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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)  

  

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 

機関名 （和文）  

 梨花女子大学 
(英文)  

Ehwa Womans University 

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 

機関名 （和文）  

 サセックス大学 
(英文)  

Sussex University 

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)  

  

 

 

 

 

 

機関名 （和文）  

 マレーシア科学大学 
(英文)  

Universiti Sains Malaysia 
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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２２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 16種類

1000 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、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、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。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、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。 

平成 22 年度の ITP-HOPE の事業目標は、若手の海外派遣を中核にしつつ、国際ワー

クショップ等を通じて、関係諸機関の国際的連携を戦略的に推進することである。実

際に１３件の若手派遣を、2ヶ月以上おこなえた。また国際ワークショップも予定通り

3 件行えた。さらに、ちょうど国際霊長類学会の開催の年だったのだが、56 か国約千

人の参加をえることができた。国際連携を戦略的に推進する上で、相乗効果があり、

充実した成果をあげたと評価できる。 
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３．平成２２年度 年度事業実施概要 

 

平成 22年度の事業として、13件の若手海外派遣事業をおこなった。また、3つの国

際ワークショップ（笹ヶ峰、マレーシア、ブータン）をおこなった。それと並行して、

教員･事務職員を研究のマネジメントのために派遣した。とくにマレーシアとの共同研

究が格段に発展したことは特記できる。以下に概要を詳述する。 

平成２２年度は、平成２１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） 

以下の研究機関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。 

インド、コルカタ、パンジャブ大学、カルカッタ地質調査所 

カナダ、モントリオール、マギル大学 

ドイツ、エルンスト・モリッツ・アンスト大学ほか、欧州の博物館・研究施設 

 なお、新たにパートナー機関とした韓国の梨花女子大学に教員を派遣した。 

 

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

以下の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

を行うものである。括弧内は、連携研究を行ったパートナー機関。 

ギニア・ボッソウ（ボッソウ環境研究所） 

タンザニア・マハレ国立公園（タンザニア野生動物研究所) 

タンザニア・キゴマ、ルクワ（タンザニア野生動物研究所） 

タンザニア・アルーシャ（タンザニア野生動物研究所） 

マレーシア・キナバタンガン下流生物サンクチュアリ（マレーシア大学サバ校) 

マレーシア・タビン野生生物保護区（マレーシア大学サバ校） 

チリ・プエルト・モン沿岸（カリフォルニア大学サンディエゴ校） 

インド・バンガロール、インド科学研究所生態学研究センター 

ガーナ・レゴン、ガーナ大学農業消費科学部（ガーナ大学） 

 また、事務職員を２名（新野と福垣）、タンザニアに研究連絡のために派遣した。さ

らに、また、外国人教員２名（デイビッド・ヒルとフレッド・ベルコビッチ）を、サ

セックス大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校に派遣した。 

 

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

日本で国際霊長類学会が開催されるため、これにあわせて日本でのワークショップ

を開催した。ポストコングレスのワークショップで｢霊長類考古学｣「自然学」といっ

た新しい研究分野を創生するワークショップである。それと同時に、昨年と同様に、

本年度も２つの国際ワークショップをおこなった。当初は隔年開催の予定だったが、

国際ワークショップを通じての連携の強化が必須だと判断して、毎年の開催とした。

ひとつはボルネオのマリオベイズン・フィールドセンターの開所にあわせて、マレー

シア・サバ大学との共催でおこなった。もうひとつは１０月に、ブータンで「健康・

文化・生態系」をテーマにした国際ワークショップを開催した。パートナー機関との

共同開催プログラムとして海外で実施したものである。いずれも、日本からは、担当

教員を派遣したほか、同国周辺に派遣している若手研究員が参加した。 
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４．平成２２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 

 

HOPE 事業は、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 21-22 年

度は、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、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、ボルネオのテングザルや、

アフリカ・ギニアのチンパンジーなど、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。具体的

には、マレーシアとブータンと日本で国際ワークショップを開催した。当初は日本と海外で交

互に開催する予定を立てたが、連携の強化のために毎年海外での開催に改めた。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。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、2010 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。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。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、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、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）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、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。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、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。） 

  

Matsuzawa, T., Tomonaga, M., & Tanaka, M. (2011) Chimpanzees of Bossou and Nimba,  

Springer, Tokyo. 

   

Hanya, G., Nelly Ménard, Mohamed Qarro, Mohamed Ibn Tattou, Mieko Fuse, Dominique 
Vallet, Aya Yamada, Moe Go, Hino Takafumi and Riyou Tsujino, et al. (2011) 

Dietary adaptations of temperate primates: comparisons of Japanese and Barbary 

macaques. Primates, 52, 2, 187-198. ＜＜＜試料添付＞＞＞ 

 

Matsuda, I., & Tuuga, A. (2011)  Effects of water level on sleeping-site selection 

and inter-group association in proboscis monkeys: why do they sleep alone inland 

on flooded days? Ecological Research, 25, 2, 475-478. 

 

Matsuda, I., & Kubo, T., Tuuga, A., & Higashi, S. (2010) A Bayesian analysis of 

the temporal change of local density of proboscis monkeys: Implications for 

environmental effects on a multilevel society. American Journal of Physical 

Anthropology, 142, 2, 235-245. 

 

Sha, J., Matsuda, I., & Bernard, H. (2011) The natural history of the proboscis 

monkey. Natural History publication, Kota, Kinabalu, Malaysia. 

 

 
 

４－４．今後の課題・問題点 

 

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。今後の課題と

しては、４つ指摘したい。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。第２は、

ブータンである。これも予備的な国際ワークショップを開催した。平成２３年度以降

にどこまで研究が進展するか、まだマネジメントが必要だ。第３は、アフリカの調査

である。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。ただ、ひじょうに広い大陸の東のタンザニアと西のギニアのチ

ンパンジー研究などを、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。最後に第４に、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。今後の改良すべき問題点だろう。 

 
 

 

 

 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Goro+Hanya
http://www.springerlink.com/content/?Author=Nelly+M%c3%a9nard
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mohamed+Qarro
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mohamed+Ibn+Tattou
http://www.springerlink.com/content/?Author=Mieko+Fuse
http://www.springerlink.com/content/?Author=Dominique+Vallet
http://www.springerlink.com/content/?Author=Dominique+Vallet
http://www.springerlink.com/content/?Author=Aya+Yamada
http://www.springerlink.com/content/?Author=Moe+Go
http://www.springerlink.com/content/?Author=Hino+Takafumi
http://www.springerlink.com/content/?Author=Riyou+Tsujino
http://www.springerlink.com/index/D367533323V77169.pdf
http://www.springerlink.com/index/D367533323V77169.pdf
http://www.springerlink.com/index/D367533323V77169.pdf
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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 

（ギニア共和国） 

H22.5.2 

～H22.6.30 
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） 

H22.5.23 

～H22.7.22 

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） 

H22.6.6 

～H22.12.15 

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 

タンザニア野生動物 

研究所（タンザニア） 

H22.6.7 

～H22.10.6 

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） 

H22.6.7 

～H22.11.4 

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 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア） 

H22.6.9 

～H22.9.2 
霊長類研究所・研究員（研究機関） 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア） 

H22.6.30 

～H22.10.30 

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 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア） 

H22.7.3 

～H22.11.30 

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 

タンザニア野生動物 

研究所（タンザニア） 

H22.9.28 

～H22.12.15 

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 

マックスプランク進化 

人類学研究所（ドイツ） 

H22.10.28 

～H22.12.27 

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 

タンザニア野生動物 

研究所（タンザニア） 

H22.12.20 

～H23.3.19 
野生動物研究センター・特別研究学生 

マックスプランク進化 

人類学研究所（ドイツ） 

H22.12.28 

～H23.2.9 

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） 

H23.1.15 

～H23.3.25 

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 
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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 

梨花女子大学 

（韓国） 

H22.4.27 

～H22.4.29 
霊長類研究所・教授 

梨花女子大学 

（韓国） 

H22.4.27 

～H22.4.29 
霊長類研究所・准教授 

梨花女子大学 

（韓国） 

H22.4.27 

～H22.4.29 
霊長類研究所・専門職員 

タンザニア野生動物 

研究所（タンザニア） 

H22.8.18 

～H22.8.23 
霊長類研究所・専門職員 

タンザニア野生動物 

研究所（タンザニア） 

H22.8.18 

～H22.8.23 
霊長類研究所・専門職員 

カリフォルニア大学 

サンディエゴ校（アメリカ） 

H22.11.17 

～H22.12.1 
霊長類研究所・特定教授 

ブータン王立大学 

（ブータン） 

H23.1.24 

～H23.1.29 
霊長類研究所・専門職員 

マレーシア科学大学 

（マレーシア） 

H23.2.14 

～H22.2.17 
霊長類研究所・事務長 

マレーシア科学大学 

（マレーシア） 

H23.2.14 

～H22.2.17 
霊長類研究所・専門職員 

マレーシア科学大学 

（マレーシア） 

H23.2.20 

～H23.2.27 
霊長類研究所・客員教授 

マレーシア・サバ大学 

（マレーシア） 

H23.3.14 

～H23.3.21 
霊長類研究所・准教授 
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７．共同企画実施状況 

 

企 画 名 Long-term field studies of primates and wildlife in Malaysia 

開 催 期 間 平成２２年６月３０日 ～ 平成２２年７月２日（３日間） 

開 催 地 プラウバンディン自然保護区・マレーシア 

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・所長／教授 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Daniel Baskaran 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Director, Plau Baniding Foundation, Malaysia 

概要及び成果 

【概要】 

 

国際ワークショップ：マリオベイズン・プロジェクト 

霊長類およびその他の野生動物の長期調査 

（Workshop: Long-term Field Studies of Primates and wildlife in Maliau-Basin Borneo） 

開催時期：2010年 6月 

場所：マレーシア・ボルネオ，マリオベイズン・フィールドセンター 

参加者規模（日本とマレーシアで、合計 20人） 

開催の目的・意義、計画概要： 

ボルネオにおける霊長類およびその他の野生動物の長期継続調査地の研究成果と保護・管理の現

状を報告するシンポジウムを開催する。ダナムバレイで展開してきたオランウータン調査と、キ

ナバタンガンでおこなってきたテングザル調査と、タビン野生生物保護区でおこなってきたマメ

ジカ等の動物相の調査をもとに、長年にわたる野外研究で現在までに明らかに成ってきたことを

整理して今後の研究課題を探るとともに、効果的な野生動物保護・管理のノウハウを共有する。 

運営組織：マレーシア・サバ大学と京都大学の共催である。 
 

【成果】 

マレーシア・サバ大学と連携してマリオベイズン・プロジェクトの進行を展望した。マリオベ

イズンはボルネオに残された最後の秘境である。これを補完する重要な視点が、マレー半島側で

の野生保全学研究である。そこでマレー半島のプラウバンディング財団と連携して、ベラム・テ

メンゴール森林保護区に関する国際ワークショップをおこなった。ダナムバレイやキナバアンガ

ンでおこなってきた野外研究のノウハウを活かした、新しいプロジェクトを始動させることがで

きた。 

 

＊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 Field study of Bhutan 

開 催 期 間 平成２２年１０月１８日 ～ 平成２２年１０月１９日（２日間） 

開 催 地 ティンプー・ブータン 

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／所長 

（
※
日
本
以
外
で 

 
 

開
催
の
場
合
） 

開

催

責

任

者 

氏 名 

（ 英 文 ） 
Tashi Dorji 

所属機関・職名 

（ 英 文 ） 
Ministry of Agriculture, Royal Kingdom of Bhutan 

概要及び成果 

【概要】 

  

場所：ブータン・ティンプー，王立ティンプー大学 

参加者規模（別途資金を含めて日本から 5人、ブータンおよび周辺諸国から 30人） 

開催の目的・意義、計画概要： 

ブータンにおける健康・文化・生物多様性をテーマにした国際ワークショップを開催した。

ブータンは面積がほぼ九州ほどで、人口が約７０万人のヒマラヤの小国である。国民総幸福

度（GNH）の提唱で知られ、文化的な伝統を守った暮らしがあり、標高差７０００ｍに及ぶ垂

直分布があって多様な動植物相で知られている。本年度からブータンでの野外調査を開始で

きることになった。生物多様性、進化、保護管理等幅広い分野で、ブータンにおける霊長類

学・野生動物研究における交流の活性化を図り、日本人若手研究者が主導的に活躍できる場

を形成することを目的とした。運営組織：ブータン王立大学と京都大学の共催とした。 
 

【成果】 

  

なかなか入国して野外調査のできないブータンで、ともかく野外調査をおこなう礎をつくること

ができた。幸い、この機会に、前国王のジグミ・シンギ・ワンチュク殿下とも面談できた。国民

総幸福 GNH という概念を唱えた方である。今後の野外調査の進め方について、国際ワークショッ

プで意見交換をおこなった。 

 

 

＊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 Workshop on Primate archaeology 

開 催 期 間 平成２２年９月１８日 ～ 平成２２年９月２１日（４日間） 

開 催 地 京都大学妙高笹ヶ峰ヒュッテ・新潟県 

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／所長 

（
※
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】 

  

霊長類考古学：霊長類の道具 

（Workshop on Primate archaeology: Tools in Primates） 

開催時期：2010年 9月 18～20日（21日は現地解散日） 

場所：京都大学妙高笹ヶ峰ヒュッテ 

参加者規模（話題提供者は日本から 2名、欧米 5か国から 15名） 

開催の目的・意義、計画概要： 

国際霊長類学会の京都開催のポストコングレスワークショップとして、霊長類考古学と題し

た国際ワークショップを開催した。新興の学問領域としての霊長類考古学を正面に据えて、

野外調査の資料をもちよって意見交換をおこなった。運営組織：霊長類研究所と京都大学教

育研究振興財団の共催である。 

 

【成果】 

 たいへん有意義な国際ワークショップだった。すばらしい、の一言に尽きる。国際霊長類

学会そのものが５６か国１０００人の参加者を得て、たいへん盛り上がった。そのポストコ

ングレス・サテライト・ワークショプである。日本を含めた６か国から総勢わずか 17名とい

う少数精鋭の参加者だった。日本人がわずか 2 人なので、その国際性はきわだっている。ほ

かに日本人参加者 2名で、合計 4名の日本人と 15名の外国人、すなわち、１９名が寝食をと

もにしつつ、濃密な討議の時間が持てた。外国人参加者からは、こうした試みが続くことを

切望する意見があいついだ。今回はチンパンジーとフサオマキザルの道具使用を、ビデオを

まじえて、詳細に比較することができた。フサオマキザルおそるべし、の感がある。チンパ

ンジーがすることを、フサオマキザルはほぼできる。とくに、チンパンジーがしない、石を

道具にして地面を掘り根茎を食べることは、人類進化と道具の発展を考える上で貴重な資料

だった。 

 

＜＜＜資料添付：プログラム＞＞＞ 
 

＊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 


