサルの海馬を採材し、

一部は免疫組織染色用にパラホルムアルデヒド固定し、一部は定量的 PCR のために凍結保存した。後日、

レンチウイルス感染により発現する GFP を免疫組織染色により確認したところ、海馬 CA1/CA2 領域に

発現していること、および、SCOP shRNA 発現レンチウイルスを投与したサルではコントロールを投与し

た海馬に対して SCOP mRNA 量が約 50% に低下していた。現在これらの結果を含めて論文を作成中であ

る。 

 

2021-B-37  ニホンザルにおける凍結精液を用いた人工授精プログラム開発 

栁川洋二郎、鳥居佳子、竹田あおい、中茉莉子（北大・獣医）所内対応者：岡本宗裕 

 ニホンザルにおいては人工授精(AI)による妊娠率は低く、特に凍結精液を用いた AI による産子獲得例が

ない。そのため、精液の凍結保存法改善とともに、メスの卵胞動態を把握したうえで AI プログラムの開

発が必要である。 

 ニホンザルの精液は射出直後に凝固するが、精液採取の際に精液保存液に直接採取し凝固物の形成を可

能な限り防止した。その後精子浮遊液を 4℃まで約 2 時間かけて温度を下げた後グリセリン加保存液を添

加してからドライアイス上に 200 µl の精液を滴下しペレットを作製することで凍結した。 

ペレットの融解は 37℃に加温したガラスチューブ内にペレットを投入して行うが、ペレットをそのまま
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投入する方法、ペレットを粉砕し投入する方法および 37℃に加温した同量の保存液に投入する方法で比

較したところ、高活力精子率は各々約 15％、15％および 0％であった。さらにペレットを作製直後に融解

した場合の高活力精子率は 25％であったのに対し、液体窒素および-80℃の冷凍庫に 16 日間保管すると

10％程度に減少した。 

 

2021-B-38  ヒト動脈硬化症のアカゲザルモデル作出のための基礎研究 

日比野久美子（名古屋文理大・短期大・食物栄養）竹中晃子（名古屋文理大・短期大・名誉教授）所内対

応者：鈴木樹理、田中洋之 

血中コレステロール(CH)値が高くなると動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞の原因となる。これ

までインド産アカゲザルの低リポタンパク質受容体（LDLR）に Cys82Tyr 変異を有する家系を維持し、7

頭のヘテロ個体、1 頭のホモ個体を産出した。この変異による LDLR の活性はヘテロ個体では 72%に、ホ

モ個体では 42%に低下し、血中低密度リポたんぱく質-CH(LDL-C)はヘテロ個体で 50mg/dl増加していた。

通常食には CH は含まれていないので、CH 投与実験を行い LDL-C が上昇した個体の全遺伝子検索とそ

の他の個体のジェノミック変異解析を行ったところ、MBTPS2遺伝子（X染色体上）に 2頭のオスのみに

G→A のヘミ接合体が観察された。この MBTPS2 は低い細胞内 CH濃度を感知してゴルジ体に運ばれてき

た SREBPs を加水分解する酵素(S2P)の遺伝子で、切断された N末端は核に運ばれ、LDLR遺伝子の転写を

促進する。従って mRNA 発現レベルを 0.3%CH投与下で測定した。変異の有無に関わらず CH投与 4週間

までは mRNAレベルは上昇した。変異を有する個体はない個体に比べ mRNAレベルが 8割に低下し LDL-

C は 50mg/dl上昇していた。なお、CH の生合成の律速酵素である HMGCR の mRNA に大きな変化はなか

った。LDLR の Cys82Tyr変異と MBTPS2 の Val241Ile変異のポリジェニック変異により、ヒトで卵 2.5個

/日に相当する少ない CH 投与により虚血性心疾患を引き起こす危険レベルにまで血中 CH が上昇するこ

とを明らかにした。6週を越えると、mRNAレベルは突如日常のレベルまで低下した。0.3%CH投与 6週目

以降血中 CH が虚血性心疾患の危険レベルを超えたのは 9頭中 3頭であったが、その原因遺伝子は明らか

にできなかった。おそらくこの 3頭には細胞内 CH を排出する機構に障害があり細胞内 CH が上昇するた

めに 6週目で LDLR の mRNA の転写抑制が働き、mRNAレベルが急激に低下し細胞内 CH の上昇を防いで

いるためであろうと推測された。 

 

2021-B-39  保存・輸送精子を用いた人工授精によるマーモセット系統繁殖技術の確立 

神田暁史、外丸祐介 (広島大学 自然科学研究支援開発センター) 所内対応者：岡本宗裕 

霊長類の実験動物であるコモンマーモセットは国内での遺伝的交流が少ないため近交化が進んでおり、

奇形出現や繁殖性低下などのリスクを生じる危険がある。健全な個体を維持するためには、他研究機関の

マーモセットと意図的な遺伝子交流を行うことが必要とされるため、本課題は精子の保存・輸送法と性周

期の解析による人工授精法の確立を目指す。昨年度は以下のような成果が得られた。 

①低侵襲な採血と血漿中のプロゲステロン濃度の測定による性周期の把握 

②長時間にわたる精子活性の維持の方法 

①に関しては、低侵襲な採血法として無麻酔下のメスの尾から血液を採取し、血漿を抽出して ELISA法で

プロゲステロン濃度を測定することで、ある程度の性周期を把握することができた (図 1)。また、人工授

精を成功させるためには排卵のタイミングを探る必要があり、市販の ELISA Kit を購入して血漿中のエス

トラジオール濃度を測定した。当施設では血漿中のエストラジオールの濃度を測定することが可能な機器 

(AIA-600II)を所有しており、この機器と Kit における濃度の違いを比較してみた。その結果、Kit では AIA-

600II と比べ大きく測定値が異なり、正確に測定することができなかった。そのため、他の Kit を試すなど

の再検討が必要とされた。 

②に関しては予備実験として、当施設のオスから精子を採取し、京都大学霊長類研究所から広島大学まで

の輸送を想定した保存方法を検討した結果、15℃の温度で精子の活性を長時間にわたり維持できることが

わかった (図 2)。実際に霊長類研究所のオスから採取した精子を同温度で低温保存し、新幹線を利用して

約 4 時間かけて広島大学に輸送した結果、予備実験と同程度の割合で精子が活性を維持していることを確

認できた。しかし、昨年度はコロナ禍の影響で霊長類研究所を訪問することはできなかった。 

 

2021-B-40  Genomic Evolution of Sulawesi Macaques 
Bambang Suryobroto (Bogor Agricultural University)、Yohey Terai (Sokendai) 所内対応者：今井啓雄 
Monkeys live in Sulawesi Island (Central Indonesia) are classed into seven species of genus Macaca. They are M. 
nigra, M. nigrescens, M. hecki, M. tonkeana, M. maurus, M. ochreata, and M. brunnescens. As the seawater gap 
between Sunda Shelf and Sulawesi Island had never been closed so that their ancestor should cross the Wallace Line 
to come to the Island, Sulawesi macaques become a good model for evolutionary speciation and differentiation.  
 
The macaques evolved in allopatric separation coincides with other allopatrically-distributed groups of animal, thus 
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we hypothesize that there are seven areas of endemisms in Sulawesi Island. As a corollary, if each species adapt to 
their respective local area, genes that are not vital in the area are likely to be found as pseudogenes. Recently our 
group observed truncated TAS2R38 genes due to premature stop codon in M. nigra and M. nigrescens (Widayati et al. 
2019). This pseudogene encodes a polypeptide that is not responsive to bitter molecule PTC. The functional loss of 
genes is genomic changes that would shed light on possible molecular and cellular mechanisms that underlie adaptive 
phenotypes. The proposed research aims to analyze these kinds of pseudogenes specific to Sulawesi macaque and 
each of the seven species. 
However, due to the COVID-19 pandemic, we could not go to sample the animals and we for this year we have no 
results. 
 

2021-B-41  マカクザルにおける骨盤形態の加齢変化 

森本直記、川田美風、富澤佑真（京大・理）所内対応者：西村剛 

放飼場で飼育されているニホンザルで、1才齢から成体に至るまで多様な年齢階層計 33頭を対象に、腰

部を X線 CT（コンピュータ断層）で撮像し、骨盤の三次元形態データを得た。さらに、様々な年齢層に

またがる 102体のアカゲザルの骨格標本の骨盤を CT撮像した。計算機内に骨盤の三次元モデルを作成し、

形態観察を進めている。今後、これらデータを用いて、妊娠による骨盤形態の経年変化を出産の有無を加

味して解析し、骨盤形態の適応的な年齢変化を明らかにする。 

 

2021-B-42  新生児遺伝子治療の有効性と安全性の検討 

三宅弘一 (日本医大・医・遺伝子治療学)、松本多絵 (日本医大・医・小児科)、三宅紀子 (日本医大・医・

生化学・分子生物学) 所内対応者：高田昌彦 

我々は各種遺伝病の遺伝子治療の研究を進めてきており、脳全体の広範な神経変性を伴う、異染性白質

ジストロフィー（MLD）や全身の骨形成不全を伴って生後早期に死亡する周産期型低ホスファターゼ症に

対して新生児期に欠損酵素を発現するアデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを投与する事により各疾患モデ

ルマウスを使用して良好な治療結果を得ている。今後これらを臨床応用するに当たり大型動物での有用性

および安全性の検証は不可欠であり、特に新生児おける投与にあったってはより詳細な安全性の検討が必

要である。本研究では各疾患の欠損酵素を新生仔霊長類に静脈内投与もしくは筋肉内投与にてその有効性

（治療に有効な酵素活性が得られるかどうか？長期間の発現が可能か？など）と安全性（腫瘍形成の有無、

免疫反応の有無など）を経過を追って検討し、新生児遺伝子治療の有効性と安全性を明らかにする事を目

的としている。昨年度新生仔霊長類の使用が出来なかったため我々は小児期霊長類を用いて低ホスファタ

ーゼ症の治療用遺伝子を発現する AAV ベクターの筋肉内投与を行い経過を追って有用性と安全性につい

て検討してきた。投与された 2頭の小児期霊長類は共に治療用酵素であるアルカリホスファターゼの持続

的高発現が認められた。経過を追って観察した生化学的検査では肝機能、腎機能、電解質など異常は認め

られなかった。AAV ベクターの筋肉内投与による低ホスファターゼ症に対する有効性と安全性が示唆さ

れた。 

 

2021-B-43  遺伝子改変 iPS 細胞由来造血系細胞の移植による免疫機能細胞再構築に関する研究 

金子新（京都大学 iPS細胞研究所）、塩田達雄、中山英美（大阪大学微生物研究所）、三浦智行（京都大学

ウイルス研究所）、入口翔一、岩本芳浩（京都大学 iPS細胞研究所）所内対応者：明里宏文 

iPS細胞由来造血前駆細胞の生着と免疫再構築の有無、安全性に加え、SHIV感染の治療モデルとなり得

るかを評価する目的として、前年度までに報告していたアカゲザル由来-CCR5 ノックアウト iPS細胞（Δ

CCR5 iPS細胞）から分化誘導した造血前駆細胞を SHIV感染アカゲザルに自家移植実験を行った。 

1 頭のアカゲザルにおいて、SHIV 接種 4 週後に感染を確認し接種 6 週後に約 2×106 細胞/kg のΔCCR5 

iPS 細胞由来の CD34(+)である造血前駆細胞を自家骨髄内移植を行った。移植後全行程を通じて明らかな

有害事象を認めず経過したが、移植後 4週に末梢血と骨髄、移植後 6週にリンパ節と直腸生検サンプルの

FACS、qPCR解析を行ったがΔCCR5 iPS細胞由来造血前駆細胞の生着は確認できなかった。また SHIVの

血中ウイルス量も一般的な経過と比較して明らかな変化を認めなかった。 

移植細胞数が不足していた可能性を考慮し、1 度目の倍量となる約 4×106細胞/kg を再移植したが、移植

後 4週の時点で末梢血、骨髄にΔCCR5 iPS細胞由来造血前駆細胞を認めなかった。 

iPS 細胞由来造血前駆細胞が生着しない原因として造血前駆細胞の質の問題と、移植時に前処置を行わな

かったこと、の 2 点を考えた。前者に関して造血前駆細胞の分化誘導法の改善を行い CD34陽性率が上昇

した。改良した分化誘導法で作製した造血前駆細胞を用いて移植前に前処置も行い、2頭目のアカゲザル

で自家移植実験を行う予定である。 

 

2021-B-44  ムコ多糖症自然発症霊長類モデルに関する総合的研究 

伊藤孝司（徳島大・院・医歯薬学研）、北川裕之（神戸薬科大・生化学）、月本準、桐山慧、篠田知果、佐々

井優弥（徳島大・院・医歯薬学研）所内対応者：大石 高生 
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霊長類研究所（大石、宮部、兼子ら）との共同研究で、若桜集団の中から発見された IDUA欠損と特徴

的な顔貌、心弁膜症等を伴うムコ多糖症 I型（MPS1)発症個体（♀20160521 生、昨年度個別飼育室に移動）

に対して酵素補充療法の研究を行うために、2021 年度は、徳島大（伊藤、篠田、佐々井ら）が、糖鎖転移

活性をもつエンドグリコシダーゼ Endo-M や Endo-CC 改変体を利用し、ヒト IDUA 組換えカイコ繭から

の糖鎖非修飾型 IDUA と、組織細胞内取り込みに必要な末端マンノース 6-リン酸（M6P）含有合成糖鎖誘

導体を用いて、末端 M6P含有二分岐型糖鎖と挿げ換えた M6P型 IDUA を作製した。当該 MPS1ニホンザ

ル個体に対し、0.58 mg/kg体重、隔週１回、計 6回の繭由来 IDUA（第１クール）及び M6P型 IDUA（第

２クール）の静脈内投与実験を実施した。増生歯肉の減少、肥厚皮膚の柔軟化、日常行動の活発化に加え、

M6P-IDUA では尿中へのヘパラン硫酸排泄の有意な減少などの有効性が観察された。また体重減少や重篤

な有害事象は無く、これらの安全性が確認された。しかし骨・関節、心弁膜症状に対しては無効であった。 

 

2021-B-45  マカカ属サルにおける扁桃体への皮質下視覚経路の神経解剖学的同定 

藤田一郎、稲垣未来男（大阪大学・院・生命機能）所内対応者：高田昌彦 

霊長類において、潜在的な危険情報の視覚的な検出に皮質下視覚経路が関わると考えられている。しか

しながら解剖学的な証拠は乏しい。本研究では、危険情報の処理を担う扁桃体へ越シナプス性逆行性神経

トレーサーを注入して入力経路を順番に辿ることで、皮質下視覚経路の解剖学的な実態の解明を目指して

いる。トレーサーが最大でも 2 シナプスしか越えないように実験条件を設定して実験を行った。これまで

の解析により視床枕および上丘において扁桃体を始点として逆行性に標識された細胞が存在すること、一

方で外側膝状体には標識細胞が存在しないことを確認した。視覚情報が上丘と視床枕を経由して少ないシ

ナプス接続で扁桃体へと伝わること、そして外側膝状体を経由する経路とは独立であることを示唆する結

果を得た。今年度は、上丘、視床枕、外側膝状体以外の皮質下領域を解析した。その結果、視蓋前域や境

界核、背内側核、膝状体上核、内側膝状体といった複数の皮質下領域で標識細胞を確認した。これらの領

域も視覚情報（あるいは聴覚情報）を扁桃体へ伝える経路を構成していると考えられる。 

 

2021-B-46  CTを用いたニホンザルの頭蓋底と眼窩を通過する血流、及び頭部静脈血還流路に関する研

究 

澤野啓一 (脈管科学研究所･研究員)、伊藤毅(進化形態分野･助教)、兼子明久(人類進化モデル研究センター･

技術専門職員)、田上秀一(久留米大学医学部放射線医学教室･講師)、橋本直子(人類進化モデル研究センタ

ー･技術専門職員）所内対応者：伊藤毅 

  今年度も Covid-19感染症大流行の為、研究には色々と制約を受けた。しかし新規の血管造影 CT撮影を

実施出来たし、暦年齢と対比できるように、外表面形態の観察と写真撮影による生物学的年齢についても

検討出来た。Adult とそれ以前の段階は、Synchondroses spheno occipitalis の閉鎖の有無で判定できる。よ

り生物学的年齢を細分するには、オスの場合には、Testis の Scrotumへの下降状態が適切であると判断し

た。しかし個体差の比較的大きい問題の検討には、相当数の個体を調査する必要が有るため、血管造影 CT

撮影を行った個体数は、目標よりもまだまだ少ない状態である。研究成果は 2021 年 10 月 10-11 日に東京

大学で開催された第 75回日本人類学会大会において「Comparison of Venae cerebri internae, Vena basalis 

Rosenthali, etc. between humans and macaques」と題して発表したし、今後の学会発表や論文発表も予定し

ている。Rosenthal の脳底静脈 Vena basalis Rosenthali（Rosenthal's basal vein）の還流路については、Homo 

sapiens sapiens (Hss)の多数派が Rosenthalからの Galenへの合流型であるのに対して、Macaca fuscata fuscata 

(Mff)の多数派は Sinus petrosus suterior (SPS) などを介して Sinus sigmoideus ( Sigmoid sinus)に合流する形式

である。Hss では頭蓋内の空間の絶対的体積がはるかに大きい為か、少数の Sinus sigmoideus に合流する

形式では、左右差個体差が大きい傾向が見られる。この点も、 Mff の比較的安定した形式とは異なる点と

言えよう。 

 

2021-B-47  類人猿における拇指（趾）可動性の非破壊的解析 

佐々木基樹（帯畜大）所内対応者：平崎鋭矢 

 過去に撮像したオランウータン 2頭の CT画像の詳細な解析をおこなった。オランウータンの第一足根

骨（内側楔状骨）の頭側には、内外方向に伸びた顆状構造が認められ、また背側面では両側が隆起し中央

が若干窪んだ構造を呈していた。さらに第一中足骨の第一足根骨との関節面では内外側方向に伸びる溝が

認められ、その溝の腹側の隆起は中央に向かって徐々に高くなっていった。後肢の趾を屈曲させたときに、

この滑車様の関節面を第一足根骨が第二中足骨に向かって可動したが、最終的に第二中足骨と接すること

はなかった。第一中足骨腹側の隆起中央の突出部分は、第一足根骨の背側面と接し可能性を失うまでには

形態的に余裕があり、第一中足骨における屈曲可動性の限定要因は骨ではなく、腱や結合組織に起因する

可能性が考えられる。今後、オランウータン第一趾の足根中足関節周囲の解剖学的検索をおこなえればと

考えている。 
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2021-B-48  異種間移植によるマーモセット受精卵の効率的作成方法の開発研究 

笹岡俊邦 (新潟大・脳研・動物資源)、福田七穂、小田佳奈子 (動物資源)、崎村建司、中務 胞、夏目里恵

(モデル動物) 所内対応者：中村克樹 

＜目的＞ 遺伝子改変マーモセットの作製には胚操作のために多くの受精卵の獲得が必須である。また、

遺伝子改変動物精子の取得方法の確立も望まれている。そこで私たちは、中村克樹教授より提供を受けた

卵巣及び精巣を用いて、異種間移植法を中心とした技術を活用し、マーモセット受精卵生産方法の確立を

目指してきた。令和 3 年度は、他の施設由来の組織を含め、卵巣組織の保存条件と異種間移植の生着率及

び成熟卵子取得の関連、精巣組織移植に関する検討をおこなった。 

＜方法＞ 提供される卵巣は冷蔵して送付されるが、移送の条件や、私たちの移植準備状況などにより、

移植までの時間は一定で無い。冷蔵保存の時間と移植片の生着率、取得卵胞数の関連を、ラット及びマー

モセット卵巣を用いて調べた。卵巣は細切し、卵巣除去したヌードマウス腎臓被膜下に移植した。マウス

の膣開口を組織生着の目安にし、ホルモン投与により卵胞成熟を促した。また、卵巣組織の凍結保存方法

として、緩慢凍結法を検討した。精巣組織は、細切後に雄ヌードマウスの皮下及び精巣組織内にそれぞれ

移植し、その生着と精子形成について調べた。 

＜結果＞ ラット卵巣の冷蔵保存時間と生着率の検討から、採材 2 日後までは高効率に生着し、成熟卵

胞が取得できることがわかった。また、マーモセット卵巣は、保存期間が長くなると生着率が低下したた

め、採材後 2 日以内に移植することが望ましい。また、精巣の移植部位について、マウス精巣内に移植し

たものは、生着し精巣組織が保たれていた。一方、皮下では時間と共に精巣組織が変性した。今後、本共

同研究を進める中で、マーモセット卵子及び精子の取得による高品質受精卵取得法について確立したい。 

 

2021-B-49  肉眼解剖学に基づく霊長類背側肩帯筋の機能とその系統発達 

姉帯沙織 (東大・院・農)、時田幸之輔 (埼玉医大・保健・理学) 所内対応者：平崎鋭矢 

カニクイザル、リスザル、アカテタマリンの肩甲挙筋 LS、菱形筋 Rh、腹鋸筋 SVの支配神経の分布を調

査した。 

カニクイザルは、LS,Rh に C3-6、SVに C6-8 の神経が分布していた。リスザルは、LS, Rh に C3-5、SV

に C(5)6-7 が分布していた。タマリンは、LS,Rh に C4, 5、SVに C6, 7 が分布していた。SVに注目すると、

第 1, 2肋骨から起始する上部筋束に独立した枝が入ることが多く、カニクイザルとリスザルでは LS支配

神経(C5/6)の分枝が SV上部へ分布していた。 

ヒトでは LS に C3, 4、Rh に C4, 5、SVに C5-７が分布するとされる。今回観察した種では、SVの支配

分節がヒトと比べ低いといえる。LS と SVは、原猿類以前は一続きの筋であったとされる。ヒト LS に分

布する神経から SVへの筋枝が出ることが報告され、LS と SV上部は近しい部分であるとされている。LS

起始は、カニクイザルで C1-7、リスザル・タマリンで C1-5, 6横突起だが、ヒトでは C1-4横突起と尾側

部分が消失している。ヒト以外の種で C5 に神経支配を受けるのは、LS の C4-7横突起起始部であった。

よって、ヒト LS の尾側部分は消失するのではなく、SV上部へ移行したと考察できる。 

 

2021-B-50  代謝プロファイルテストを用いた野外飼育ニホンザルの飼養管理評価 

髙須正規（岐阜大・応生・獣医）所内対応者：岡本宗裕 

令和 3 年度も新型コロナウイルスの影響により，霊長類研究所への訪問が叶わず，実験を速やかに進め

ることが困難であった。感染拡大を防止しつつも，研究を進めるために，オンラインでのミーティングを

持ち，コロナ禍における申請研究の方向を明確にした。 

 今年度，これまでの研究をまとめ，Primates に Physiological variation in Japanese macaques (Macaca fuscata) 

housed in different outdoor cages evaluated using the metabolic profile test として報告できた（Kaneko A, et al., 

2021, 62: 609-615.)。 

 加えて，本年度，代謝プロファイルテストの応用として，毛サンプル中のコルチゾールを測定すること

で飼育ニホンザルのストレス度合を明らかにする研究を進めた。現在，これまでに採取したサンプルの解

析を進めている段階である。 

 これまでの共同利用研究で，臨床獣医学的な視点によってニホンザルの飼養環境を評価することが可能

となった。今後，飼育下ニホンザルの福祉を向上させるためにも，獣医学的な視点を有する研究を継続す

る必要があると考えられた。 

 

2021-B-51  ヒト上科動物の数種ロコモーション様式における脊髄賦活化分節の推定 

後藤 遼佑 (群馬パース大学 リハビリテーション学部)、時田 幸之輔 (埼玉医科大学 保健医療学部）所内

対応者：平崎 鋭矢 

 ヒト上科動物が四足歩行、二足歩行、垂直木登りをする際の後肢筋筋電図から脊髄の賦活化分節を推定

し、中枢神経系の活動動態についてロコモーション様式間の類似点と相違点を明らかにすることが研究の

大きな目的である。それらの解析を行う基礎資料として後肢筋を支配する脊髄分節が各筋について必要で
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あるが、非ヒト上科動物の資料が存在しない。本共同利用研究ではそれらの基礎資料を収集するため、チ

ンパンジー、テナガザル等の後肢筋の支配分節を調査する取り組みを行なった。 

 チンパンジー1個体、テナガザル 2個体を借用したが、現在はチンパンジー1個体の解剖の途上にあり、

テナガザルについてはまだ解剖を実施していない。チンパンジーについては、後肢筋 (足部内在筋を除く) 

へ侵入する末梢神経を同定し、左側の腰仙骨神経叢から筋侵入部までの末梢神経を一括で摘出した。現在、

各末梢神経を神経束レベルに分ける精密解剖を進めている段階で、腰仙骨神経叢の第 1から第 3腰神経ま

での精密解剖を終えた。チンパンジーの後肢筋を支配する脊髄分節の全体像は未だ明らかとなっていない

ものの、本共同利用研究によって末梢神経から後肢筋の支配分節を特定する方法論が確立されつつあると

言える。精密解剖の今後の進捗によって神経支配分節に関する基礎資料を収集したい。 

 

2021-B-52  吸啜窩の発達的変化の種間比較 

齋藤 慈子（上智大・総合人間科学・心理）、新宅 勇太（日本モンキーセンター・学術部）所内対応者：西

村 剛 

母乳育児が推奨される中、現代の母親にとって断乳・離乳の時期は大きな問題となっている。ヒトとい

う霊長類がいつまで授乳をする生物なのかに関して、多くの客観的な情報が提供されることで、離乳や断

乳の時期について示唆が得られると考えられる。ヒト乳児の口蓋には、線維質で構成された副歯槽堤によ

り形作られる、吸啜窩というくぼみが存在し、乳児はこのくぼみに乳首を引き込み固定することで、安定

した吸啜を行うことができるとされる。この吸啜窩は発達とともに消失するとされるが、吸啜窩の消失と

いう形態発達が離乳という機能発達に関与している可能性がある。この仮説が正しいとすれば、吸啜窩の

消失の時期から、離乳時期についての情報が得られる。本研究では、この仮説を検証するために、吸啜窩

の消失と離乳との関連を、ヒト以外の霊長類で確認することを目的とした。 

昨年度までに、霊長類研究所所蔵のニホンザルの乳児個体上顎骨標本では、ヒトで定義される吸啜窩と同

様のくぼみは確認されないこと、また、継時的に撮像されたニホンザルの上顎の MRIデータでは、2歳ご

ろまで小臼歯後ろにくぼみが存在することを示した。このように、上顎の形状から、ニホンザルでは、特

別なくぼみを発達させることなく、乳首を固定し、安定した吸啜を行うことができる可能性が示唆された。

この結果から、ヒトにおける上顎形態の変化が、吸啜窩を進化させたという仮説が新たに提起されたが、

ヒト吸啜窩の発達的変化を十分にとらえた文献が見当たらないことから、ヒト吸啜窩形態の調査も必要で

あった。そのため、ヒト 3-4歳児の口蓋模型 3 点で 3D スキャンを行ったが、口蓋奥の形状が計測に耐え

うるものではなかった。今後はより低年齢でかつ口蓋深部まで測定可能な模型を収集する予定である。 

 

2021-B–53  Genetic characterization of bitter taste receptors in Sulawesi macaques 
Kanthi Arum Widayati (Bogor Agricultural University), Yohey Terai (The Graduate University of Advanced Studies)  
所内対応者：今井啓雄 
This research aims to characterize genetic information of TAS2R38 taste receptors in seven allopatric species Sulawesi 
macaques. Previously, we found variation in TAS2R38 and PTC taste perception both within and across four allopatric 
species of Sulawesi macaques on Sulawesi Island from central to north Sulawesi. In the present study, we characterized 
the bitter taste receptor TAS2R38 of one species of South Sulawesi macaques M. maura. We found that 4 out of 12 
individuals are not sensitive to the bitterness of PTC. Nucleotide analysis revealed that the TAS2R38s are intact in all 
individuals. Three PTC non-sensitive individuals possessed TAS2R38 with intraspecific amino acid substitution at 
position 123 (R123C). One PTC-non-sensitive individual possessed TAS2R38 with amino acid substitution at 
positions 117, 130, and 134, which also exist in some individuals of M. tonkeana from central Sulawesi. We confirmed 
the PTC-non-sensitive of the TAS2R38 by a functional assay.This result implies that there are also functional 
divergences of TAS2R38 in the southern species of Sulawesi macaques and might act as an adaptation to the local 
environment. 
 

2021-B–54  マカク乳歯歯髄幹細胞移植における再生歯髄の解析  

筒井健夫、鳥居大祐（日本歯科大・生命歯・薬理学) 所内対応者：鈴木樹理 

本年度は、既に採取されている乳歯歯髄幹細胞を三次元培養し、自家移植を計画していた。実際に移植

日および採取日についても所内対応者の鈴木樹理先生と協議し予定していたが、オミクロン株感染拡大の

ため霊長類研究所への来所がかなわなかった。    これまでの結果については、論文タイトル「不死

化能を自然獲得したアカゲザル乳歯歯髄細胞」として口腔組織培養学会誌へ投稿し受理された（Jpn. J. 

Tissue Cult. Dent. Res.2021, 30(1), 9-18.)。論文概要は、以下のとおりである。アカゲザルより採取された

歯髄細胞を初代培養後、継代培養の過程で不死可能を自然獲得し Population doubling level （PDL）が 300

を越えた。細胞の分化誘導を行った結果、アリザリンレッド染色およびオイルレッド O染色により陽性像

が観察され、テロメラーゼ活性は不死化後において有意な活性が解析された。また、SV40 感染について

は、RT-PCR解析より陰性であった。染色体核型解析では、PDL3 では正常な核型であったが、PDL304 の

核型では細胞によって染色体数に差があり、染色体異常が解析された。本研究より、不死可能を自然獲得
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したアカゲザル乳歯歯髄細胞では分化能が示され、歯髄幹細胞を用いた再生医療の研究を進めるために有

用であることが示唆された。 

 

2021-B-55  オランウータン口腔粘膜の病理学的解析 

添野雄一、中村千晶、佐藤かおり、川本沙也華、田谷雄二、工藤朝雄（日本歯科大・生命歯・病理）所内

対応者：宮部貴子 

本研究は、国内の動物園でオランウータンの死亡例があった際、粘膜組織および主要臓器の部分試料を

得て行うもので、死亡例が無い期間では、各地の動物園における飼育個体の健康状態について情報収集を

続けている。令和 2 年度に引き続き、令和 3 年度においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

対策のため、代表研究者らは所属大学の行動指針に従って、動物園への立ち入りを要する対面作業を控え

た。ただし、他県への移動制限が緩和されたため、本研究課題で計画している病理組織所見のデータベー

ス化と比較解析の基盤構築を進めるための関連試料の収集と標本データの作成を再開することができた。 

 

2021-B-56  飼育下サル類の疾患に関する病理学的研究 

平田暁大、酒井洋樹（岐阜大・応生・共同獣医・獣医病理）所内対応者：宮部貴子 

平成 29 年度からの継続研究であり、飼育下でサル類に発生する疾患およびその病態を把握するため、

霊長類研究所で死亡あるいは安楽殺したサル類を病理組織学的に解析している。 

 本年度は新型コロナウイルスの影響により霊長類研究所に出向くことが難しかったため、例年に比べて

解析した個体数は少なかったが、その中でもニホンザルの貴重な症例について研究会（第 29 回サル疾病

ワークショップ）にて発表した。発表は霊長類研究所の獣医師（教員、技術専門職員）と共同で行った。

このニホンザルは、CT検査では肺全域にわたり多発性の結節性病変を認め、解剖時には肺全葉にわたり，

数ミリ大から数センチ大まで様々な大きさの白色結節を高密度に認めた。全身臓器の病理組織学的検査に

より肺の多発性結節病変は子宮頸部に発生した扁平上皮癌の転移巣であると診断された。肺に結節状病変

を形成する疾患は、結核との鑑別を要する点で大きな問題となることがあり、サル類を扱う研究従事者が

集まる研究会で有用な情報を提供することができた。 

また、例年、サル類の治療を担う霊長類研究所の獣医師とともに臨床病理検討会（CPC、Clinico-Pathological 

Conference）を行い、臨床医および病理医の立場から意見交換し、各症例の病態および死因の詳細な検討

を行っている。今年度は対面での実施が難しかったため、初めてオンラインミーティングを実施し、上述

のニホンザル以外の症例についても議論した。 

 

2021-B-57  金華山島のサルの個体数変動に関する研究 

伊沢 紘生 (NGO 宮城のサル調査会)、宇野壮春、関健太郎、高岡裕大、筒井颯 (合同会社東北野生動物保

護管理センター)、涌井麻友子 (株式会社生態計画研究所)、関澤麻伊沙 (総合研究大学院大学・先導科学研

究科・生命共生体進化学専攻) 所内対応者：古市 剛史 

これまで通り、野生ニホンザルの良好な研究フィールドとして維持・管理に特別な努力をはかりながら、

申請時に行った具体的な研究目的は五つで、その成果は以下の通りである。①個体数に関する一斉調査は

コロナ禍の中、最大限の感染防止対策を講じつつ秋に実施した。結果は、237頭だった。一方申請した冬

の調査は、予定した期間が福島県沖地震と暴風雪に重なって全く動きが取れず 4 月に延期した。秋の調査

の詳細は伊沢の責任でとりまとめ、金華山のサルにこれまで関わりを持ってきた全ての研究者とデータを

共有している。②群れごとのアカンボウの出生数と死亡(消失)数は、出生数が例年になく少なくわずか 7

頭で、そのうち死亡数は秋までに 1頭だった。③家系図と④食物リスト作成は群れごとの担当者が随時実

施した。⑤遊動域の変更(拡大)は個体数の増加した B₁群で昨年に続き本年もかなり顕著に見られた。また、

6群間の比較生態・社会学的調査は分派行動等に関する調査を実施。その成果は「宮城県ニホンザル」第

35 号に“特集：金華山のサル・オスの生き方・メスの生き方”として発行した(50項、発行日：令和 4 年

2 月)。 

 

2021-B-58  アフロ・アジア地域における新第三紀霊長類化石の研究 

國松豊（龍谷大・経営）所内対応者：平崎鋭矢 

 類人猿も旧世界ザルもその初期進化の舞台はアフリカだったと考えられるが、中新世の間に、まず類人

猿が、ついで旧世界ザルがアフリカからユーラシアに分布を広げていった。本研究では、そのような拡散

の過程の解明を念頭に置きつつ、ケニヤ及びタイ出土の中新世霊長類化石を研究対象としている。2021 年

度もコロナ禍が続いたため、ケニヤとタイにおける現地調査は見送らざるをえなかった。そのため、国内

でケニヤやタイの従来の調査で収集した資料やデータの整理と分析を進めた。ケニヤに関しては、約 1000

万年前の中新世後期初頭の化石産地であるナカリと約 1500 万年前の中新世中期初頭の化石産地であるナ

チョラから出土した大型類人猿、小型「類人猿」、旧世界ザル、原猿などの化石資料の記載のために整理・

分析を続けた。タイに関しては、近年、東北部のナコンラチャシマ近郊から中新世後期のものと推定され
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る大型類人猿化石とコロブス類化石が出土しており、これらに関連して、比較研究のために、ヨーロッパ、

西アジア、南アジア、東南アジア、東アジアの中新世出土の類人猿化石、旧世界ザル化石に関する資料の

収集に努めた。コロナ禍のために国内出張にもまだ制限があったが、感染状況が落ち着いた時期に霊長類

研究所を訪れ、化石との比較のため現世霊長類骨格標本の観察を実施した。 

 

2021-B-59  Genetic Diversity of Strongylid Nematode Communities in Southeast Asian Primates 
Klara PETRZELKOVA (Institute of Vertebrate Biology, Czech Academy of Sciences) 
Bethan MASON (Masaryk University); Barbora Pafco (Czech Academy of Sciences); Takayuki Wada (Osaka City 
University); Takashi Hayakawa (Hokkaido University) 所内対応者：Andrew MACINTOSH 
In this project, we planned for one doctoral student from Masaryk University (Bethan Mason) to visit KUPRI to 
examine total genomic DNA for Strongylid parasites in primate fecal samples collected in Borneo and Japan. The 
project aimed to clarify species diversity in Strongylid parasites found in primate communities, and compare those 
with data in exising libraries. However, COVID-19 restrictions prevented Bethan from coming to Japan. 
 
Instead, we combined forces with a JSPS bilateral project to hold a joint-workshop with our colleagues at Oita 
University (Keiko MATSUURA, Akira MATSUMOTO, Hideo HASEGAWA) and the Czech Academy of Sciences. 
The workshop included an online lecture series about NGS tools and interpretation for students in Japan, followed by 
practical training in a genomics lab in Oita University. Students at KUPRI were able to analyze some of the samples 
targeted by this cooperative research project, and we now have genomic data for strongyle parasites from multiple 
Bornean primates and Japanese macaques, waiting to be interpreted via bioinformatics.  
 
This cooperative research project thus facilitated our aims to broaden our understanding of parasite diversity in 
different primate communities. 
 

2021-B-60  Early postnatal brain development in humans, chimpanzees, and macaques 
Dr. Emi Takahashi (Harvard Medical School, Boston Children's Hospital, Athinoula A. Martinos Center for 
Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital)、Dr. Tomoko Sakai (National Institutes for Quantum and 
Radiological Science and Technology, Department of Physiology, Keio University, Japan Agency for Medical 
Research and Development) 所内対応者：湯本貴和 
OBJECTIVE: We aim to identify evolutionarily shared and derived patterns of change in cortical folding during 
typical postnatal development in humans, chimpanzees, and rhesus macaques. To accomplish this, we use longitudinal 
chimpanzee MRI datasets shared with us via the Cooperative Research Program (B: Individual Research) of the 
Primate Research Institute, Kyoto University. 
 
ACHIEVEMENTS (COMPLETED): In the past months, we have characterized the relative position of gyral and 
sulcal structures in longitudinal datasets of typically developing children (humans) under the age of 5, as well as in 
infant chimpanzees and macaques. This step included the following image processing steps: digital MRI image 
enhancement, brain segmentation (Fig. 1), binary morphological operations (dilation followed by erosion), convex 
hull creation (Fig. 2), sulcal delineation and parameterization using B-spline curves (Fig. 3), parametric and intensity-
based image registration of longitudinal (intraindividual) datasets (Fig. 4), and cross-species alignment of point sets 
(semilandmarks) using Generalized Procrustes Analysis (GPA) (Fig. 5). 
 
ACHIEVEMENTS (LARGELY COMPLETED): We then use geometric morphometric techniques to quantify 
interindividual variation (both within and between species) in cortical morphology in a sample of humans, 
chimpanzees, and gorillas (Fig. 6) that we have used in the past (Alatorre Warren et al., PNAS, 2019). We are currently 
expanding this work to analyze longitudinal changes (i.e., changes over time within single individuals) in infant 
humans, chimpanzees, and macaques. This will allow us to model and compare the early postnatal 
neurodevelopmental trajectories of the three species in 3D.  As an example, we have identified and quantified the 
major patterns of sulcal variation associated with early brain development in 13 rhesus macaques (Fig 7). The plot 
below shows that the follow-up scans of all monkeys, with one exception, are shifted towards a similar direction (up 
and right). In other words, the first two principal components (PC1 and PC2) capture, at least partially, independent 
modes of sulcal variation during early brain development. Notably, the principal components can be converted back 
to physical (x, y, z) coordinates so that the patterns of spatial variation in brain sulci captured here can be localized in 
space (see the light and dark blue sulcal maps describing spatial variation along PC1 and PC2) (Fig. 7). 
 
FUTURE WORK: In the next months, we will quantify the intra- and intertaxon (spatial) covariation in cortical sulcal 
pattern change (i.e., how changes in the relative position of brain sulci covary with each other) during early postnatal 
development in humans, chimpanzees, and rhesus macaques. We will also quantify the degree to which changes in 
gyral and sulcal morphology covary with absolute brain size, both within and across species. 
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2021-B-61  The Costs of Maternal Investment in Japanese Macaques (Macaca fuscata) 
Rafaela Takeshita, Emilee Hart, Emily Curtis (Kent State University) 所内対応者：宮部貴子 
Due to the COVID-19 pandemic, the investigators were not able to travel to Japan to collect data. As a contingency 
plan, the budget was used to purchase a T3 ELISA kit to measure thriiodothyronine (T3) from Japanese macaque feces. 
The samples have been previously collected by the PI (Takeshita) and are currently stored at Takeshita lab (Kent State 
University). We plan to analyze the samples this year. 
 

2021-B-62  霊長類の脊柱構造に関する進化形態学的研究 

中務真人、冨澤佑真（京都大学・院・理）所内対応者：西村剛 

ヒトと類人猿の運動器官進化研究において、腰部脊柱の形態進化は大きな関心を集め、いわゆる long-

backed説と short-backed説の間で活発な議論が行われている。化石資料において同一個体の腰椎全てが保

存されることはきわめて稀であり、long-backed か short-backed かを絶滅霊長類について議論する上で、

腰椎横突起の位置が利用されてきた。腰椎横突起の位置（起始の位置が椎体よりか、あるいは椎弓よりか）

は、横突起に付着する固有背筋の相対的なサイズと関係すると仮定され、その位置が腹側よりであればよ

く発達した固有背筋を持つ long-backed 種と考えられた。しかし、この関係を数量的に検討した研究は存

在しない。そこでこの仮説の妥当性を検証することを目的として共同利用研究を行った。類人猿と旧世界

ザルの液浸標本約 40 個体を CT 撮影して固有背筋の断面積を計測した。結果を体重で正規化し種間比較

したところ、第 1腰椎のレベルでは、チンパンジーはオナガザル類(ヒヒ族）よりも高い値を示す一方、下

位レベルでは、その関係が逆転し、唱えられている仮説を支持した。最下位腰椎レベルでは、腰椎が左右

の腸骨間にとらわれることから、オナガザル類も低い値を示した。この結果は横突起の位置と固有背筋サ

イズは関連すること、腰椎の位置によってその関係が変わりうることを示した。 

 

2021-B-63  隠蔽的・警告的な色彩のヘビの検出にリスザルの色覚型が及ぼす影響 

西川真理、河村正二（東京大学）所内対応者：半谷吾郎 

本研究では、ボリビアリスザルを対象として、３色型色覚と２色型色覚における顕在色と隠蔽色の物体

の発見効率を比較することで、それぞれの色覚型の有利性を調べ、それぞれの色覚型の適応的意義を検証

することを目的とした。今年度は新型コロナウィルス流行の影響により、ボリビアリスザルを飼育してい

る日本モンキーセンター（JMC）における行動観察の条件が整わなかった。そのため、予備観察として警

告色をもつヘビを模した模型に対するリスザルの反応について調べた。この予備観察では、JMC 内にある

リスザルの島の中にヘビ模型を設置し、最初に警戒声を発した個体、発声場所と模型までの距離、および

発声継続時間をビデオカメラで記録した。DNA試料の収集には、非侵襲的な方法として殻付きピーナッツ

を用いる予定であったが、対象個体は若齢のためピーナッツを独占して食べることができないと予想され

た。そのため、DNA試料の収集は来年度に延期することにした。ヘビ模型を設置した背景となる植物の葉

と落葉を収集し、分光光度計を用いて反射率の測定をおこなった。今後は、予備観察から得たリスザルの

反応を分析し、来年度以降の本観察にむけて備える予定である。 

 

2021-B-64  新規 GPI アンカー型タンパク質を介した精子選別機構の解明 

近藤玄（京大・医生研）、信清麻子（広島大・動物施設）、栁川洋二郎（北大・院・獣医）、渡邊仁美（京大・

医生研）所内対応者：岡本宗裕 

これまでの研究で、我々はサル精巣および精子からタンパク質を抽出し、ウエスタンブロッティング解

析を行ったところ、サル精巣では研究対象としている新規 GPIアンカー型タンパク質 SpGPI-AP が検出さ

れたものの精子では全く検出されず、マウスと異なり、SpGPI-AP は精子を機能分別するマーカーとなり

えないことが判明した。そこで本年度は、サルにおける精子分別マーカーを、約３００種類のモノクロー

ナル抗体を用いて探索した。蛍光標識されたモノクローナル抗体を活性化前後のサル精子と反応させ、

FACS解析を行ったところ、ある一つの GPIアンカー型タンパク質を含む４種類の分子が精子の活性化と

ともに精子表面に露出することが判明した。このことからマウス精子と同様、サル精子でも表面分子の局

在変化によって精子集団が分別することがわかった。 

 

2021-B-65  ヒトの高次認知機能の分子基盤解明を目指した比較オミックス研究 

郷康広（自然科学研究機構・生命創成探究センター）所内対応者：大石高生 

ヒト精神・神経疾患の霊長類モデル動物の開発のために、マカクザルを対象とした実験的認知ゲノミク

ス研究を行った。令和３年度は霊長類研究所において実施される健康診断時の採血の機会を利用し、ニホ

ンザル 178 個体の血液試料のサンプリングを行った。令和２年度に同様に採取したニホンザル 184 個体、

アカゲザル 73個体の血液試料と合わせて合計 435個体の血液から DNA を抽出し、次世代シーケンス解析

用のライブラリ作成を全サンプルに対して行った。ヒト精神・神経疾患関連遺伝子（503遺伝子）を解析

対象とし、435個体における遺伝子機能喪失（Loss-of-Function:以下 LoF）変異保有個体の同定を行った。
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その結果、統合失調症などへの関与が示唆されているニコチン性アセチルコリン受容体（CHRNA5）やア

セチルコリン合成酵素（CHAT）をコードする遺伝子に機能喪失変異を持つ可能性のある個体を複数同定

した。アセチルコリンやニコチンは、マウスにおいて社会行動に関与することが報告されている。今後は、

これらの変異個体の行動解析などを行っていく予定である。 

 

2021-B-66  自律的に歩容遷移を行うマカク四足歩行モデルの開発 

長谷和徳、吉田真（都立大・システムデザイン）所内対応者：平崎鋭矢 

 本研究では、従来より開発を進めていた関節動態や神経系の運動制御機構などを考慮したマカク類の四

足歩行のコンピュータ・シミュレーションモデルに加えて、組み立て式小型ロボットを用いてマカク類の

身体力学系を模擬した実機モデルを新たに作成し、実環境におけるロボット四足歩行を実現することで、

コンピュータ上のシミュレーション結果を検証し、それらを通して霊長類進化過程における身体運動と力

学環境の影響の理解を目指した。 

 本年度、ロボットモデルにおいては、身体、特に体幹部の傾斜角度や手・足部の接地の状態など、ロボ

ットの実運動の状態に応じて歩容を柔軟に変更可能とするため、いくつかの物理センサ（タッチセンサ、

加速度センサ）とそれを制御するためのマイコンボード（Arduino Uno）を導入した。シミュレーションモ

デルにおいては、今後のシステムの改良や応用の容易にするため、バイオメカニクス研究研究分野で広く

利用されている OpenSim と呼ばれる筋骨格モデル作成に特化したソフトウエアをプラットフォームとし

て利用することとした（図１）。現状としては従来の自作プログラムの移殖中の段階だが、合わせてシミ

ュレーション計算式の問題点について洗い出し、今後のモデル開発を効率化するソフトウエア環境を整備

することができた。 

 

2021-B-67  チンパンジーにもトライポフォビアは生起するのか 

伊村知子（日本女子大・人間社会・心理）、鈴木千春（日本女子大・院・人間社会・心理）所内対応者：足

立幾磨 

 我々は、ハスの花托や蜂の巣のような穴や円形物体の集合体に強い不快感を感じる。この現象は、集合

体恐怖あるいはトライポフォビア（Trypophobia）と呼ばれる（Cole & Wilkins, 2013）。円形物体の集合体が

皮膚病を連想させることや、ヘビやクモなどの有毒生物の画像と共通の空間周波数特性を持つことから、

感染症や危険生物の回避との関連が示唆されてきた。本研究では、チンパンジーを対象にトライポフォビ

アの進化的基盤について調べることにより、トライポフォビアを生起させる要因について明らかにするこ

とを目的としている。 

 本年度は、チンパンジー8個体（オス 3個体、メス 5個体）を対象に、集合体画像および中性画像（穴

を含むが集合体を形成しないもの）に対する注視反応をアイトラッカーにて計測した。実験では、Le, et 

al. (2015)と同様の集合体画像 20枚と中性画像 20枚を 1枚ずつ 3秒間提示し、各画像に対する注視潜時と

注視時間を分析する。1 日につき 8試行を 1 セッションとし、合計 5 セッション実施した。画像提示に伴

う馴化を考慮し、セッションの間隔は 3,4 日あけた。チンパンジーにもトライポフォビアが生じるのであ

れば、中性画像よりも集合体画像で注視潜時がより長く、注視時間がより短くなることが予想される。 

 

2021-B-68  Intestinal protozoa infecting primates in the Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary, Malaysia 
Surdensteeve PETER (Institute of Tropical Biology and Conservation, Universiti Malaysia Sabah) 
Noor Haliza HASAN (Universiti Malaysia Sabah) 所内対応者：Andrew MACINTOSH 
In this project, Surdensteeve PETER planned to visit KUPRI to work with samples he previously collected from 
primates in Sabah, Malaysia, to identify the protozoan parasites Giardia sp. and Cryptosporidium sp. from fecal 
samples. Unfortunately, due to COVID-19 restrictions, he could not travel to Japan. Instead, host Andrew MacIntosh 
and gradaute student Abdullah Langgeng worked on the samples. 
 
We used ELISA kits and molecular diagnostics to screen for these parasites in a subset of samples. ELISA showed 
that both Cryptosporidium and Giardia are present in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) and proboscis 
monkeys (Nasalis larvatus) in the Kinabatangan river region of Sabah, Malaysia, confirming earlier results using rapid 
immunochromatographic tests in the field. PCR deteced samples positive for Cryptosporidium using specific primer 
sets, but sequencing has so far failed to provide concrete identification. 
 
We will continue to work on these samples and plan to produce a manuscript this coming year on our results.Both 
Cryptosporidium spp. and Giardia spp. are known pathigens of wildlife, as well as domestic animals and humans, so 
these results also provide practival information in an ecosystem where all of these players interact with variable 
frequency and with unknown consequences. 
 
2021-B-69  前後肢遠位部運動器の系統発生を形態学的に解析する 

荒川高光（神戸大学大学院 保健学研究科）江村健児（姫路獨協大学）所内対応者：平崎鋭矢 
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共同利用研究で貸与を受けたフクロテナガザル、ニシローランドゴリラ、ニシチンパンジーの固定標本

を用いて浅指屈筋とヒラメ筋の筋束構成と支配神経パターンを調査した。その結果、ニシローランドゴリ

ラとニシチンパンジーの浅指屈筋の筋束構成は互いに似ているが、ヒトでの報告とは異なることが明らか

となった。また、支配神経の筋内分布パターンは、筋束構成の違いにかかわらず一定の共通性がみられた。

フクロテナガザルのヒラメ筋の筋束構成と支配神経は、ニシローランドゴリラ、ニシチンパンジーに比べ

て単純化していた。これらの成果は第 36回・37回日本霊長類学会大会、第 127回日本解剖学会全国学術

集会で発表した。また成果をまとめた論文を執筆中である。 

 

2021-B-70  一卵性多子ニホンザルの作製試験 

信清麻子、外丸祐介（広島大・自然センター）、畠山照彦（広島大・技術センター）所内対応者：岡本宗裕 

 本課題は、動物実験に有用な一卵性多子ニホンザルの作製を目指すものであり、これまでに生殖工学基

盤技術の検討に取り組むことで、「卵巣刺激→体外受精→受精卵移植」により産子を得るための再現性の

高い技術を確立し、多子ではないものの受精卵分離胚移植による産子獲得、また別種であるカニクイザル

への受精卵移植により、正常なニホンザル産子を得ることにも成功しレシピエントしての有用性を確認し、

一卵性多子ニホンザルの獲得に向けた基盤が十分に築かれた状況にあるが、現在までに双子以上の多子を

得ることはできていない。 

 過去の産子獲得をした条件を検討したところ、新鮮な胚よりも状態が悪いとされている凍結した分割胚

でも、産子を獲得していた例があり、産子獲得においては、胚だけでなく移植個体の状態も大きな要因と

なると考えた。 

 そこで、2021 年度は、移植個体をより良い状態に保つため、個体に可能なかぎりストレスをかけないよ

う、移植個体は血中ホルモン測定などは行わず、メンス情報のみで性周期を把握することとした。候補で

あるの 24頭のメンス状況を 10 月から確認し、4頭の移植個体を選抜した。実験日程についても、繁殖期

が短い屋内飼育動物の状態に合わせて、2 月末から 3 月初旬に絞って実験を計画した。 

しかしながら、実験を予定していた期間（2 月 24 日〜3 月 2 日、3 月 2 日〜3 月 8 日）は、広島大学の

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対策により、県外への移動制限や移動後の自宅待機（移動日含め

て 2 日間）等が求められたことから、実験を実施することが不可能であった。 

 

2021-B-71  霊長類の循環器系加齢誘引疾患に関する研究 

鯉江洋（日本大・獣医生理学/病態生理）、揚山直英（医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究セ

ンター）、中山駿矢、白仲玉（日本大・獣医生理学/病態生理）、澤田悠斗（予防衛生協会）、中村紳一朗、

塚本篤士（麻布大学・実験動物学研究室）所内対応者：宮部貴子 

 申請者はこれまでにカニクイザルやニホンザルなどサル類の循環器疾患を中心に研究を行ってきた。サ

ル類は人と解剖学的構造及び生理学的機能が近いため、特に循環器疾患領域で人医学への貢献が期待され

ている。今年度は従来の研究を継続し、「各種霊長類の発達と加齢に関する総合的研究」分野に申請を行

った。今回の研究では、これまでに獣医臨床学的手法を用いた評価により各種循環器疾患を診断し、それ

ら個体の組織材料を対象に病理組織学的検索を行った（図参照）。その結果、拡張型心筋症および肥大型

心筋症を発症した個体が存在する事が明らかとなり、その一部が家系性を有する事も示唆された。本研究

の結果は人とサル類を含めた霊長類全般の循環器疾患研究に大変有用であると考えられる。 

 申請者らはそれらの解析結果やデータをまとめ、第 29 回サル類疾病ワークショップおよび第 164 回日

本獣医学会にてオンライン発表を行った。その発表に際し、データ解析や予演会等の打ち合わせをオンラ

インで共同研究者らと行った。発表内容はこれら貴重な心筋症発症個体の詳細な病態解析を中心に行った。

本研究で得られた基礎及び臨床データは、獣医循環器分野や霊長類研究のみならず、人医学においても、

大変重要な成果だと思われる。引き続き、これらニホンザルに認められた貴重な家系性循環器疾患の研究

を継続したいと考えている。 

 
 
7.2.3随時募集研究 

 

2021-C-1  COVID-19の性感染症可能性の組織学的検討 

森山隆太郎（近畿大・理工）所内対応者：鈴木樹理 

 マカク雄生殖系組織を用いて ACE2受容体免疫陽性な生殖関連細胞が存在するか観察した結果、精巣の

ライディッヒ細胞、精母細胞周囲および精細胞周囲が ACE2 受容体免疫陽性であった。TMPRSS2 免疫陽

性細胞を観察した結果、精巣のセルトリ細胞、精巣上体頭部･体部･尾部にある精巣上体管周囲の上皮細胞、

精嚢、前立腺および尿道球腺の腺腔を囲む上皮細胞が TMPRSS2免疫陽性であった。NPR1免疫陽性細胞を

観察した結果、精巣では精細胞が強い免疫陽性で、精母細胞が弱い免疫陽性であった。精巣上体では頭部･




