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（様式５） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２０年 ４月３０日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局   京都大学・霊長類研究所   

（ふりがな） 

職・氏 名   教授・高井
た か い

 正成
まさなる

      
 
 

1. 事 業 名 相手国（ ロシア ）との共同研究  振興会対応機関（  ＲＦＢＲ  ） 

 

2. 研 究 課 題 名 ユーラシア大陸北部における霊長類の進化に関する古生物学的研究  

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 １８年 ５月 １ 日 ～ 平成 ２０年 ４月 ３０日 （ ２ 年   ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額  ５，０００千円 

 

初年度経費２，０７５千円、 ２年度経費２，５００千円、 ３年度経費 ４２５千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額  ７００千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

仲谷 英夫
な か や  ひ で お

 

西村 剛
にしむら たけし

 

三枝 春生
さ え ぐ さ  は る お

 

河村 善也
かわむら よしなり

 

江木 直子
え ぎ  な お こ

 

樽  創
たる  はじめ

 

荻野 慎太郎
お ぎ の  し ん た ろ う

 

福地 亮
ふくち あきら

 

Thaung Htike
タ ウ ン  タ イ

 

鹿児島大学理学部・教授 

京都大学霊長類研究所・准教授 

兵庫県立大学自然環境学研究所・准教授 

愛知教育大学理科教育講座・教授 

京都大学霊長類研究所・助教 

神奈川県立生命の星・地球博物館・研究員

京都大学霊長類研究所・教務補佐員 

岡山大学理学研究科・研究生 

京都大学霊長類研究所・博士後期課程学生

有蹄類化石の解析 

霊長類頭骨内部構造の解析 

長鼻類化石の解析 

齧歯類化石の解析 

霊長類体肢骨化石の解析 

歯牙微少咬耗痕の解析 

食肉類化石の解析 

奇蹄類化石の解析 

アジア産偶蹄類（ｲﾉｼｼ科）の解析 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  ロシア科学アカデミー・上級研究員・Ｅ．マシェンコ  

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○Evgeny N. 

Maschenko  

 

Nikolai 

P.Kalmykov 

ロシア科学アカデミー・古生物学研究所・

上級研究員（ロシア） 

 

ロシア科学アカデミー・南部科学センタ

ー・教授（ロシア） 

霊長類化石の解析 

 

 

ウドゥンガ哺乳類化石相の解析 



    

 - 3 - 

6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

 
 現在のユーラシア大陸北部（特にロシアとその周辺地域）には、ヒト以外の霊長類は生息していない。

これは現在の同地域の気候が寒冷であり、植生もその気候に適応した針葉樹林であるため、熱帯〜温帯

域の森林部に適応している霊長類の生息環境として不適当なためである。しかし新生代第三紀（約 6500
万年前から１万年前）の間には、こういったユーラシア大陸北部にも多くの霊長類が生息していたこと

がわかっている。本研究の目的は、こういったロシアとその近隣地域から見つかっている霊長類化石の

古生物学的研究から、ユーラシア大陸北部における霊長類の進化史を明らかにしようとするものである。 
 これまでにロシアとその周辺地域から見つかっている霊長類は、（１）モンゴルの始新世初頭の地層

から見つかっている原始的な初期霊長類、（２）中央アジア地域（グルジア、タジキスタンなぢ）の中

新世〜鮮新世の地層から見つかっているホミノイド類と旧世界ザル、（３）トランスバイカル地域（南

シベリアからモンゴル北部）の鮮新世〜更新世の地層からみつかっている旧世界ザル類、の３つにわけ

られる。本研究ではこれらの霊長類化石の報告を整理し、その一部に関しては新たに形態学的解析を行

い、系統的位置や生態学的復元を試みた。 
 
（１）モンゴルの始新世初頭の地層から見つかっている Altanius に関しては、新たに「再発見」された

標本の記載を行い、そのうちのひとつは新種である可能性が高いことを明らかにした（Maschenko & 
Takai, 投稿中）。初期霊長類の起源と進化に関する研究は最近新たな展開を見せており、「アジア起源説」

と「アフリカ起源説」で論争が続いている。今回の発見は、霊長類の「アジア起源説」を支持する結果

となった。 
 
（２）中央アジア地域のタジキスタン南部のクルクサイ地域の鮮新世の地層からは、Pradolichopithecus 
sushukini と呼ばれる大型のオナガザル亜科の化石が見つかっていた。この属に関しては、ヨーロッパか

ら見つかっている別種の頭骨の解析から、大型のマカクザルであるという見解が示されていた。本研究

による P. sushukini の頭骨内部構造の解析の結果、この種には現生のオナガザル類の中ではマカクにしか

存在しない上顎洞とよばれる構造があることが判明した。しかし歯牙の計測値と観察の結果は、この種

が現生のヒヒ類に近いことを示している（Nishimura et al., 2007）。P. sushukini の系統的位置とアジア地

域のオナガザル亜科の進化史および拡散経路が、これまで考えられていたよりも遙かに複雑であること

が示唆された（Takai et al., 2008）。 
 
（３）南シベリアのバイカル湖周辺のトランスバイカル地域（バイカル湖南東からモンゴル北部）から

はコロブス亜科の一種である Parapresbytis eohanuman がみつかっている。現生のコロブス類は、アフリ

カ大陸と南〜東南アジアの熱帯林にしか生息していないのであるが、そのコロブス類がなぜ鮮新世のシ

ベリアに生息できたのかは全く解明されていない。またその系統的位置に関しても、キンシコウ

（Rhinopithecus）に近いとする研究者や、ヨーロッパの化石コロブス類である Dolichopithecus に近いと

する研究者がいて、意見の一致をみていなかった。本研究で Parapresbytis の体肢骨化石の解析をおこな

ったところ、樹上性のコロブス類であるが特に Dolichopithecus とも Rhinoptihecus とも近くはないという

結論を得た（Egi et al., 2007）。また歯牙や頭骨の形態の解析の結果も同様の結論を得ている。またこの

トランスバイカル地域のウドゥンガ地域からみつかっている哺乳類化石を解析し、当時の古環境の復元

に努めている。 
 
 このように最近の霊長類化石の産出状況は、それまで熱帯〜温帯地域に生息域が限られると考えられ

てきた霊長類の分布が、鮮新世の後半までユーラシア大陸北部のような高緯度地域にまで及んでいたこ

とを示している。本研究ではこういったロシアとその近隣諸国から見つかっている霊長類の化石の記載

と系統的な解析を行い、ユーラシア大陸北部における霊長類の分布域の変遷が第三紀の気候変動と関連

していることを明らかにした。特にユーラシア大陸北部の鮮新世〜更新世前半の旧世界ザル類の化石の

存在は、これらの霊長類が比較的高緯度地域を経て東アジア北部に達したことを示唆している。ヒマラ

ヤ山脈とチベット高原の上昇により生じたユーラシア大陸北部の寒冷化・乾燥化は、第四紀の環境・気

候変動としてしられているが、霊長類の進化史もその影響を深く受けていることが明らかになりつつあ

る。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問先

（相手国以外の国における訪問先には下線をひいてください。） 

氏名・所属 
期      間 

（現地到着日～現地出発日）
主たる訪問先 

高井正成・京都大学霊長類研究所 

高井正成・京都大学霊長類研究所 

仲谷英夫・鹿児島大学理学部 

荻野慎太郎・鹿児島大学理学部 

高井正成・京都大学霊長類研究所 

仲谷英夫・鹿児島大学理学部 

荻野慎太郎・京都大学霊長類研究所 

福地 亮・鹿児島大学理学部 

荻野慎太郎・京都大学霊長類研究所 

H18, 8/26-9/5 

H18, 9/27-10/7 

H18, 9/27-10/7 

H18, 9/27-10/7 

H19, 9/13-9/24 

H19, 9/13-9/25 

H19, 9/13-9/24 

H19, 9/13-9/25 

H19, 10/19-10/21 

ﾌﾞﾘﾔｰﾄ州立大学(ｳﾗﾝｳﾃﾞ)  

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

南部科学センター(ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞﾇ)

テキサス大学(ｵｰｽﾁﾝ､ｱﾒﾘｶ)  

計 ９ 名（延べ人数） 計 ９７日 

（２）研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名・所属 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

E.N.マシェンコ・ロシア科学アカ

デミー 

H19, 6/1-6/11 京都大学霊長類研究所 

計 １ 名（延べ人数） 計 １１日 
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8．研究の成果（｢6．研究の目的・内容｣の内容と対応させつつ、本研究によって得られた新たな知見、成果、

及び一般国民にとってどのようなメリットがあったかを平易な表現で記述してください。） 

 

(1)学術的価値（本研究により得られた新たな知見や概念の展開等、学術的成果） 

 本研究により、ロシアとその周辺地域における化石霊長類の分布域とその変遷に関する知見が飛躍的に増

大した。始新世初頭の Altanius の新標本の再発見は霊長類の「アジア起源説」に対する証拠となる可能性が

高い。タジキスタンの Paradolichopithecus の形態学的・系統学的解析は、この属の「北方拡散経路仮説」を

支持するものである。またトランスバイカル地域の Parapresbytis の解析は、アジア産コロブス類の進化しに

関する議論をさらに進めるものである。これまであまり注目されていなかったユーラシア大陸高緯度地域の

霊長類化石の解析は、アジア地域の霊長類の進化史研究を大いに推進させた。 

 

(2)相手国との交流（両国の研究者が協力して学術交流することによって得られた成果） 

 ロシアは日本の古生物学者にとって最も近い隣国のひとつであるが、もっとも交流が疎遠な「遠い」国の

ひとつである。ロシアのビザが取りにくいことや、ロシア人研究者の論文がロシア語で書かれていて、連絡

が取りにくいことがその原因であろう。今回の共同研究において互いの国を訪問し、それぞれの国の研究環

境やシステムを理解し、これまで知られていなかった化石資料についての情報を得たことは、今後の日ロ両

国間の共同研究の発展のために大きな意味がある。今回研究組織に入っていた何人かの研究者は、ロシア人

研究者のカウンターパートを知ったことにより今後の共同研究の申請を検討している。 

 

(3)社会的貢献（社会の基盤となる文化の継承と発展、社会生活の質の改善、現代的諸問題の克服と解決に資

する等の社会的貢献はどのようにあったか） 

 ロシアはユーラシア大陸の北部に位置するため、現生の（ヒト以外の）霊長類は分布していない。そのた

めロシアの化石霊長類の研究はあまり進んでいるとは言い難かった。しかし今回の共同研究で、ロシアとそ

の周辺地域から多くの霊長類化石が見つかっていることを明らかにした。また鮮新世のトランスバイカル地

域（南シベリア）に霊長類をはじめとする熱帯・亜熱帯性の哺乳類が繁栄していたことを明らかにした。第

四紀以降の東アジア北部の寒冷化・乾燥化の過程の研究は、現在進みつつある地球温暖化に対して古生物学

の分野から貢献が期待できる。
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(4)若手研究者養成への貢献（若手研究者養成への取り組み、成果） 

 本研究の課題遂行にあたり、２名の若手研究者（荻野慎太郎、福地亮）をロシアに派遣した。初年度は当

時鹿児島大学の博士後期課程学生であった荻野氏をロストフ・ナ・ドヌの南部科学センターに派遣し、保管

されている鮮新世のウドゥンガ化石相の哺乳類化石（特に食肉類）の同定と整理・計測を担当してもらった。

荻野氏はこの研究の成果の一部を活用して平成１９年３月に鹿児島大学の理学博士号を取得し、平成１９年

４月より京都大学霊長類研究所の教務補佐員に採用された。荻野氏は平成１９年９月にも南部科学センター

を再訪し、同年１０月にはアメリカ合衆国テキサス州オースチンで開かれた古脊椎動物学会年会に参加して

研究成果の発表を行った（Ogino et al., 2007）。また平成１９年度には荻野博士の他に鹿児島大学理学研究科

の研究員であった福地亮博士をロストフ・ナ・ドヌに派遣し、ウドゥンガ相中の奇蹄類化石（サイ）の記載

を担当してもらった。またスケジュールの関係でロシアに派遣することはできなかったが、江木直子博士と

西村剛博士は、ロシアとその周辺地域から見つかっている霊長類化石を解析しそれぞれ学術論文として発表

した（Egi et al., 2007; Nishimura et al., 2007）。 

 

(5)将来発展可能性（本研究・交流事業を実施したことにより、今後どの様な発展の可能性が認められるか） 

 今回の共同研究により、ロシアとその周辺地域からみつかっていた第三紀の霊長類化石の研究が飛躍的に

発展した。とくにこれまで研究が進んでいなかった中央アジア（タジキスタン）や中央ユーラシア（トラン

スバイカル地域、モンゴル）の霊長類化石に関する報告は、専門家の注目を集めている。現段階で既に発表

した学術論文が３編（Egi et al., 2007; Nishimura et al., 2007; Takai et al., 2008）、投稿中のものが１編ある

（Maschenko & Takai, 投稿中）。この他ウドゥンガの Parapresbytis と神奈川県から見つかっている

Kanagawapithecus の形態解析及び系統的位置に関する論文を準備中である。またウドゥンガ哺乳類化石相の

記載に関する英文報告書を作成中である。このウドゥンガ哺乳類化石相は鮮新世中頃のトランスバイカル地

域（南シベリア）のものであるが、この年代・地域の動物相は同年代の日本を含む東アジア地域との類似性

を示し、一方でヨーロッパや北米の動物相との共通性も指摘されている。ロシア・中国・日本など、東アジ

ア地域の第三紀後半から第四紀の哺乳類相の変遷に関する研究に重要な寄与をすると期待される。 

 

 (6)その他（上記(1)～(5)以外に得られた成果があれば記述してください 

 特になし。
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9．研究発表（本共同研究の一環として発表したもの､又は､発表予定のものについて記入してください。なお､

印刷物がある場合は１部添付してください。） 

イ．論文発表［発表者名､テーマ名､発表誌名､巻号､掲載頁､発刊年月の順に記入してください。］ 

Maschenko, E.N., Takai, M. “New materials of Altanius, the oldest euprimate, from the early Eocene of 

Tsagan-Khushu, southern Mongolia” Folia Primatologia (投稿中). 

Takai, M., Maschenko, E.N., Nishimura, T.D., Anezaki, T., Suzuki, T. “Phylogenetic relationships and biogeographic 

history of Paradolichopithecus sushkini Trofimov 1977, a large-bodied cercopithecine monkey from the Pliocene 

of Eurasia” Quaternary International 179: 108-119 (2008). 

Egi, N., Nakatsukasa, M., Kalmykov, N. P., Maschenko, E.N., Takai, M. “Distal humerus and ulna of Parapresbytis 

(Colobinae) from the Pliocene of Russia and Mongolia: phylogenetic and ecological implications based on elbow 

morphology” Anthropological Science 115: 107-117 (2007). 

Nishimura, T.D., Takai, M., Maschenko, E.N. ”A maxillary sinus of Paradolichopithecus sushkini (late Pliocene, 

southern Tajikistan) with phyletic implications of this genus” Journal of Human Evolution, 52: 637-646 (2007). 

Kalmykov, N.P., Maschenko, E.N., Takai, M., Taru, H., Hasegava, Y., Koizumi, A., Ivamoto, M. “ Zoogeography of 

colobine monkeys (Mammalia, Colobinae) and Pliocene mammalian fauna of central Aia” Proceedings of the III 

International Symposium in Tomsk entitled “Evolution of Life on the Earth” (Nov. 1-3, 2005, Tomsk, Russia). 

高井正成「マカクとヒヒ：ユーラシア大陸におけるオナガザル亜科の進化プロセスに関する考察」霊長類

研究、21(2):121-138（2005）. 

 

ロ．口頭発表［発表者名､テーマ名､会合名､発表年月日の順に記入してください。 

荻野慎太郎・仲谷英夫・高井正成・E.N. マシェンコ・N.P. カルミコフ「トランスバイカル地域の上部鮮新
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10．要望、意見等 

１）二国間共同研究は、普段あまり交流のない国の研究者と密接に連絡を取って共同研究を行うことができ

非常によい制度であると思う。しかし研究の開始から終了までの期日が日本やロシアの「年度」と微妙

に（１ヶ月）ずれているため、予算の執行などで困ることがあった。実質的には２年のプロジェクトで

あったが、日本の年度でいうと３年度にまたがっており、報告書の作成などにもとまどうことが多かっ

た。多少開始時期が短くなってもいいので、少なくとも日本側の「年度」（４月から３月）と時期をそろ

えてもらいたい。 

 
２）化石を研究対象とする古生物学は、他の研究分野に比べて研究成果を印刷された論文として公表するま

でに時間がかかる。２年間という期間でデータ収集から論文発表までのプロセスが終了していないことが多

いので、成果の評価に多少時間的な余裕が欲しい。あるいは共同研究の実施期間をもう少し長くしてもらい

たい。また新たに申請するのは採択されるかどうかわからないことも多く、長期的な基礎研究を続けるのに

負担がある。共同研究の進み具合を第三者が評価することにより、２年間のプロジェクト期間を１〜２年延

長する制度をつくったらどうだろうか。 
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