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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（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) 

 

【申請大学】 

大学名（和文）                              

京都大学 

      (英文)  

Kyoto University 

 

大学長氏名 

 松本  紘 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

     京都大学 

 

  

（英文）  

     Kyoto University 
 

  

専攻等名（和文）  

     霊長類研究所 

 

 

(英文)  

     Primate Research Institute 
 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

     野生動物研究センター 

 

 

(英文)  

     Wildlife Research Center 
 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

 

専攻等名（和文）  

 比較認知発達部門 

  

(英文)  

 Department of Developmental and Comparative Psychology 

専攻等名（和文）  

 人類学部 

  

(英文)  

 Department of Anthropology 

専攻等名（和文）  

 生物人類学部 

  

(英文)  

 Department of Biological Anthropology 

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

 

機関名 （和文）  

 マックスプランク進化人類学研究所 

    （英文） 

 

 

 Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology 

機関名 （和文）  

 ハーバード大学 

(英文)  

Harvard University 

機関名 （和文）  

 ケンブリッジ大学 

(英文)  

University of Cambridge 

機関名 （和文）  

 認知科学工学研究所 

(英文)  

Institute of Cognitive Sciences and Technologies 

機関名 （和文）  

 エコル・ノルマル・シュペリュール 

(英文)  

Ecole Normal Superieure 

機関名 （和文）  

 ボッソウ環境研究所 

(英文)  

Institut de Recherche Environnementale de Bossou 
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専攻等名（和文）  

 理学部 

  

(英文)  

 College of National Science 

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

 理学部 

  

(英文)  

 Faculty of Science 

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

 霊長類研究センター 

  

(英文)  

 Primate Research Center 

専攻等名（和文）  

 理学部生物学科 

  

(英文)  

 Department of Biology , Faculty of Mathematics and National Science 

 

 

 

 

 

機関名 （和文）  

 釜山大学 

(英文)  

Pusan National University 

機関名 （和文）  

 ヤンゴン大学 

(英文)  

University of Yangon 

機関名 （和文）  

 ラオス国立ナショナル大学 

(英文)  

National University of Laos 

機関名 （和文）  

 サイゴン動植物園 

(英文)  

Saigon Zoo and Botanical Garden 

機関名 （和文）  

 ボゴール農科大学 

(英文)  

Bogor Agricultural University 

機関名 （和文）  

 アンダラス大学 

(英文)  

Andalas University 
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専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

 解剖学組織学教室 

  

(英文)  

 Department of Anatomy and Histology 

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

 

 

 

機関名 （和文）  

 チュラロンコン大学 

(英文)  

Chulalongkorn University 

機関名 （和文）  

 マレーシア・サバ大学 

(英文)  

University of Malaysia Sabah 

機関名 （和文）  

 広西師範大学 

(英文)  

Guangxi Normal University 

機関名 （和文）  

 ブガンド保健大学 

(英文)  

Bugando University College of Health Science 

機関名 （和文）  

 ナイロビ博物館 

(英文)  

Nairobi Museum 

機関名 （和文）  

 生態森林研究センター 

(英文)  

Research Center for Ecology and Forestry 
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専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

機関名 （和文）  

 ムバララ科学技術大学 
(英文)  

Mbarara University of Science and Technology 

機関名 （和文）  

 ブータン王立大学 
(英文)  

Royal Society of Bhutan, Bhutan 

機関名 （和文）  

 梨花女子大学 
(英文)  

Ehwa Womans University, Korea 

機関名 （和文）  

 カリフォルニア大学サンディエゴ校 
(英文)  

University of California, San Diego, USA 

機関名 （和文）  

 サセックス大学 

(英文)  

Sussex University, UK 

専攻等名（和文）  

(英文)  

機関名 （和文）  

 タンザニア野生動物研究所 
(英文)  

Tanzania Wildlife Research Institute 
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専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

専攻等名（和文）  

 生態学與演化生物学研究所 

  

(英文)  

 Institute of Ecology and Evolutionary Biology 

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

 

 

 

機関名 （和文）  

 マレーシア科学大学 
(英文)  

Universiti Sains Malaysia 

機関名 （和文）  

 オレゴン国立霊長類研究センター 
(英文)  

Oregon National Primate Research Center 

機関名 （和文）  

 国立台湾大学 
(英文)  

National Taiwan University 

機関名 （和文）  

 雲南財経大学 
(英文)  

Yunnan University of Finance and Economics 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２４年度の事業目標達成状況 

 

霊長類研究所は、霊長類研究における国内唯一のセンターとして、また国際的な研

究拠点としての役割を果たしてきた。現在霊長類研究所は、4 大部門(進化系統、行動

神経、社会生態、分子生理)と、2 付属施設(人類進化モデル研究センター、2009 年度

創設の国際共同先端研究センター)から成っており、教員43 名の指導のもと、多数の

大学院生、共同利用研究員、外国人研究者と共同研究が進められている。また約13 種

類1200 個体のサル類を飼育保有しており、社会生態学だけではなく、ゲノムや脳やそ

の他の視点から、さまざまな実験的研究も推進している。こうした総合的な視点から

「人類進化(ホミニゼーション)」を研究している機関は、国際的にみても類例がない。

そうした研究を霊長類以外の動物に展開するために2008 年に野生動物研究センターを

発足させた。京都大学霊長類研究所と野生動物研究センターの研究は、そのカバーす

る研究領域の広さと総合性において他を凌駕しており、現在ならびに将来にわたって、

霊長類学を基礎とした野生動物研究のインターナショナルセンターとしての役割をは

たし、「ワイルドライフ・サイエンス」と呼べる新たな学問領域の確立が国内外にお

いて強く期待されている。日本の霊長類学の世界におけるリーダーシップをより強固

にするために、2004 年から始まった日本学術振興会先端研究拠点事業HOPE プロジェ

クト（「人間の進化の霊長類的起源」の研究）によって、欧米で核となって霊長類学

を推進する6 つのパートナー機関との間で相互訪問や共同研究を行い、その成果を公

表するための国際シンポジウムを日本で毎年開催してきた。それにより、心理学、形

態学、生態学、行動学、遺伝学等の各分野でやや拡散気味に独自の進展を遂げてきた

研究成果が、「人間性の起源を探る霊長類学」という学問として再統合され、「人間

とは何か」という普遍的な問いに答える様々な発見や視点を生み出してきた。本プロ

グラムは、その流れをくむ事業であり、霊長類学と野生生物保全という枠組みで若手

研究員を育成し、この分野の研究と日本のリーダーシップをさらに発展させようとす

るものである。先端研究拠点HOPE プログラムで築いてきた欧米先進国6 協力機関との

連携を保ちつつ、さらに霊長類の生息する発展途上国の現地協力機関を加え、その橋

渡しの役割を担っていく。これにより、日本の若手研究者に、国際的な場における組

織力、指導力、責任感などを養ってもらうことが期待できる。 

平成24年度の事業目標達成状況としては、過去3年間と同様に着実にパートナー機関

との交流を深めることができた。３つの特筆すべき点がある。第１は、日本人の若手

研究者によって、世界各地で霊長類およびその他の絶滅危惧の動物を対象とした野外

研究が進展したことである。それにともなって若手研究者による学術論文等の成果が

出始めた。第２は、AS-HOPEと呼ぶ別途資金での3年間の助成（31カ国、合計230人、5505

人日）との相互補完的な相乗効果で、野外の研究基地が通年で運営されるような体制

が整ってきたことである。とくに、ブラジルのアマゾンでの野外研究の端緒が開かれ

た。第３は、国際集会の開催3件で外国人研究者との交流が深まり、そうした国際化を

もとに、外国人の大学院留学生の希望が増え、国際霊長類学・野生動物コースを受験

して入学するものが増え、結果として大学院生およびPDにおける外国人比率が20％を

超えるまでになった。以上の成果をもとに、「ワイルドライフ・サイエンス」と呼べ

る新しい研究領域の展開が展望できるようになった。 
 

 



    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)       
平成２４年度実施報告書 

（平成２４年度） 

8 

３．平成２４年度 年度事業実施概要 

 

平成２４年度は、平成２３年度と同様に、以下の３つのプログラムを実施した。 

 

1) 研究機関交流教育プログラム（Inter-Laboratory Training Program） 

研究機関等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行った。 

タンザニア、野生動物研究センター、（金田）、鳥類の野生生物保全 

カリフォルニア大学サンディエゴ校、（水口）、水棲哺乳類の行動学 

 

2) 共同野外調査プログラム（Collaborative On-site Research Program） 

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行った。括弧内

は、連携研究を行う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）、（藤沢）野生チンパンジーの加齢の研究 

コンゴ・ワンバ（生態森林研究センター）、（山本）野生チンパンジーの協力行動 

ギニア・ボッソウ（ボッソウ環境研究所）、（森村）緑の回廊植林事業の野生保全 

コンゴ・ワンバ（生態森林研究センター）、（徳山）野生ボノボの行動学 

コンゴ・ルオー川学術保護区（生態森林研究センター）、（坂巻）野生ボノボ生態学 

タンザニア・カタビ国立公園（タンザニア野生動物研究所)、（仲澤）食肉類の行動学 

ウガンダ・カリンズ森林（ムバララ科学技術大学）、（松田）コロブス類の採食生態 

ダナムバレイフィールドセンター（マレーシア・サバ大学）、（中林）シベットの生態 

また、事務職員２名（俣野正事務長、上垣泰浩掛長）と技術職員 1名（前田典彦）をマレーシ

アに事務連絡のために派遣した。前年度のマリアウ・ベイズンでの総合調査と国際ワークショ

ップを受けて、さらに緊密な連携関係を築くためである。さらに、技術職員 1名（鈴村崇文）

をタンザニアに派遣した。前年度に引き続き本年度も、外国人教員２名を、研究連絡のために

台湾大学（デイビッド・ヒル）と、カリフォルニア大学サンディエゴ校（フレッド・ベルコビ

ッチ）に派遣した。 
 

3) 国際ワークショップ（Annual International Workshop） 

平成24 年度には3つの国際ワークショップを開催した。まず4 月下旬に犬山と京都で①「長期

野外研究」国際ワークショップを開催した。これは、オックスフォード大学やケンブリッジ大

学など欧米若手チンパンジー研究者5 名を中心にした集いである（来日費用は別途資金と先方

負担）。次に、12 月上旬に京都と東京で②「人間の心の進化的起源」国際カンファレンスを

開催した（国際高等研究所との共同開催で別途費用と先方負担）。これは、もっと人間そのも

のに焦点をあてた集いで前年平成23年度の国際意識科学会に連動すると位置付けた。これらと

並行して、野外研究の現地での国際ワークショップを企画した。さらに国外でも、③引き続き

マレーシアに焦点を当てて、前年度はマリアウベイズン・インバックキャニオンだったので、

残る唯一の保全原生林であるダナムバレイで現地でのミニワークショップを実施した。 

なお、新たな事業として、国際連携構築パイロット事業をおこなった。これは国際連携をさ

らに強化するための探索事業である。デイビッド・ヒルが翼手目と霊長目の社会の比較に焦点

をあてて台湾での共同調査に着手した。また、事業代表者の松沢哲郎が、平成25年度の事業展

開を見据えて平成24年度末に、米国、マレーシア、中国で、一連の共同研究のための打ち合わ

せをおこなった。米国はハーバード大学ならびにシカゴのリンカーンパーク動物園、マレーシ

アはマレーシア科学大学とオランウータン財団、そして中国・雲南省では中国財政経済大学、

昆明動物学研究所、西南林業大学で集中的な意見交換をおこない、若手研究者による新たな学

問の創出、すなわち「ワイルドライフ・サイエンス」の端緒を形成した。 
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４．平成２４年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

ITP-HOPE 事業と称する本事業の成立から述べる。2004 年 2 月 1 日に日本学術振興会の先端

研究拠点事業の採択第 1号として HOPE 事業が始まった。5年ののち、同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（ITP-HOPE）として、新たに平成 25 年度まで 5

年間採用されることになった。平成 21-23 年度と同様に、平成 24 年度も、欧米のパートナー

機関および調査地にあたるアジア･アフリカのパートナー機関との密接な連携のもと以下の 3

つのプログラムを実施することで、若手研究者の育成に対する組織的取り組みをおこなった。

(1) 「研究機関交流教育プログラム」：若手研究者が欧米のパートナー機関に滞在し、そこに

在籍する著名な研究者の指導を受けつつ、さまざまな共同研究をおこなう。具体的には、水棲

哺乳類の生態調査に関する技術習得の交流教育があった。 

(2) 「共同野外調査プログラム」：若手研究者が、欧米パートナー機関および現地パートナー

機関の研究者たちと共同して、野外研究をおこなう。具体的には、チンパンジーやボノボやラ

イオンやシベットや鳥類を対象に長期の野外調査をおこなった。 

(3) 「国際ワークショップ」：本事業の研究成果を共有し、さらに秀でた成果をあげている世

界の研究者を集めてその方法論と成果を学ぶために、国際ワークショップを開催した。招聘費

用は措置されないので、マッチングファンドと、別途の外部資金を組み合わせて実施した。具

体的には、マレーシアで１回と日本で 2回の国際ワークショップを開催した。なお、霊長類研

究所（PRI）は、平成 21 年 4 月に新たな附属研究施設として「国際共同先端研究センター

（CICASP）」を発足させ、平成 22 年度には英語による学位取得コースを発足させた。同センタ

ーが主体となってこの ITP-HOPE 事業を推進する体制が整った。2人の外国人教員が、そうした

英米との連携の起点になっている。また、協力する学内部局として、霊長類研究所が母体とな

って平成 20 年 4 月に創立した野生動物研究センター（WRC）がある。助教やポスドクや大学院

生が、アジアやアフリカで野生動物のフィールド研究をすることができた。京都大学のフィー

ルドワークの伝統を継ぐ、新しい芽が育ちつつあると評価できる。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

霊長類研究所は、霊長類研究における国内唯一のセンターとして、また国際的な研究拠点と

しての役割を果たしてきた。現在霊長類研究所は、4大部門(進化系統行動神経、社会生態、分

子生理)と、２付属施設(人類進化モデル研究センター、平成 21 年度度創設の国際共同先端研

究センター)から成っており、社会生態学だけではなく、ゲノムや脳やその他の視点から、さ

まざまな実験的研究も推進している。こうした総合的な視点から「人類進化(ホミニゼーショ

ン)」を研究している機関は、国際的にみても類例がない。そうした研究を霊長類以外の動物

に展開するために平成 20 年に野生動物研究センターを発足させた。京都大学霊長類研究所と

野生動物研究センターの研究は、そのカバーする研究領域の広さと総合性において他を凌駕し

ており、現在ならびに将来にわたって、霊長類学のインターナショナルセンターとしての役割

をはたすことが国内外において強く期待されている。こういった研究をさらに発展させ、日本

の霊長類学の世界におけるリーダーシップをより強固にするために、ITP-HOPE プロジェクト

（「人間の進化の霊長類的起源」の研究）がある。これまで心理学、形態学、生態学、行動学、

遺伝学等の各分野でやや拡散気味に独自の進展を遂げてきた研究成果が、「人間性の起源を探

る霊長類学」という学問として再統合され、「人間とは何か」という普遍的な問いに答える様々

な発見や視点を生み出してきた。先端研究拠点 HOPE プログラムで築いてきた欧米 6 協力機関

との連携を保ちつつ、さらに霊長類の生息する発展途上国の現地協力機関を加え、その橋渡し

の役割を担っていこうとしている。 
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４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 
Matsuda I, Tuuga A, Bernard H, Furuichi T. Inter-individual relationships in proboscis monkeys: a  

preliminary comparison with other non-human primates. Primates 53:13-23 (2012). 
Matsuda I, Zhang P, Swedell L, Mori U, Tuuga A, Bernard H, Sueur C. Comparisons of Inter-individual  

Relationships among Non-human Primates Living in Multi-level Social Systems. International  
Journal of Primatology 33:1038-1053 (2012). 

Grueter CC, Matsuda I, Zhang P, Zinner D. Multilevel societies in primates and other mammals:  
Introduction to the special issue. International Journal of Primatology 33:993-1001 (2012). 

Otani Y, Tuuga A, Bernard H, Matsuda I (2012) Opportunistic predation and predation-related events on 
long-tailed macaque and proboscis monkey in Kinabatangan, Sabah, Malaysia. Journal of Tropical 
Biology and Conservation. 9 (2) 214-218 (2012). 

Matsuzawa T (2013) Evolution of the brain and social behavior in chimpanzees. Current opinion in 
Neurobiology. In press 

Matsuzawa T (2012) GRASP in Paris 2012. Pan Africa News, 19(2): 15-16 
Weiss A, King JE. , Inoue-Murayama M, Matsuzawa T, Oswald AJ. (2012) Evidence for a midlife crisis in 

great apes consistent with the U-shape in human well-being. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 109, 19949-19952.  

Carvalho S, Biro D, Cunha E, Hockings KJ. , McGrew WC. , Richmond BG. , Matsuzawa T (2012)  
Chimpanzee carrying behaviour and the origins of human bipedality. Current Biology, 22,  
R180-R181  

Hockings KJ. , Anderson JR. , Matsuzawa T (2012) Socioecological adaptations by chimpanzees, Pan 
troglodytes verus, inhabiting an anthropogenically impacted habitat Animal Behaviour, 83, 801-810 

Hockings KJ. , Humle T, Carvalho S, Matsuzawa T (2012) Chimpanzee interactions with nonhuman 
species in an anthropogenic habitat. Behaviour, 149, 299 – 324  

Koops K, McGrew WC. , Matsuzawa T (2012) Ecology of culture: do environmental factors influence 
foraging tool use in wild chimpanzees, Pan troglodytes verus? Animal Behaviour,  

Koops K, McGrew WC. , Matsuzawa T, Knapp LA. (2012) Terrestrial Nest-Building by Wild Chimpanzees 
(Pan troglodytes): Implications for the tree-to-ground sleep transition in early hominins. American 
Journal Of Physical Anthropology, 148, 351–361  

Koops K, McGrew WC. , Vries Hde , Matsuzawa T (2012) Nest-building by chimpanzees (Pan 
troglodytes verus) at Seringbara, Nimba Mountains: Antipredation, thermoregulation, and 
antivector hypotheses. International Journal of Primatology, 33, 356-380  

Kooriyama T, Okamoto M, Yoshida T, Nishida T, Tsubota T, Saito A, Tomonaga M, Matsuzawa T, Akari H, 
Nishimura H, Miyabe-Nishiwaki T (2012) Epidemiological study of zoonoses derived from humans 
in captive Chimpanzees Primates,  

Ogura T, Matsuzawa T, (2012) Video preference assessment and behavioral management of 
single-caged Japanese macaques (Macaca fuscata) by movie presentation. Journal of Applied 
Animal Welfare Science, 15, 101-112  

４－４．今後の課題・問題点 

平成 24 年度を振り返ってみると、AS-HOPE と呼ぶ姉妹事業とのシナジー効果もあって、基本的には、計

画は順調に推移している。とくに大きな問題点はないと評価した。今後の課題としては、平成 25 年度が

最終年度になるが、取り組むべきものを以下の５つについて指摘したい。第１は、マレーシアでの研究

である。マレー半島側とボルネオとで新しい調査を始めた。これまではボルネオ側だけだった。２つの

地域をいかに融合させてひとつの全体観をもったプロジェクトにするかが問われている。具体的には、

ボルネオ側のダナムバレイで野生オランウータン研究をおこない、半島側で BJ アイランドという湖の島

にオランウータンを放す自然復帰プログラムが順調に推移しており、これらを統合する試みが重要だ。

第２は、ブータンである。平成 25 年度はいよいよ大学間交流協定の締結に到る。王立ブータン大学を中

核としたさらなる交流が必要である。第３は、アフリカの調査である。タンザニアとコンゴとギニアと

いう東・中央・西の拠点を中心に人数的にはまとまった数の調査があるし、事務職員も派遣してマネジ

メント体制の強化を図った。ひじょうに広い大陸の野外研究を、どのように束ねて一体感のある成果と

して出していくかが問われている。第４に、平成 24 年度の成果として、中国雲南省での野外調査に道を

つけた。孫悟空のモデルとなるキンシコウという未知のサルの研究である。これを推進したい。最後に

第 5 として、日独米英仏伊という先進国間の連携である。実験的研究を長期滞在でおこなうものが少な

いので、先進国間の連携は、発展途上国のそれのようには進んでいない。幸い国際センターCICASP が機

能して、欧米の短期の研究者の来訪を受け入れる宿舎や体制が整ったので、今後の発展は期待できる。 
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５．若手研究者の派遣実績（年度を跨いで引き続いて派遣した場合は、全期間について記載すること） 

 

 

派遣先機関 

 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ボッソウ環境研究所 

（ギニア・ボッソウ） 

平成 24 年 10 月 13 日 

～ 

平成 24 年 12 月 19 日 

京都大学野生動物研究センター・ 

助教 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・サバ） 

平成 24 年 6月 16 日 

～ 

平成 24 年 10 月 7 日 

京都大学理学研究科・生物科学専攻・ 

霊長類学･野生動物系・博士課程１年 

カリフォルニア大学 

サンディエゴ校 

（アメリカ・サンディ

エゴ） 

平成 24 年 7月 20 日 

～ 

平成 24 年 9月 26 日 

京都大学理学研究科・生物科学専攻・ 

霊長類学･野生動物系・修士課程２年 

ボッソウ環境研究所 

（ギニア・ボッソウ） 

平成 24 年 4月 10 日 

～ 

平成 24 年 6月 15 日 

京都大学野生動物研究センター・ 

助教 

タンザニア野生動物

研究所 

（タンザニア・ダルエ

スサラーム） 

平成 24 年 5月 30 日 

～ 

平成 24 年 11 月 9 日 

京都大学理学研究科・生物科学専攻・ 

霊長類学･野生動物系・修士課程１年 

生態森林研究センタ

ー 

（コンゴ・マバリ） 

平成 24 年 5月 26 日 

～ 

平成 24 年 11 月 27 日 

京都大学理学研究科・生物科学専攻・ 

霊長類学･野生動物系・修士課程２年 

ムバララ科学技術大

学 

（ウガンダ・ムバラ

ラ） 

平成 24 年 9月 20 日 

～ 

平成 24 年 11 月 19 日 
京都大学霊長類研究所・特定助教 

生態森林研究センタ

ー 

（コンゴ・マバリ） 

平成 24 年 9月 16 日 

～ 

平成 24 年 11 月 29 日 
京都大学霊長類研究所・特定助教 

生態森林研究センタ

ー 

（コンゴ・マバリ） 

平成 24 年 5月 26 日 

～ 

平成 24 年 8月 20 日 
京都大学霊長類研究所・研究員 

タンザニア野生動物

研究所 

（タンザニア・ダルエ

スサラーム） 

平成 24 年 5月 21 日 

～ 

平成 24 年 11 月 1 日 

京都大学野生動物研究センター・ 

研究員 
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６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

タンザニア野生動物研究

所（タンザニア・ダルエ

スサラーム） 

平成 24 年 8月 17 日 

～ 

平成 24 年 8月 26 日 
野生動物研究センター・技術職員 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・コタキナ

バル） 

平成 24 年 11 月 19 日 

～ 

平成 24 年 11 月 27 日 
霊長類研究所・事務長 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・コタキナ

バル） 

平成 24 年 11 月 19 日 

～ 

平成 24 年 11 月 27 日 
霊長類研究所・研究助成掛長 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・コタキナ

バル） 

平成 24 年 11 月 19 日 

～ 

平成 24 年 11 月 27 日 
霊長類研究所・技術職員 

カリフォルニア大学 

サンディエゴ校 

（米国・サンディエゴ） 

平成 24 年 11 月 16 日 

～ 

平成 24 年 11 月 29 日 
霊長類研究所・特定教授 

国立台湾大学生態学與演

化生物学研究所 

（台湾・台北） 

平成 24 年 12 月 21 日 

～ 

平成 24 年 12 月 30 日 
霊長類研究所・客員教授 

ハーバード大学 

（米国・ケンブリッジ） 

 

平成 25 年 2月 13 日 

～ 

平成 25 年 2月 21 日 
霊長類研究所・教授 

マレーシア科学大学 

（マレーシア・ぺナン） 

平成 25 年 3月 3日 

～ 

平成 25 年 3月 9日 
霊長類研究所・教授 

雲南財経大学 

（中国・雲南） 

平成 25 年 3月 23 日 

～ 

平成 25 年 3月 27 日 
霊長類研究所・教授 

カリフォルニア大学 

サンディエゴ校 

（米国・サンディエゴ） 

平成 25 年 3月 14 日 

～ 

平成 25 年 3月 28 日 

（平成 25 年 3月 15

日、3月 23 日は別経

費） 

霊長類研究所・特定教授 

国立台湾大学生態学與演

化生物学研究所 

（台湾・台北） 

平成 25 年 2月 23 日 

～ 

平成 25 年 3月 5日 
霊長類研究所・客員教授 

ラオス国立ナショナル大

学（ラオス・ビエンチャ

ン） 

平成 25 年 3月 24 日 

～ 

平成 25 年 3月 30 日 
野生動物研究センター・准教授 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・コタキナ

バル） 

平成 25 年 3月 11 日 

～ 

平成 25 年 3月 18 日 
野生動物研究センター・准教授 
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７．海外パートナー機関からの受入実績 

 

 

主たる受入先 

 

受入期間 

 

所属・職名等 

 京都大学 

霊長類研究所 
H24.4.22～

H24.4.28 

ケンブリッジ大学・研究員 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.4.22～

H24.4.28 

ケンブリッジ大学・研究員 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.6.15～

H24.7.15 

ボゴール農科大学・講師 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.6.15～

H24.7.15 

ボゴール農科大学・大学院生 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.9.23～

H24.10.1 

ブータン王立大学・Director 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.9.23～

H24.10.1 

ブータン王立大学・ 

Dean Acamemic Affairs 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.9.23～

H24.10.1 

ブータン王立大学・ 

Director 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.10.23～

H24.11.17 

ボッソウ環境研究所・ 

リサーチアソシエイト 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.10.22～

H24.11.17 

生態森林研究センター・ 

研究部長 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.10.23～

H24.11.3 

ボッソウ環境研究所・ 

所長 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.9.23～

H24.10.1 

ブータン王立大学・ 

Vice Chancellor 

京都大学 

霊長類研究所 
H24.9.29～

H24.10.17 

ボゴール農科大学・ 

大学院生 

京都大学 

霊長類研究所 
H25.1.26～

H25.2.14 

ボゴール農科大学・ 

講師 

京都大学 

霊長類研究所 
H25.1.26～

H25.2.14 

ボゴール農科大学・ 

大学院生 

京都大学 

霊長類研究所 
H25.1.27～

H25.2.17 

チュラロンコーン大学・ 

大学院生 

京都大学 

霊長類研究所 
H25.2.23～

H25.3.3 

ブータン王立大学・Dean 

京都大学 

霊長類研究所 
H25.2.23～

H25.3.3 

ブータン王立大学・Dean 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 

日本で開催する国際ワークショップ：長期野外研究 

 霊長類およびその他の野生動物の長期調査のマネジメント 

（Workshop: Long-term Field Studies） 

開 催 期 間 平成 24 年 4月 25 日 ～ 平成 24 年 4 月 27 日（3日間） 

開 催 地 犬山（霊長類研究所）と京都（野生動物研究センター） 

日
本
側
責
任
者

氏 名 松沢哲郎 

所属機関・職名 京都大学霊長類研究所・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Tetsuro Matsuzawa 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Kyoto university, Primate Research Institute, Kyoto University 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

「長期野外研究」国際ワークショップを開催した。これは、オックスフォード大学やケンブ

リッジ大学など欧米若手チンパンジー研究者5 名を中心にした集いである（来日費用は別途

資金）。チンパンジーの長期野外調査の拠点であり、本事業での若手研究者の派遣先でもあ

る西アフリカのギニアのボッソウ・ニンバについてのワークショップである。英国のオック

スフォード大学のドラ･ビロ、ケンブリッジ大学のスザーナ・カルバーリョとカット・クープ

ス、ケント大学のタチアナ・ハムル、ポルトガルのニューリスボン大学のキム・ホッキング

スがの5名が参加した。日本からは、松沢哲郎、山越言、平田聡、森村成樹、藤澤道子、山本

真也らである。（太字はＩＴＰ－ＨＯＰＥ事業平成24年度の派遣者） 
 

【成果】 

 

1976 年から継続しているボッソウの研究に加えて、2003 年からニンバ山でのほぼ通年の研究

体制が整ってきた。その一方で、チンパンジーが村人とくに子どもを襲う事件などが頻発し

ており、今後の研究体制のあり方について討議した。その結果、１、近づきすぎない。２、

観察時間を短くする。３、観察する人数を制限する。以上のような方法で、人馴れの防止

（dehabituation）をすすめることで合意した。また、平成 25 年 12 月の協定書の改訂に向け

て、新たな研究組織の構築を図ることでも合意した。なお、12 月に予定されている国際高等

研究所の国際シンポジウムに向けて、ボッソウ・ニンバの若手研究者の代表として、オック

スフォード大学のドラ・ビロ博士に登壇を促すことになった。 

 

＊その他、参加者リスト（様式は任意。本会経費負担者には印を付けること）、日程等、セミナー関連資

料があれば添付すること 
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企 画 名 
国際ワークショップ：ダナムバレイのオランウータン 

（Workshop: Orangutans in Danum Valley） 

開 催 期 間 平成 24 年 11 月 23 日 ～ 平成 24 年 11 月 24 日（2日間） 

開 催 地 マレーシア・ダナムバレイ 

日
本
側
責
任
者

氏 名 友永雅己 

所属機関・職名 京都大学霊長類研究所・准教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Masaki Tomonaga 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Kyoto University, Primate Research Institute, Associate professor 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

平成23 年度はボルネオのマリオベイズン・フィールドセンターとインバクキャニオ

ン・フィールドセンターの活用をさぐる国際ワークショップだった。平成24 年度は、

引き続きマレーシアに焦点を当てて、ダナムバレイでのミニワークショップを企画 

した。時期としては現地対応機関であるマレーシア・サバ大学との調整を経て 8 月を

計画していたが、11 月に延期して実施した。野生動物研究センターが平成 21 年に建

設したダナムバレイの調査小屋があり、そこを拠点にしたオランウータンの継続調査

が続いている。また、シベットについても新たに研究が始まった。そうした研究の進

捗状況を、友永雅己らが学生を引率して見聞してきた。なお事務職員と技術職員をそ

れに同行させた。現地でのマレーシア側との交流のミニワークショップをもった。 
 

 

【成果】 

 

マレーシアとくにボルネオでの保全研究における連携が軌道に乗った。別途資金（Ａ

Ｓ－ＨＯＰＥ事業）での若手研究者の派遣であり、事務職員・技術職員については本

経費をもちいて、シナジー効果のある国際集会だった。これで 3 年連続して、友永が

引率した若手研究者のボルネオ経験が蓄積され将来の長期野外研究への地固めができ

たといえる。 
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企 画 名 
日本で開催する国際ワークショップ:人間の心の進化的起源 

（Workshop: Evolutionary Origins of Human Mind） 

開 催 期 間 平成 24 年 12 月 3日 ～ 平成 24 年 12 月 8日（6日間） 

開 催 地 新祝園（国際高等研究所）と東京（東京大学伊藤学術ホール） 

日
本
側
責
任
者 

氏 名 松沢哲郎 

所属機関・職名 京都大学霊長類研究所・教授 

（
※
日
本
以
外
で

 

開
催
の
場
合
）

開

催

責

任

者

氏 名 

（ 英 文 ） 
Tetsuro Matsuzawa 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Kyoto University, Primate Research Institute 

概要及び成果 

【概要】 

（共同企画の目的、本会経費により参加した参加者の役割や貢献についても示してください） 

 

「人間の心の進化的起源」国際カンファレンスを開催した（国際高等研究所との共同

開催で別途費用）。これは、人間そのものに焦点をあてた集いで、前年度の国際意識

科学会に連動すると位置付けたものである。外国人10名、日本人10名を招待講演者と

した、おおがかりな事業である。霊長類学を中心に、認知科学、神経科学、行動学、

認知ロボティクスの研究者が結集した。国際高等研究所でクローズドのすなわち出席

者だけの集会をした。そこには若手研究者のポスター発表を公募して30件あまりの厳

選された参加があった。なお、その後、東京に移動して、東京大学の伊藤学術ホール

で、一般向けの講演会をおこなった。ＩＴＰ－ＨＯＰＥで長期派遣した若手研究者は、

主にポスター発表や、聴衆の側にまわり、彼らより一段すでに国際的に著名な業績を

あげたものが話題提供者になった。なお、高名な霊長類学者であるフランス・ドゥバ

ールなどの参加があって、ひじょうに注目された、学術的にも価値の高い集会になっ

た。 

 
【成果】 

 

霊長類学や野生動物研究の成果を、他の学問すなわち認知科学や神経科学や認知ロボ

ティクスといったものと対等な立場で意見交換できた。すべてが英語の発表で、すべ

てが英語の討論で、世界標準でいってもきわめて高いレベルの国際会議になった。そ

ういうものを若手研究者がまのあたりにできたのが成果である。なお、当初の招聘予

定者のジアコーマ・リゾラティの急遽欠席にともない、若手ポスター発表者の最優秀

者 2 名に口頭発表の機会を与えた。これがたいへん好評だった。今後の国際集会にお

いて、若手研究者を育成する手法として活用できると確信した。全体的にみて、①異

なる学術分野、②老壮青を組み合わせ、③長い話題提供とみなで囲むポスター、とい

た異なる視点をうまく盛り込むことで、きわめて刺激的な国際会議ができることも証

明された。ＨＯＰＥ事業における欧米先進国の連携という意味では画期的な集会にな

ったといえるだろう。 

 


