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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 

 

専攻等名（和文）  

  理学研究科生物科学専攻 

 

 

(英文)  

 Division of Biological Science, Graduate School of Science 

 

 

【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。） 

機関名 （和文）                            

 

 

（英文） 
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専攻等名（和文）  

 

 

  

(英文)  

 

 

 

【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）  

  

  

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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(英文)  

  

 

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)  

  

専攻等名（和文）  

  

  

(英文)  

  

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 

機関名 （和文）  

 国立アマゾン研究所 

(英文)  

National Institute for Amazonian Research 

機関名 （和文）  

 ノースイーストオハイオメディカル大学 
(英文)  

Northeast Ohio Medical University 
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専攻等名（和文）  

 生態学センター 

  

(英文)  

 Centre for Ecological Sciences 

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）  

 インド科学大学院大学 
(英文)  

Indian Institute of Science 

機関名 （和文）  

 リンカーンパーク動物園 

(英文)  

Lincoln Park Zoo 

機関名 （和文）  

 スミソニアン保全生物研究所 
(英文)  

Smithsonian Conservation Biology Institute 

機関名 （和文）  

 アデレード大学環境研究所 

(英文)  

the University of Adelaide, Environment Institute 
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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２５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 12 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京都大学に発足させた。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 25年度の事業目標達成状況としては、おおむね満足のいくものだったといえるだろう。具体的に

は、研究機関交流教育プログラムと、共同野外調査プログラムと、共同企画実施の国際ワークショップの開催

を予定通りに実施できた。 

「研究機関交流教育プログラム」では、若手研究者が欧米のパートナー機関に滞在し、著名な研究者の指導

を受けつつ共同研究をおこなった。若森をタイのチュラロンコン大学に派遣し形態学の面での研究を進めた。竹

下サユリが新世界ザルの研究をおこない性ホルモンの測定の新しい技術を身に着けた。古橋（炭谷）がラッコ

の予備的研究をおこなった。 

「共同野外調査プログラム」では、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った。マレーシア・サバ大学を連携相手として、リナータ・メンドーサがボルネ

オの野生オランウータンの親子関係の調査のため 2回渡航した。田和は、マレーバクの調査を継続した。アフリ

カでの野外調査としては、寺田佐恵子とシンシア・ガライの 2名が野生ボノボの行動生態の観察研究をした。飯

田がウガラの哺乳動物相の研究をした。仲澤は、サバンナの哺乳動物相とくにネコ科の中大型動物の研究を

昨年度に引き続いて実施した。森村は、トラップカメラを導入してチンパンジーの自動無人撮影に成功した。小

林は、アマゾンの動物相の研究をした。澤栗はインドのドール（イヌ科動物）の野外調査をした。 

「共同企画実施の国際ワークショップ」では、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。平成 25年度は、5月にブータン王立大学との連携で、ブータンの首都ティンプーで国

際集会を企画した。9 月に、ケンブリッジ大学等の国外の連携先から研究者が来日して、京都で国際シンポジ

ウムを開催した。人間の考古学と霊長類学の合体から、人間以外の霊長類も対象に含めた「霊長類考古学」を

新たに展望することができた。 

なお、以上の事業を下支えするものとして、技術職員の前田典彦をタンザニアに派遣した。教職員ならびに

学生等が一体となった推進体制を構築することで、ＩＴＰ－ＨＯＰＥ事業としての最終年度を飾ることができた。 
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３．平成２５年度 年度事業実施概要 

 

若手研究者を長期の野外調査に派遣し、霊長類学と野生動物研究を推進した。本事業は、ＩＴＰ－HOPE 事

業と称する。これは「人間の進化の霊長類的起源」を意味する英文の頭文字をとった命名だ。人間を含む動物

群である霊長類の研究と、霊長類以外のとくに絶滅の危惧される野生動物の研究をカップリングすることで、大

きな相乗効果を期待した。平成 25 年度の事業目標として、平成 21-24 年度の過年度の成果を踏まえて、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を目標とした。具体的には、研究機関交流教育プログラムと、共同野外調査プログ

ラムと、共同企画実施の国際ワークショップの開催である。以下、個別に、平成 25年度の実施概要を述べる。 

(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、著名な研究者の指導を受けつつ共同研究をおこなう。具体

的には、化石の資料解析や、標本資料の研究である。 

 具体的には、若森をタイのチュラロンコン大学に派遣し形態学の面での研究を進めた。岸田をアメリカのノー

スイーストオハイオメディカル大学に派遣しゲノム解析の視点からの哺乳類の感覚器の進化を研究させる予定

だったが就職のため順延した。なお、カリフォルニア大学サンディエゴ校を拠点にしてスミソニアンで、研究分担

者のフレッド・ベルコビッチ教授の指導のもと、竹下サユリが新世界ザルの研究をおこない性ホルモンの測定の

新しい技術を身に着けた。古橋（炭谷）が幸島教授の指導のもとラッコの予備的研究をおこなった。 

(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、ボルネオやアフリカやアマゾンなどで、長期の野外調査をおこなってきた。本年度も、マレーシ

アのボルネオやアフリカのギニアで調査を継続した。 

 具体的には、マレーシア・サバ大学を連携相手として、リナータ・メンドーサがボルネオの野生オランウータン

の親子関係の調査をした。2 回渡航した。田和は、半島側のマレーシアで、マレーシア科学大学の協力を得て、

マレーバクの調査を継続した。アフリカでの野外調査としては、コンゴ民主共和国の生態森林研究センターを連

携先として、寺田佐恵子とシンシア・ガライの 2 名が野生ボノボの行動生態の観察研究をした。タンザニアで

は、同国の野生動物研究所を連携先として、飯田がウガラの哺乳動物相の研究をした。この飯田の調査は、本

年で 5 年目になる。つまりＩＴＰ－ＨＯＰＥの一期生として、修士 1 年から博士終了までの 5 年間を、このプログラ

ムによって派遣され続けたことになる。仲澤は、サバンナの哺乳動物相とくにネコ科の中大型動物の研究を昨

年度に引き続いて実施した。森村は、ギニアの野生チンパンジーとその生息地の保全研究を実施した。新機軸

としてトラップカメラを導入して自動無人撮影に成功した。小林は、ブラジル・マナウスの国立アマゾン研究所で

アマゾンの動物相の研究をした。澤栗はインドのバンガロールでドール（イヌ科動物）の野外調査をした。フレッ

ド・ベルコビッチはカリフォルニア大学サンディエゴ校と、デイビッド・ヒルはオーストラリアで、松沢は雲南省のキ

ンシコウを対象にした共同野外調査を実施した。 

(3) 「共同企画実施の国際ワークショップ」： 

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。これまで、国内開

催と平行して、タイ、ドイツ、マレーシア、ブータン等で国際ワークショップを開催してきた。平成 25 年度は、5 月

3-5 日にブータン王立大学との連携で、ブータンの首都ティンプーで国際集会を企画した。もうひとつは、9 月

23-27 日に、ケンブリッジ大学等の国外の連携先から研究者が来日して、京都で国際シンポジウムを開催し

た。テーマは、霊長類考古学である。人間の進化を考えるうえで、道具の発展は欠かせない。道具のなかでも

とくに石器に焦点をあてる。なぜならホモ属の出現と石器製作の技術の進展（石器をつくるための石器の出現）

が同期しているからである。人間の考古学と霊長類学の合体から、人間以外の霊長類も対象に含めた「霊長

類考古学」を新たに展望することができた。 

なお、以上の事業を下支えするものとして、事務職員ならびに技術職員の現地派遣を、これまでの年度と同

様に企画した。具体的には技術職員の前田典彦をタンザニアに派遣した。教職員ならびに学生等が一体となっ

た推進体制を構築することで、ＩＴＰ－ＨＯＰＥ事業としての最終年度を飾るにふさわしいものになった。 
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４．平成２５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 

「研究機関交流教育プログラム」により、若手研究者が欧米のパートナー機関に滞在し、著名な研究者の指導

を受けつつ共同研究をおこなうこととした。具体的には、若森をタイのチュラロンコン大学に派遣し形態学の面

での研究を進めた。竹下サユリがアメリカで新世界ザルの研究をおこない性ホルモンの測定の新しい技術を身

に着けた。古橋（炭谷）が幸島教授の指導のもとラッコの予備的研究をおこなった。「共同野外調査プログラム」

により、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

こなうこととした。具体的には、マレーシア・サバ大学を連携相手としてリナータ・メンドーサが調査をした。田和

は、マレーシア科学大学の協力を得て調査を継続した。アフリカでの野外調査としては、コンゴ民主共和国の生

態森林研究センターを連携先として、野生ボノボの行動生態の観察研究をした。タンザニアでは、同国の野生

動物研究所を連携先として、飯田と仲澤が調査を実施した。ギニアでは、森村が生息地の保全研究を実施し

た。ブラジルでは、マナウスの国立アマゾン研究所で小林が研究をした。インドでは、澤栗が野外調査をした。

ほかに、カリフォルニア大学サンディエゴ校や、オーストラリアや雲南省の共同野外調査を実施した。また、「共

同企画実施の国際ワークショップ」を2件実施した。これらにより、アマゾン、コンゴ盆地、ボルネオの世界の３大

熱帯林を調査地にして、北の欧米諸国と南の発展途上国をむすぶ若手研究者育成のネットワークができた。 

 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

共同研究の国際集会の実施を通じて、海外パートナー機関との協力体制を構築した。第１に、「京都大

学ブータン友好プログラム」による、ブータン王立大学との連携記念国際ワークショップである。開催

時期：平成 25年 5月 3-5日。開催場所：ブータン国の首都ティンプーのブータン王立大学。参加者規模：

日本人８名、ブータン人約 20 名。平成 22 年度から、霊長類研究所が中核となってブータン友好プログ

ラムを推進してきた。すでに２年半のあいだに 10 次の派遣をおこない 71 名の教職員学生等がブータン

を経験した。一方で２次の招聘をおこない 12人のブータン側の研究者を招いた。そうした連携の先に、

平成 25年度の大きな一歩として、京都大学とブータン王立大学とのあいだでＭｏＵ協定書を結ぶことが

できた。ブータンはＧＮＨすなわち国民総幸福の提唱で知られたヒマラヤの小国である。５つのテーマ、

健康・文化・生態系・安心安全・相互交流について、双方の研究者から話題提供して、今後の交流計画

を策定した。運営組織としては、京大側は、三嶋理晃副学長を代表とする派遣団８名で、ブータン側は

ブータン王立大学のペマ・ティンレイ副学長を代表とする組織が運営にあたった。 

第２に、「霊長類考古学」と題した英国ケンブリッジ大学等との国際連携ワークショップである。開催

時期：平成 25年 9月 23-27 日。開催場所：京都大学吉田泉殿。参加者規模：英国ケンブリッジ大学の研

究者ら外国人 12名、日本人 8 名。ＩＴＰ－ＨＯＰＥ事業は平成 21年度からの 5 年間の計画で、平成 25

年度が最終年度にあたる。そもそもＨＯＰＥ事業は、英文の事業名“Primate Origins of Human Evolution”

の頭文字のアナグラム（順番を入れ替えたもの）である。すなわち「人間の進化の霊長類的起源」の解

明をめざした研究である。人間の進化にとって最大のエポックは、ホモ属の出現である。つまりわれわ

れ自身、ホモ・サピエンスだが、その人類の系統が出現したのはおよそ２５０万年前のアフリカ東部の

大地溝帯である。そこから化石人類が出土する。ホモ属の特徴は石器を作る技術である。つまり石器と

人間の進化には深い関係がある。ケニアからタンザニアにかけての地域において、ここではオルドバイ

峡谷やツルカナ湖畔で、圧倒的な質と量を誇る、欧米主導の発掘調査がおこなわれてきた。ところが、

霊長類学から思わぬ発見があった。人間以外のサル類が石器を使うのだ。はじめはチンパンジーで見つ

かり、それがカニクイザルやオマキザルでも見つかった。霊長類学考古学という新しい学問分野が生ま

れようとしている。今回は、英国とスペインがホスト国となって別途予算で、英国のケンブリッジ大学

やオックスフォード大学の学者など 12名を日本に送り込んできた。この共同体制の構築の一環として、

オルドバイ峡谷から出土した石器の素材となる石を日本に運びいれ、実際にチンパンジーが使うという

実験を、野生動物研究センターの熊本サンクチュアリで実施した。こうした霊長類考古学の実証データ

にもとづいて、研究者のあいだで白熱した討論をおこなった。そこに若手研究者が主体的に関与するこ

とで、まったく新しい学問としての霊長類考古学の誕生が予見された。日本側の主たる研究者は松沢哲

郎･平田聡・林美里、外国側は英国ケンブリッジ大学、ロンドン大学ならびにスペインを拠点とするイグ

ナチオ博士らのグループ、フランスのロシュ博士らのグループ、イタリアのエリザベタ・ビサルベルギ

博士らのグループ、米国のドロシー･フラゲージー博士らのグループである。こうして、日英仏米にスペ

インとイタリアを加えた６か国の連携体制が構築された。 
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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。） 

 

Iida, E., Idani, G., Ogawa, H. (2013) Mammalian fauna of the miombo forest in the Ugalla area,  

Western Tanzania. African Study Monographs, 33(4), 253-270. 
 

Nakazawa, N., Hanamura, S., Inoue, E., Nakatsukasa, M., and Nakamura, M. (2013) A leopard ate a  

chimpanzee: First evidence from East Africa.  Journal of Human Evolution, 65(3), 334-337. 

 

Takeshita, R.S.C., Huffman, M., Bercovitch, F., Mouri, K., and Shimizu, K. (2013) The influence of  

age and season on fecal dehydroepiandrosterone-sulfate (DHEAS) concentrations in Japanese 

macaques (Macaca fuscata).  General and Comparative Endocrinology, 191, 39-43.  

 

 

４－４．今後の課題・問題点 

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）として、平成 21‐25年度の 5年間にわたって、

若手研究者を長期の野外調査に派遣することができた。それによって、霊長類学と野生動物研究を格段に推

進することができたと確信する。 

本事業は、ＩＴＰ－HOPE 事業と称する。「人間の進化の霊長類的起源」を意味する英文の頭文字をとった命

名である。人間を含む動物群である霊長類の研究と、霊長類以外のとくに絶滅の危惧される野生動物の研究

をカップリングすることで、大きな相乗効果があった。独仏英米など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・南米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した。 

(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、著名な研究者の指導を

受けつつ共同研究をおこなう。具体的には、化石の資料解析や、ゲノム研究の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、ボルネオやアフリカやアマゾンなどで、長期の野外調査をおこな

った。またチンパンジーやボノボやオランウータンといった霊長類に加えて、ヒョウやハイラックスやシベットやイ

ルカやキリンを対象とした、霊長類以外の野生動物の研究も進展した。特に絶滅の危惧される大型哺乳類に焦

点をあてた野外調査である。 

(3) 「国際ワークショップ」：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。具体的には、国内開催と平行して、タイ、ドイツ、マレーシア、ブータン等で国際ワークショップを開催した。 

これらのプログラムの実施を通して、海外を舞台として活躍できる次世代の若手研究者を育成することができ

たと評価できる。なお、霊長類研究所（PRI）は、2009 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）」を発足させた。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 2008年 4月に創

立した野生動物研究センター（WRC）がある。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。平成 24年度までの事業目標達成状況としては、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 と呼ぶ日本学術振興会の別途資金での 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。とくに、マレーシ

アのダナムバレイでの長期継続調査と、インドのデカン高原の野外調査と、ブラジルのアマゾンでの野外研究の

端緒が開かれた。従来のアフリカの霊長類研究を補完する重要な野外調査である。 

第３は、国際集会の開催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。 

そうした成果をもとに、日本学術振興会の事業である博士課程リーディング大学院プログラムへの応募が可

能になった。オンリーワン型の京都大学「霊長類学・ワイルドライフサイエンス」リーディング大学院（Ｕ０４）であ

る。今後の課題は、こうして若手インターナショナルプログラム（ＩＴＰ）で育成してきたものを、いかにリーディング

大学院に接続し、社会の要請する 3 つの出口に向けた人材育成をすることである。すなわち国連等の国際機関

で保全に尽くす、動物園・水族館・博物館の博士学芸員になる、そして一国に長い歳月をかけてアウトリーチする

人材の育成である。ＨＰを参照されたい。 http://www.wildlife-science.org/index.html 
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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 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・サバ） 

平成 25年 4月 15日 

～ 

平成 25年 7月 14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 

生態森林研究センター 

（コンゴ民主・マバリ） 

および 

エコル・ノルマル 

・シュペリュール 

（フランス・パリ） 

平成 26年 1月 8日 

～ 

平成 26年 3月 10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２年 

生態森林研究センター 

（コンゴ民主・マバリ） 

平成 25年 5月 4日 

～ 

平成 25年 11月 18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 

国立アマゾン研究所 

（ブラジル・マナウス） 

平成 26年 1月 13日 

～ 

平成 26年 3月 20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 

チュラロンコン大学 

（タイ・バンコク） 

平成 26年 1月 29日 

～ 

平成 26年 3月 29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 

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 25年 6月 5日 

～ 

平成 25年 8月 5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３年 

マレーシア科学大学 

（マレーシア・ペナン） 

平成 25年 8月 19日 

～ 

平成 25年 10月 19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 

インド科学大学院大学生態学

センター 

（インド・バンガロール） 

平成 25年 6月 27日 

～ 

平成 26年 2月 3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２年 

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 25年 6月 8日 

～ 

平成 25年 9月 8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 

スミソニアン保全生物研究所 

（米国・ワシントン） 

平成 25年 9月 4日 

～ 

平成 25年 12月 8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 26年 1月 2日 

～ 

平成 26年 3月 10日 

京都大学野生動物研究センター・ 

特定助教 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア・サバ） 

平成 25年 9月 4日 

～ 

平成 25年 12月 12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 

（米国・サンディエゴ） 

平成 26年 1月 10月 

～ 

平成 26年 3月 20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 

 



    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２５年度実施報告書 

（平成２５年度） 

13 

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 

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 11月 25日 

～ 

平成 25年 12月 7日 

霊長類研究所・特定教授 

アデレード大学環境研究所

（オーストラリア・アデレー

ド） 

平成 25年 10月 25日 

～ 

平成 25年 11月 7日 

霊長類研究所・客員教授 

雲南財経大学 

（中国・昆明） 

平成 26年 2月 18日 

～ 

平成 26年 3月 5日 

霊長類研究所・教授 

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 25年 8月 22日 

～ 

平成 25年 8月 31日 

霊長類研究所・技術専門職員 
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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 

2013/4/3～ 

2013/5/10 

エコル・ノルマル・シュペリュール・大学

院生 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/5/17～ 

2013/5/24 
リンカーンパーク動物園・Director 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/5/22～ 

2013/5/30 
ブータン王立大学・部長補佐 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/5/22～ 

2013/5/30 
ブータン王立大学・Chief Planing Officer 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/5/22～ 

2013/5/30 
ブータン王立大学・Chief Planing Officer 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/7/1～ 

2013/9/9 

エコル・ノルマル・シュペリュール・大学

院生 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/9/23～ 

2013/10/4 
ケンブリッジ大学・研究員 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/9/30～ 

2013/12/25 

エコル・ノルマル・シュペリュール・大学

院生 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/9/2～ 

2013/11/30 

マ レ ー シ ア ・ サ バ 大 学 ・ Associate 

Professor 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/9/22～ 

2013/10/4 
ハーバード大学・Associate Professor 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/17～ 

2013/11/28 

エコル・ノルマル・シュペリュール・

Pos-doc Researcher 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/18～ 

2013/10/22 

チュラロンコン大学・教授 研究センター

所長 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/18～ 

2013/10/22 
チュラロンコン大学・准教授 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/18～ 

2013/10/22 
チュラロンコン大学・准教授 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/18～ 

2013/11/16 
チュラロンコン大学・技術職員（獣医） 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/18～ 

2013/11/16 
チュラロンコン大学・技術職員（獣医） 
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京都大学 

霊長類研究所 

2013/10/23～ 

2013/10/30 
リンカーンパーク動物園・飼育員 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/4～ 

2013/11/11 
広西師範大学・Assistant Professor 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/4～ 

2013/11/11 
広西師範大学・Graduate Student  

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/11～ 

2013/11/24 
ボゴール農科大学・講師 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/11～ 

2013/11/24 

ボ ゴール農科大学 ・ undergraduate 

student 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/29～ 

2013/12/4 

マックスプランク進化人類学研究所・

Pos-doc Researcher 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/29～ 

2013/12/4 

マックスプランク進化人類学研究所・

Pos-doc Researcher 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/11/30～ 

2013/12/16 

エコル・ノルマル・シュペリュール・特別

研究員 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/12/12～ 

2013/12/26 

ブータン王立大学・Head of PCR & 

Serology/Virology Unit 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/12/12～ 

2013/12/26 

ブータン王立大学・Senior Biodiversity 

Officer 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/12/18～ 

2014/12/17 

チュラロンコン大学・Graduate Student 

（D3） 

京都大学 

霊長類研究所 

2013/12/18～ 

2014/3/17 

チュラロンコン大学・Graduate Student 

（M2）  

京都大学 

霊長類研究所 

2014/3/5～ 

2014/3/10 
マレーシア・サバ大学・Senior Lecturer 

京都大学 

霊長類研究所 

2014/3/4～ 

2014/3/9 

エコル・ノルマル・シュペリュール・大学

院生（M2） 

京都大学 

霊長類研究所 

2014/3/6～ 

2014/3/11 

マ レ ー シ ア 科 学 大 学 ・ Associate 

Professor 

京都大学 

霊長類研究所 

2014/3/5～ 

2014/3/9 
マレーシア・サバ大学・Director 

京都大学 

霊長類研究所 

2014/3/4～ 

2014/3/10 

エコル・ノルマル・シュペリュール・大学

院生（M1） 
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８．共同企画実施状況 

 

企 画 名 
京都大学・ブータン王立大学・連携記念国際ワークショップ 

開 催 期 間 平成２５年 ５月 ３日 ～ 平成２５年 ５月 ５日（３日間） 

開 催 地 ブータンの首都ティンプー 

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 ） 
Dasho Pema Thinley 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Royal University of Bhutan, Vice Chancellor 

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） 

 

「京都大学ブータン友好プログラム」KU-Bhutan による、ブータン王立大学との連携記念国際ワーク

ショップである。経過としては平成 22 年度から、霊長類研究所が中核となって京都大学ブータン友好

プログラムを推進してきた。ブータンはＧＮＨすなわち国民総幸福の提唱で知られたヒマラヤの小国で

ある。緯度は沖縄くらいで、面積は九州くらいだが、奥行き 200 ㎞のところに標高 7500ｍまでの垂直

分布がある。生物多様性に富んだ自然をもっている。すでに 2010年から２年半のあいだに 10次の派遣

をおこない 71名の教職員学生等がブータンを経験した。一方で２次の招聘をおこない 12 人のブータン

側の研究者を招いた。そうした連携の先に、平成 25 年度の大きな成果として、京都大学とブータン王

立大学とのあいだで連携協定書ＭｏＵを結ぶことを主目的とした。 

 

【成果】 

 

開催時期：平成 25 年 5 月 3-5 日。開催場所：ブータン国の首都ティンプーのブータン王立大学。参

加者規模：日本人８名、ブータン人約 20 名。運営組織としては、京大側は、三嶋理晃副学長を代表と

する派遣団８名で、ブータン側はブータン王立大学のペマ・ティンレイ副学長を代表とする組織が運営

にあたった。５つのテーマ、健康・文化・生態系・安心安全・相互交流について、双方の研究者から話

題提供して、今後の交流計画を策定することができた。 

平成 25 年度には、ブータンとの交流が契機になって「ヒマラヤ学誌」をオープンアクセス化した。

1990 年創刊の雑誌だが紙媒体だけだった。ＰＤＦでだれでも無料で読めるようになった。オンライン

ジャーナルに近い存在である。これでブータンとの学術交流は飛躍的に発展するだろう。以下のサイト

を参照されたい。 

http://www.kyoto-bhutan.org/ja/Himalayan/index.html 
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企 画 名 
霊長類考古学（Primate Archaeology） 

開 催 期 間 平成 25年 9月 23日 ～ 平成 25年 9月 27日（5 日間） 

開 催 地 京都大学吉田泉殿、京都 

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 ） 
 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
 

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） 

「霊長類考古学」と題した英国ケンブリッジ大学等との国際連携ワークショップである。開催時期：

平成 25年 9月 23-27 日。開催場所：京都大学吉田泉殿。 

ＩＴＰ－ＨＯＰＥ事業は平成 21年度からの 5年間の計画で、平成 25年度が最終年度にあたる。そも

そもＨＯＰＥ事業は、英文の事業名“Primate Origins of Human Evolution”の頭文字のアナグラム（順

番を入れ替えたもの）である。すなわち「人間の進化の霊長類的起源」の解明をめざした研究である。 

人間の進化にとって最大のエポックは、ホモ属の出現である。つまりわれわれ自身、ホモ・サピエン

スだが、その人類の系統が出現したのはおよそ２５０万年前のアフリカ東部の大地溝帯である。そこか

ら化石人類が出土する。ホモ属の特徴は石器を作る技術である。つまり石器と人間の進化には深い関係

がある。ケニアからタンザニアにかけての地域において、ここではオルドバイ峡谷やツルカナ湖畔で、

圧倒的な質と量を誇る、欧米主導の発掘調査がおこなわれてきた。日本の出る幕などない。 

ところが、霊長類学から思わぬ発見があった。人間以外のサル類が石器を使うのだ。はじめはチンパ

ンジーで見つかり、それがカニクイザルやオマキザルでも見つかった。霊長類学考古学という新しい学

問分野が生まれようとしている。そこで、関連研究者が一堂に会して、最新の成果を持ち寄って自由に

討議することとを目的とした。 

【成果】 

参加者規模：英国ケンブリッジ大学の研究者ら外国人 12 名、日本人 8 名。今回は、英国とスペイン

がホスト国となって別途予算で、英国のケンブリッジ大学やオックスフォード大学の学者など 12 名を

日本に送り込んできた。 

かれらのねらいは、化石人類が使った石器を、チンパンジーがどのように実際に使うかを試すとい

う具体的な実験計画にある。この共同体制の構築の一環として、オルドバイ峡谷から出土した石器の

素材となる石を日本に運びいれ、実際にチンパンジーが使うという実験を、野生動物研究センターの

熊本サンクチュアリで平田聡らが実施した。こうした霊長類考古学の実証データにもとづいて、今回

の国際セミナーにおいて分野の異なる研究者のあいだで白熱した討論をおこなった。そこに若手研究

者が主体的に関与することで、まったく新しい学問としての霊長類考古学の誕生が予見された。 

運営組織は、日本側の主たる研究者は松沢哲郎･平田聡・林美里、外国側は英国ケンブリッジ大学の

ウィリアム・マグルーを仲介者とする、ロンドン大学ならびにスペインを拠点とするイグナチオ博士

らのグループ、フランスのロシュ博士らのグループ、イタリアのエリザベタ・ビサルベルギ博士らの

グループ、米国のドロシー･フラゲージー博士らのグループである。こうして、日英仏米にスペインと

イタリアを加えた６か国の連携体制が構築されたことが最大の成果である。 

＊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 


