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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)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）  

  
(英文)  

 

機関名 （和文）  

  
(英文)  
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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２１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

附属施設(人類進化モデル研究センター、国際共同先端研究センター)から成っており、教員約 40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 20

種類 800 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。京都大学霊長類研究所の研究は、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、平成 15 年度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 4 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、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、学際的な様々

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。 

また、HOPE 等のプログラムで築いてきた欧米 4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するのも本プログラムの大きな

特徴である。これにより、日本だけでなく多くの国の若手研究者を育成することができる。また、そう

いった役割を担うことで、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。 

 こうしたこれまでに研究所が培ってきた歴史を踏まえて、本計画は ITP-HOPE と命名した。ITP（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）による、HOPE 事業（「人間の進化の霊長類的

起源」の英文の頭文字からなる略称）という意味合いをもっている。 

 平成 21 年度は、15 件の若手研究者を長期に海外に派遣することができた。連携先の研究機関との密

接な協力の賜物である。内訳では、若手研究者の比率は、男性 8人、女性 7 人である。霊長類学・野生

動物研究の特徴として、女性研究者の著しい台頭があげられる。その意味で、今回の男女ほぼ同数とい

う派遣は、まさにその象徴であり、学問としての健全さの証左でもある。また、野外研究と実験室研究

の比が、これも 8：7になった。つまり、フィールドワークもするし、ラボのしごともする。これまた健

全な学問が次世代で展開する兆しと高く評価できるだろう。さらにまた、こうした若手研究者の研究を

支えるものとして、のべ 16 名の教職員の派遣をおこなった。特記すべきは、そのうちの 6人が事務職員

だということである。日本の国際貢献、世界に伍した研究には、もちろん若手研究者を含めた研究者自

身の努力が欠かせないが、そうした営為を陰で支えてくれる事務職員の努力が必須である。欧米ではそ

うした技術職員・事務職員のサポートが手厚いが、日本ではなかなかそれが実現しない。今回、明確な

意識をもって事務職員を海外に派遣し、それによって MoU の締結や連携がひじょうにスムースに展開し

た。「計画立案―海外派遣―成果とりまとめーホームページ上での公開」という HOPE 事業の一連の事業

を起承転結のかたちで遅滞無く展開することができた。 

 以上のように、ITP-HOPE 事業は、平成 21 年度は上々の滑り出しを見せたといっても過言ではない。

当初に構想していた目標は達成できた。唯一残された課題は、さらに長期にわたるかつての在外研究員

制度のような１年程度の「留学」というかたちの海外研修を実施することである。来年度以降の課題に

したい。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

 

実験室と野外の双方で、霊長類の研究と野生保全生物の研究の双方を推進した。以下に、派遣の順番

をおってその成果の概要を述べる。 

坂巻は、コンゴの熱帯林で野生のボノボの調査をおこなった。人間はホモ属サピエンス人１種しか生

き残っていないが、パン属はチンパンジーとボノボの 2 種が生きている。これまでチンパンジーの研究

だけが注目を集めてきただが、ボノボの研究がすすめば、新しい人間の進化の道筋が解明されるだろう。

藤澤は、ギニアの老齢チンパンジーに焦点をあてることで、チンパンジーにも老眼があることを発見

した。ITP-HOPE による派遣の最初の著しい成果といえるだろう。人間の老化を考える上で、野外研究か

ら導かれた貴重な発見である。 

郷康弘は、ドイツのマックスプランク進化人類学研究所で、スバンテ・ペーボ博士の薫陶を受け、霊

長類の感覚遺伝子の進化の研究について研鑽を積んだ。 

郷もえは、ドイツのマックスプランク進化人類学研究所で、クリストフ・ボッシュ博士の指導を受け

て、アフリカの熱帯林で混群をつくるオナガザル類の社会構造の研究を論文にまとめた。異なる種が平

和共存するようすの解明は、現代社会のありかたにまで重要な示唆を与えるだろう。 

クリストファー・マーチンは、チンパンジー２個体の協力行動に関する実験的な分析をおこなった。

その研究成果をもとにペンシルバニア大学等の社会科学者と交流して、ゲーム理論など日本では未開拓

の領域からの解釈について学んだ。その成果をもとに、論文を書き上げて投稿中である。 

松田は、まだポスドクだが、テングザル研究の第一人者になろうとしている。マレーシア・サバ州の

キナバタンガン川流域のテングザルの群れについてその社会生態の長期継続調査をおこなっている。す

でに数十キロメートルに及ぶ調査路を切り開いて、定期巡回することで、森の果実の量などの定量的な

資料を集めるとともに、それと遊動との関係を解明しつつある。 

山梨は、アフリカのギニアの野生チンパンジーの活動周期を調べる野外調査をおこなった。すでに飼

育下でのチンパンジーの活動時間配分の調査があるので、それをつきあわせることで、動物福祉の立場

にたった環境エンリッチメンとの科学的研究を推進している。これまで動物園等での環境エンリッチメ

ントの取り組みはあるが、いずれも科学としての用件をみたしているとは言いがたい。山梨の研究は、

わが国で最初の科学的な研究として、環境エンリッチメントの試みに大きく寄与するだろう。 

森村は、アフリカのギニアの野生チンパンジーの分断された生息地をつなぐ「緑の回廊」計画に従事

した。新たにサバンナに苗床を作る方式を試み、それらの位置を GPS で記録して、成長過程を縦断的に

追うプロジェクトに着手した。 

飯田は、東アフリカのタンザニアを調査地として、野生の小型哺乳類の生態調査を開始した。これま

でそうした広域で広い対象の研究がないので、基礎的な研究としてきわめて重要だ。 

安井は、ライプニッツ野生動物研究所とマックスプランク進化人類学研究所で、野生動物のゲノム解

析の手法について学んだ。まだこれからさらなる修練が必要だが、楽しみな研究である。 

伊藤は、化石霊長類の研究をおこなった。それにはスミソニアン自然史博物館や、フィールド博物館

や、ハーバード大学のピーボディー博物館など各地の研究施設が保管する化石標本を、実際に見て、実

地に計測する必要がある。そうした地道な研究を遂行することができた。成果のとりまとめをしている

が、人間を含めた霊長類の進化の道筋についての解明の糸口を提供するだろう。 

岸は、ライプニッツ野生動物研究所等で、家畜も視野に入れつつ野生動物のゲノム解析の手法につい

て学んできた。これも将来が楽しみである。 

松井は、ケンブリッジ大学で、ゲノム配列のコンピュータ解析すなわちゲノム情報学についての研鑽

をしてきた。 

辻は、ニホンザル研究のエキスパートだが、初めて東アフリカのウガンダのカリンズ森林に行って、

野生チンパンジーの社会生態の研究をおこなった。 

松川は、ボルネオで夜行性の哺乳類の行動をトラップカメラで捉えるという新しい行動研究を展開し

た。幸いにも撮影に成功し、これまで知られていない夜行性の動物の生態が解明されつつある。 

こうした個別の海外派遣に加えて、21年度の事業として、タイ、ドイツ、韓国、マレーシアで国際集

会をもった。さらには事務職員を派遣して、MoU の締結をはじめとする事務作業にあたってもらうとと

もに、貴重な現場体験をさせた。こうした草の根の努力が、海外派遣の土台をさらに強固なものとし、

若手研究者の創意工夫とあいまって、ユニークな研究に結実するだろう。 
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４．平成２１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 

京都大学は、文部科学省の推進する「グローバル 30」事業に申請して、平成 21 年度に、その 12大学

のひとつとして採択された。その結果、「K.U.PROFILE」という名称の国際交流事業を国際交流機構のも

と、強力に推進している。具体的には、学部・大学院の教育における英語コースの設置と、それにもと

づく外国人留学生の受け入れを進めている。 

霊長類研究所は、附置研究所の中で唯一、この英語コースの設置計画の一翼を担った。霊長類学は国

際的にみて日本が最先端にあり、霊長類研究所は欧米やアジアの各国から広く大学院生やポスドクを受

け入れている。現在、外国人比率が約 20％である。すでに、カリキュラムは和英併記のものを使用して

おり、外国人学生の受講する課目は英語で授業をおこなっており、学位は英語で申請するシステムが整

っている。なお、この英語コースすなわち「国際霊長類学・野生動物コース」の新設により、平成 21

年度に発足した国際共同先端研究センターを推進の核として、外国人教員を増やし、英語で学習して学

位を習得する教育を充実させる体制をとっている。 

そのために必要な研究と教育のインフラ整備として、共同利用宿泊棟を改修して、国際共同先端研究

センター棟へと転換した。3 階建ての 3 階部分が新センターに割り当てられている。同様に、外国人研

究者・大学院生を受け入れるために、従来の職員宿舎を用途換えして 3フロア 18 室を改修して整備した。

先端的研究と優れた大学院教育は相補的な関係にある。優れた研究があって、優秀な大学院生が集ま

り、そうした若手研究者の育成がさらに優れた研究を産みだす。こうした教育と研究のポジティブ・フ

ィードループの形成は、欧米ならびにアジア・アフリカの次世代の研究者の人材育成にとってきわめて

魅力的な事業になるだろう。 

霊長類研究所は理学研究科生物科学専攻の一員として大学院教育を担っている。生物科学専攻全体で

「生物の多様性と進化研究のための拠点形成」のグローバル COE になっている。同じ専攻に所属する野

生動物研究センターや生態学研究センターと協力して本事業を推進している。そうした霊長類研究や野

生保全生物学の推進に必要と判断された若手研究者を育成するために、別途、「霊長類学のすすめ」「野

生動物研究のすすめ」「霊長類学の現在」等の全学共通課目を提供している。こうした広範な裾野を形成

することで、教育的観点からの「海外野外実習プログラム」を本事業で実施し、若手研究者の育成に努

めている。 

４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

京都大学は、19 か国 49 大学 3 大学群との間で授業料等を不徴収とする大学間学生交流協定を締結し

ている。本事業の海外パートナー機関についてはまだ対象大学には含まれていないが、すでに十分な交

流実績がある。なお欧米先進 6 か国の研究機関とは、すでに日本学術振興会の先端研究拠点事業 HOPE

の枠組みで研究協力協定を締結している。さらに、本事業に参加する多くの他国の研究機関とすでに部

局間交流協定を結んでいる。先進国とも発展途上国とも、世界の多くの主要研究機関と研究教育の交流

協定を結んでおり、これまでにも多くの研究者・留学生を受け入れてきた。霊長類研究所のポスドクな

らびに大学院生の約 20％は外国人であり、しかも、アメリカ、フランス、カナダ、などからも、インド

ネシア、バングラデシュ、ミャンマーなど近隣諸国からも、多様な国々から来ており、霊長類学の国際

的な研究拠点になっている。 

なお、今年度の顕著な成果として、①タイのチュランロンコン大学で開催された東南アジア霊長類研

究の集会に教職員を派遣して、東南アジアの研究連携体制を構築することができた。②ドイツのゲッテ

ィンゲンゲンで開催された、長期にわたる霊長類の野外研究調査基地の集会で、日本のプレゼンスを高

めるとともに、ドイツ霊長類センターと情報交換をおこなった。これを核として、霊長類センター間の

グローバルネットワークづくりの話が進行している。③韓国のソウル大学ならびに梨花女子大学を提携

先としてソウル動物園とのつながりができて、野生動物保全に関する日韓の連携が進んだ。④マレーシ

ア、ボルネオのダナムバレーに調査基地を建設して野生オランウータン等の長期継続研究を発展させる

とともに、マレーシア・サバ大学との研究協力を強固なものにした。野生動物研究センターで指導を受

けてきた日本人研究者が当該大学の准教授に任用された。さらに国際連携が加速するものと期待される。
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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。） 

Fujisawa, M., Matsubayashi, K., Soumah, A.G., Kasahara, Y., Nakatsuka, M.,  and Matsuzawa, 

T.(2010) Farsightedness (presbyopia) in a wild elderly chimpanzee: The first report

Geriatrics & Gerontology International, Volume 10 Issue 1, Pages 113 - 114 

Hattori, Y., Kuroshima, H., Fujita, K. (2010) Tufted capuchin monkeys (Cebus apella) show 
understanding of human attentional states when requesting food held by a human. Animal 
Cognition 13: 87-92. 

Hayashi, M., Takeshita, H. (2009) Stacking of irregularly shaped blocks in chimpanzees (Pan 
troglodytes) and young humans (Homo sapiens). Animal Cognition, 12, S49-S58. 

Hirata, S., Morimura, N., Houki, C. (2009) How to crack nuts: acquisition process in captive 

chimpanzees (Pan troglodytes) observing a model. Animal Cognition, 12, S87-S101. 
Kano, F., & Tomonaga, M. (2009). How chimpanzees look at pictures: A comparative eye-tracking

study. Proceedings of the Royal Society B, online. (DOI:10.1098/rspb.2008.1811) 
Martinez, L., Matsuzawa, T. (in press) Effect of species-specificity in auditory-visual 

intermodal matching in a chimpanzee (Pan troglodytes) and humans. Behavioural Processes
Matsuzawa, T. (2009) Symbolic representation of number in chimpanzees. Current opinion in 

Neurobiology, 19, 92-98. 
Shirai, N., Imura, T., Hattori, Y., Adachi, I., Ichihara, S.,Kanazawa, S., Yamaguchi, M.K., 

& Tomonaga, M. (in press). Asymmetricperception of radial expansion/contraction in 

Japanese macaque (Macacafuscata) infants. Experimental Brain Research. 

Yamamoto, S., & Tanaka, M. (2009) How did altruistic cooperation evolve in humans?

Perspectives from experiments on chimpanzees (Pan troglodytes). Interaction Studies
10(2):150-182. 

Yamamoto, S., Humle, T., & Tanaka, M. (2009) Chimpanzees help eachother upon request. PLoS 

ONE, 4(10): e7416.doi:10.1371/journal.pone.0007416. 

Yamamoto, S., & Tanaka, M. (in press) The influence of kin relationship and reciprocal 

context on chimpanzees' other-regarding preferences. Animal Behaviour, in press. 

４－４．今後の課題・問題点 

特に大きな問題は無い。これまで培ってきた HOPE 事業による日独米英さらには仏伊を加ええ先

進 6カ国の連携体制を維持発展させることで、霊長類学ならびに野生動物保全の研究を着実に前進

させたいと願っている。しいて問題点をあげるとすると、本事業が、派遣だけを可能にしていて、

招へいができない点である。もちろんマッチングファンドの精神は重要だが、２つの点で困難な場

合がある。第１は、発展途上国である。お金が無い。しかしサル類はすべてアフリカ、中南米、東

南アジアにすんでいるので、こうした生息地国との連携なしに研究ができない。そこでは現地の若

手研究者を日本に招へいすることが必須だが。それができない。第２は、国際集会である。日本で

開催するときにタイムリーに外国人研究者を招へいすることができない。やはり時宜を得た企画に

は、どうしても招へいが必要だ。再考をご検討いただきたい。しかし、全般的にいえば、なんら支

障はなく、おおむね順調に推移している。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

派遣先機関 派遣期間 派遣者所属・職名等 

生態森林研究センター 

（コンゴ民主共和国） 

H21.6.18 

～H21.12.5 
霊長類研究所・研究員（科学研究）

ボッソウ環境研究所 

（ギニア共和国） 

H21.6.24 

～H21.9.14 
野生動物研究センター・助教 

マックスプランク進化 

人類学研究所（ドイツ） 

H21.7.29 

～H21.10.1 

理学研究科／霊長類研究所 

・g-COE 特定助教 

マックスプランク進化 

人類学研究所（ドイツ） 

H21.7.29 

～H21.10.1 
霊長類研究所・博士課程４年 

ハーバード大学 

（アメリカ） 

H21.8.4 

～H22.1.8 
霊長類研究所・博士課程１年 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア） 

H21.8.16 

～H21.12.14 
霊長類研究所・研究員（研究機関）

ボッソウ環境研究所 

（ギニア共和国） 

H21.8.17 

～H21.10.16 
霊長類研究所・修士課程２年 

ボッソウ環境研究所 

（ギニア共和国） 

H21.9.5 

～H21.11.27 
野生動物研究センター・助教 

ブガンド保健大学 

（タンザニア） 

H21.8.26 

～H21.12.19 
野生動物研究センター・修士課程１年

マックスプランク進化 

人類学研究所（ドイツ） 

H21.9.20 

～H21.11.20 
野生動物研究センター・修士課程１年

ハーバード大学 

（アメリカ） 

H21.10.1 

～H21.11.29 
霊長類研究所・博士課程１年 

マックスプランク進化 

人類学研究所（ドイツ） 

H21.10.4 

～H21.12.5 
野生動物研究センター・修士課程１年

ケンブリッジ大学 

（イギリス） 

H21.10.5 

～H22.2.26 
霊長類研究所・研究員 

ムバララ科学技術大学 

（ウガンダ共和国） 

H21.10.26 

～H22.1.31 
霊長類研究所・助教 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア） 

H22.1.23 

～H22.3.26 
野生動物研究センター・修士課程１年
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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 

ローズガーデンリバー 

サイドホテル， 

チュラロンコン大学 

H21.11.18 

～H21.11.24 
霊長類研究所・准教授 

ローズガーデンリバー 

サイドホテル， 

チュラロンコン大学 

H21.11.18 

～H21.11.23 
霊長類研究所・事務長 

ゲッティンゲン大学 

ドイツ霊長類センター 

H21.12.8 

～H21.12.12 
霊長類研究所・教授 

ゲッティンゲン大学 

ドイツ霊長類センター 

H21.12.7 

～H21.12.11 
野生動物研究センター・教授 

ゲッティンゲン大学 

ドイツ霊長類センター 

H21.12.7 

～H21.12.11 
野生動物研究センター・准教授 

ゲッティンゲン大学 

ドイツ霊長類センター， 

マックスプランク 

進化人類学研究所 

H21.12.8 

～H21.12.15 
霊長類研究所・専門職員 

在マレーシア日本大使館， 

ダナムバレー森林保護区， 

マレーシア・サバ大学 

H22.2.15 

～H22.2.20 
霊長類研究所・教授 

在マレーシア日本大使館， 

ダナムバレー森林保護区， 

マレーシア・サバ大学 

H22.2.15 

～H22.2.20 
野生動物研究センター・教授 

ダナムバレー森林保護区， 

マレーシア・サバ大学， 

野生生物局 

H22.2.17 

～H22.2.22 
野生動物研究センター・教授 

在マレーシア日本大使館， 

ダナムバレー森林保護区， 

マレーシア・サバ大学 

H22.2.15 

～H22.2.20 
霊長類研究所・事務長 

在マレーシア日本大使館， 

ダナムバレー森林保護区， 

マレーシア・サバ大学 

H22.2.15 

～H22.2.20 
霊長類研究所・専門職員 

在マレーシア日本大使館， 

ダナムバレー森林保護区， 

マレーシア・サバ大学 

H22.2.15 

～H22.2.20 
霊長類研究所・専門職員 

セピロクオランウータン 

リハビリテーションセンター，

ダナムバレー森林保護区 

H22.2.28 

～H22.3.3 
野生動物研究センター・准教授 

セピロクオランウータン 

リハビリテーションセンター，

ダナムバレー森林保護区 

H22.2.28 

～H22.3.3 
霊長類研究所・専門職員 

ソウル動物園 

梨花女子大学 

H22.3.13 

～H22.3.15 
霊長類研究所・准教授 

Restaurant ABC 

科学研究省 

H22.3.22 

～H22.3.28 
霊長類研究所・教授 
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