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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 28年 11 月 18 日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局    京都大学・霊長類研究所   

（ふりがな）          はまだ  ゆずる 

職・氏 名   教授・濱田 穣          
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ スリランカ  ）とのセミナー（振興会対応機関：   OP   ） 

 

 

2． セミナー名  アジア霊長類の進化史解明と保全：コンソーシアム構築による          

 

 

3． 期   間  平成  28 年 10 月 17 日 ～ 平成 28 年 10 月 22 日（ 6 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  ヌゲゴダ、Hotel Mt. Lavinia                                     

 

5． 参加者数   日本側       15 名（うち、旅費本会負担  9   名） 
（代表者を含む） 

相手国側     32 名（うち、滞在費本会負担  0  名） 
 

その他の国   19 名 
 

参加者  計  66  名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により旅費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・職名 

＊川本 芳 

＊HUFFMAN Michael 

＊仲谷 英夫 

＊大井 徹 

＊長田 直樹 

＊伊藤 毅 

＊田中 洋之 

＊辻 大和 

湯本 貴和 

NAUTIYAL Himani 

三上 章允 

市川 ドルジュ 

八木 浩治 

高岡 正樹 

京都大学 霊長類研究所 准教授 

京都大学 霊長類研究所 准教授 

鹿児島大学 理工学研究科 教授 

石川県立大学 生物資源環境学部 教授 

北海道大学 情報科学研究科 准教授 

京都大学 霊長類研究所 助教 

京都大学 霊長類研究所 助教 

京都大学 霊長類研究所 助教 

京都大学 霊長類研究所 教授 所長 

京都大学 霊長類研究所 博士後期課程 1 年大学院生 

中部学院大学 看護リハビリテーション学部 教授 

日本有人宇宙システム株式会社 主幹 

在スリランカ日本大使館 参事官 

在スリランカ日本大使館 一等書記官 

計       14 人  
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 スリジャヤワルデネプラ大学・教授・ナハラゲ・チャーマリー   

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により滞在費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Sisira Pathirana 

Wolfgang Dittus 

Jinie Dela 

Rajnish Vandercone 

Saman Naliya Gamage 

Jeeva H Rathnaweera 

Wasantha Dissanayake 

D.T.S. Chandrakumara 

G. J. Perera 

外 22名 

(別紙参加者リスト参照) 

University of Colombo 上級研究員 

Smithsonian Conservation Biology Institute 主任研究員 

Probe for Nature (Pvt) Limited 研究員 

Rajarata University 准教授 

Land Oweners Restore rain forest 研究員 

Rajarata University 研究員 

Department of Wildlife Conservation 研究員 

University of Sri Jayewardenepura 学部長 

Minister of Sustainable Development and Wildlife 大臣 

計       31 人  

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Praveen Karantha 

Jihosuo Biswas 

Mukesh Kumar Chalise 

Tshewang Norbu 

Suchinda 

Malaivijitnond 

Aye Mi San 

松平 一成 

Hsiu-Hui Su 

Zhi-Pang Huang 

外10名 

(別紙参加者リスト参照) 

生態科学研究所 助教（インド） 

東北インド霊長類研究センター 主任研究員（インド） 

トリブバン大学 准教授（ネパール） 

ブータン農林省ユシパン再生資源研究センター 研究員(ブータン) 

チュラロンコーン大学 教授（タイ） 

 

モウラミャイン大学 准教授（ミャンマー） 

チュラロンコーン大学 研究員（タイ） 

National Pingtung University of Science and Technology 准教授（台湾） 

大理大学 講師（中国） 

 

計       19 人  
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

 本セミナーでは①アジア霊長類の系統地理学と保護に関する調査・研究(17-18 日)、②アジア霊長類

の進化と保護に関する研究・レビュー研究会(18-20 日)、および③フィールド研究会（21-22 日）を行っ

た。①では日本・スリランカ・台湾・タイ・ミャンマー・ブータン・ネパール・インドの研究者が、そ

れぞれの国の霊長類、とくにマカクとラングール類に関する系統地理学研究および保護施策に関する研

究の紹介と議論がなされた。 
 多くのアジア諸国では、霊長類を含む野生生物の保護が問題となっている。特に野生動物とヒトの間

の利害衝突（コンフリクト）の緩和に向けての対策が焦眉の課題である。ゾウ・イノシシ・鹿と並んで、

マカクとコロブス類はコンフリクトをもつ動物であり、対策として集団把握、被害のアセスメント、テ

レメトリ電波発信機による集団の位置把握と追い払い、電柵法、駆除などの得失について検討した。電

柵法は、経費がかかると思われがちであるが、土着法的に現地で調達できる器材の利用により経済的に

なり、ブータンでは成果をあげている。マカクへの電柵では、地面から 2m ほどのフェンス、その上に

電柵を設けることが重要であることなどが紹介された。 
②では、スリランカ国環境大臣 GJ Perera 氏の講演、および日本大使館参事官 八木浩治氏よりスピー

チがあった。和を尊び、野生生物との共存をはかるという日本とスリランカに共通する民の叡知を活か

すことが今後、求められている。このためにコンソーシアムを構築し、アジアでの研究と対策活動にお

ける共同研究と対策の重要性がうたわれた。これらの講演に続き、スレンダーロリス、マカク、コロブ

ス類、およびテナガザル類の進化・系統地理学と保護に関するセミナーを行った。これらの霊長類は、

東アジアと南アジアに広く、あるいは局地的に分布する。特に注目されるのは、トクマカク種群の分類

群で、これらは東・南両アジアにまたがって分布しているが、特にヒマラヤ山脈の麓領域、中国南西部

から北ミャンマー、インド北東地方、ブータン、そしてネパールにかけてのマカク集団は、いまだにミ

ステリアスである。特に近年、記載されたアルナチャールマカク（Macaca munzala）とホオジロマカ

ク（M. leucogenys）とそれらに近縁であると考えられるヒガシアッサムモンキー(M. assamensis 
assamensis)とニシアッサムモンキー(M. a. pelops)およびチベットモンキー(M. thibetana)、ボンネッ

トモンキー(M. radiata)の間の関係である。これらに関する系統地理学的研究の発表があった。さらに

スリランカではトクマカクが 3 亜種へと多様化しているが、形態特徴と遺伝的系統関係とが食い違うな

ど重要な研究発表があり、それらの進化過程は興味深い。さらにオナガザル類（Cercopithecoids）では

珍しく石器文化を有するミャンマーカニクイザル（M. fascicularis aurea）の起源に関して本亜種が、

トクモンキー種群とカニクイザル種群の間の、かなり古い時点での交雑（遺伝子浸透）によって起源し

たとの発表があった。 
コンソーシアムの成立における日本・スリランカおよびアジアの諸国・地域（霊長類生息国）の研究

者、研究機関を共同化し、インド北東地域・中国南西地域・北ミャンマーの東アジアと南アジアの接続

領域における研究を推進し、これまで研究の多くない南アジア霊長類に関する研究を共同研究や研究イ

ンフラの発展によって促進することを検討した。 
③のフィールド研究会ではSigiria遺跡とPolonnaruwaで霊長類観察と生息環境に関する視察を同地で

45 年研究している W. Dittus 博士の案内によって見学した。保護区の設置、およびゾウなどの獣害への

対策としての電柵などを見学した。仏教国であるスリランカでは野生動物の保護にはひじょうに篤く、

マングースやクジャクなどの野生動物が普通に見られることに、Ethnoprimatology 研究の必要性が認

識された。 


