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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

Ｓ２２０６ 
関連研究分野 

（分科細目コード）
（６９０１） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

人間らしさの霊長類的起源をさぐる戦略的国際共同先端研究 

（平成２２年度） 

代表研究機関名 京都大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
  なし 

主担当研究者氏名   平井啓久 

補助金支出額 

（平成22年度） 

 

6,710,000円  

（平成 23 年度） 

 

   15,762,000円

（平成 24 年度） 

 

   18,195,000円

（合計） 

 

     40,667,000 円

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

        1 人  

 

（平成23年度） 

        3  人  

（      1 人）

（平成24年度） 

          3 人  

（      3 人）

（合計） 

             3 人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

        1 人  

 

（平成23年度） 

        3  人  

（      1 人）

（平成24年度） 

          3 人  

（      3 人）

（合計） 

             3 人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

        0 人  

 

（平成23年度） 

        0 人  

（      0 人）

（平成24年度） 

          0 人  

（      0 人）

（合計） 

             0 人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

 

これまでいくつかの短期海外派遣プロジェクトやグローバル COE による英語ディベートトレーニングコース

を積極的に実施してきた。その結果、当初の予測よりも早期に英語によるコミュニケーションの成果が現れた。

ただし、短期派遣や国内トレーニングでは、英語による議論の方法に馴化する程度にとどまってしまうことが残

念である。長期派遣で研究を遂行しながらディベート訓練等を行うことができる。それによってより充実した本

質的な習得が期待できる。 

若手研究者は受け入れ先研究機関で、各専門分野の実験解析にかかわる先端的な技術や情報を習得および収集

し、新たな洞察力をもって議論を展開することができるようになることが第一義である。それにともなって、セ

ミナーならびに会議等で、それぞれの立場にたって議論を進め、結論を導ける技量を習得することが望まれる。

また、今回の派遣事業をきっかけに、各自で共同研究プロジェクトを企画・実施し、国際共同研究のネットワー

クの拡充に貢献する人材となることを目指す必要がある。帰国後は研究所内で報告会、報告書作成、ホームペー

ジに情報掲載を行うことを義務付ける。また、可及的速やかに研究論文を執筆することも義務と認識すべきであ

る。 

これらの項目を遂行することで、研究所の将来を担う中堅的リーダーとして成長、活躍することが期待される。

研究所の国際共同先端研究を格段に進捗させる推進者となる。短期派遣は共同研究の裾野を広げるためには非常

に効果的である。一方、長期派遣は研究の基盤と国際共同研究の連携を太いパイプでつなぎ盤石なものにすると

ともに、派遣先で習得した洞察力が日本にフィードバックされ、新たな研究方針や国際共同研究の萌芽がおおい

に期待できる。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 今回のプログラムにおいて３人の若手研究者（研究者）を派遣した。それぞれ適切な派遣先を選択し、また受

け入れ先からも期待以上に積極的な研究者への支援が得られた。そのような十分な支援を得ることができたこと

は、研究者の派遣先での研究に対する態度や受け入れ者への対応が優れていたことの現れであると推測する。そ

のため研究者は充実した環境で研究を遂行することができた。その結果として研究成果に加え共同研究ネットワ

ークの拡大充実が進捗しようとしている。成果は11件の論文出版と4件の国際会議での発表に見られるとおりで

ある。さらに、プログラム終了後新たに計画されている共同研究は以下のもが示されている。今後も今回培った

共同研究体制が国際共同連携事業として展開していくと期待できる。 

意識のメカニズム：①イギリス リンカーン大学 Daniel Mills 教授と「サルの痛み関連行動および表情に関

する共同研究」。②オランダ UMCG Anthony Absalom 教授、Douglas Eleveld 博士、Michel Struys 教授らと

「両側 BIS を用いた、脳腫瘍が麻酔中の脳波に与える影響に関する研究」および「サル類におけるプロポフォー

ルの母集団薬物動態、薬力学研究」。③霊長類研究所 派遣者Ｂ（助教）と（派遣者同士）「サルの表情伝染に

関する研究」 

ヒトの音声言語の起源：①異種間コミュニケーションの研究：イギリス・スイスとの共同研究として、最初の論

文が刊行されたのちに継続的に発展させることで了承している。論文業績をベースに、スイスのグラントを申請

予定。②フィールドの共同運営：かねてから交流をしているフランス・レンヌ大学と東南アジアのフィールドを

共同運営する可能性を議論している。大学院生を派遣するグラントを申請次第、3－5か年で東南アジアのフィー

ルドプロジェクトを組織することで合意した。 

母系・父系社会の発生機序：①ドイツ霊長類センターと集団性キツネザル類の社会学習に関する共同研究を開始

した。②ドイツ霊長類センターのアンナ・シュネル氏と、母親以外の個体による子の世話に関する比較研究を開

始。③ドイツ霊長類センターのピーター・カペラ教授、クローディア・フィヒテル博士、サセックス大学のアリ

ソン・ジョリー教授、ラヌマファナ国立公園の研究責任者のパトリシア・ライト教授らと、3 つの調査地（ベレ

ンティ保護区・キリンディ保護区・ラヌマファナ国立公園）の比較研究の準備を進めている。④米国コロラド大

学のミッシェル・ソウサー教授らとワオキツネザルの長期データの比較に関する共同研究を 2014 年 4 月からス

タートさせる予定である。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

 

（１）意識のメカニズム：マカク類およびチンパンジーを用いて、プロポフォールの麻酔実験を行い、その基礎

データを、ヒトのデータと比較し意識の消失にかかわる機序を明らかにする。具体的には、プロポフォールの薬

物動態、呼吸循環動態や脳波への影響を霊長類的基盤から解明する。また、本剤を用いた麻酔法によって、継続

的に意識の消失を長時間維持することが容易となり、より多くの脳関連分析が可能となる。さらに、ヒト以外の

霊長類は痛みの兆候を隠す傾向にあるため、鎮痛の評価が非常に困難であるが、獣医行動学の見識を加えること

により、精神行動と鎮痛隠匿行動の関わりならびに意識との連動に何らかの糸口をつかめることが期待できる。

（２）ヒトの音声言語の起源：複雑な音声を生み出す生態学的基盤や心理学的な要因を明らかにするために、ア

フリカに生息するグエノン種の音声コミュニケーションとの比較のために、新世界ザルのフサオマキザルとリス

ザルの異種間コミュニケーションの解析をおこなう。滞在２カ年度の間に、行動学的・実験心理学的研究を、野

外放飼場と実験室両面において実施する。対応研究機関の維持するアフリカ・コートジボアールの研究フィール

ドで対応研究者がグエノン種の調査を実施し、行動観察とフィールドでの実験を行う。双方の研究成果について

行動と音声の精密な比較解析により、各音声の意義付けを明確にし、音声言語の発生機序を明らかにする。担当

研究者が京大霊長類研究所で研鑽したノーハウに派遣事業によって新たな洞察力が加わり、音声言語によるコミ

ュニケーションの新規のメカニズムが明らかとなる。 

（３）母系・父系社会の発生機序：これまでに蓄積されたワオキツネザルのデモグラフィ資料と分子集団遺伝学

的資料を統合することで、母系キツネザル社会の社会構造および繁殖構造の解析を進めている。日本の研究者が

集積してきた上記の資料と、ドイツ霊長類センターの研究者が集積してきたアカビタイキツネザルやベローシフ

ァカにおける同様の資料を比較することにより、種間変異を社会構造、繁殖構造、生活史の点から明らかにし、

キツネザル類における母系社会の進化のメカニズムを議論する出発点とすることが期待できる。さらに、母系社

会の比較として父系社会の解析も進める。対象はチンパンジーとボノボである。ウガンダ共和国カリンズ森林保

護区に生息する野生チンパンジー集団 2 集団を対象に、ムバララ大学理学部の研究者と協力をしながら、社会関

係の詳細な調査を行う。母系社会と同じ Pan 属に所属しながらやや異なる社会を形成するボノボの研究と比較す

ることによって、ヒトにみられる父系型社会における、父親と母親の役割の違いを明らかにする。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 それぞれの研究テーマでは状況に応じて当初計画からいくつかの変更はあったものの、以下に具体的に示され

るように研究成果としては十分達成されたと評価できる。 

意識のメカニズム：動物行動治療学の研究者（派遣先）、コンピューターサイエンスの研究者、心理学の研究者

など異分野の研究者たちと交流することにより、これまで糸口すらなかったサルの「痛み」というテーマについ

ての研究を開始し、行動学的な研究手法についての理解が深まった。また、麻酔管理に必要不可欠な NONMEM を

用いて母集団薬物動態、薬力学解析する手法を習得した。 

ヒトの音声言語の起源：本事業中に、旧世界サル２種、新世界サル、類人猿と幅広く集中的に実験できたことは

、国際共同研究だからこそできた成果と言える。第１の成果としては英国に渡り1年程度で8報の論文を出版でき

たことである。現在投稿中が3報、準備中が3報を考慮すると、十二分な成果を達成できたと言える。論文成果に

は日本での実験結果も含まれているが、海外共同研究者との高度な議論を行うことで論文の執筆の優れた展開が

できた。 

母系・父系社会の発生機序：1つ目の成果は、ワオキツネザルのメスの寿命と繁殖に関するもので、野生個体群

におけるメスの平均寿命が7.8±4.0歳と比較的短く、ほとんどのメスが生涯を通じて繁殖を続けることを示した

。2つ目の成果は、メスの繁殖競合に関するもので、小さい群れで繁殖力が低いこと、メスの数が多い群れで追

い出しが起きやすいことが明らかになった。3つめの成果は、オスの繁殖競合に関するもので、ワオキツネザル

のオスは、他の集団性原猿類に比べて、繁殖成功が優位オスに偏っていないことが明らかになった。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

 今回派遣した研究者が帰国後気づいたことは、研究者の目の輝きが派遣前と明らかに異

なることである。論文執筆や研究費申請への積極性が明らかに増幅している。今回の派

遣によって潜在化していた能力が顕在化したものと思われる。今回の事業の成功を受け

て、今後も類似の長期派遣事業が研究所の国際化戦略にとって優れて重要であると位置

づけている。そのため、次期本事業にも再度申請をおこない４人の若手研究者を長期派

遣する企画を推進している。さらに、京都大学の長期派遣プログラム「ジョン万プログ

ラム」も利用し、現在１名の若手研究者（助教）を海外のフィールドに派遣している。

加えて、先端拠点形成プログラムにも申請し、大学院生を含む若手研究者の短期派遣を

推進する計画である。大学院教育においては、リーディングプログラムオンリーワン型

に申請し、外国人を含めた大学院教育「霊長類・ワイルドライフ・プログラム」を推進

する案を申請中である。これは５年間で国際性を身につけた実践者を養成し、「国際機

関等・国際 NGO の主要職員」等の社会に密着した国際的洞察力をもった研究者を排出す

る企画である。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

今回派遣した研究者は全員、派遣先あるいは派遣先で知り合った他研究機関との共同

研究を企画しており、本派遣事業での経験が彼らの国際共同研究に対するモチベーショ

ンを開花させたものと思われる。彼らは研究所の国際化戦略の担い手の第一候補者とし

て、国際共同研究等の推進に尽力してくれるものと期待される。これらのことは派遣先

の受け入れ者ならびに共同研究者の評価にも明示されており、双方の見識は一致してい

る。 

海外派遣先の評価表を別添する。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

今回派遣した研究者は助教２名と教務職員１名であるが、潜在能力とともに今回研鑽し

た経験をもとに、いずれも研究者内あるいは他研究機関で上の職階にプロモートされる

ことは間違いない。また、将来的には研究所を支える主要人材となると確信する。この

ことも派遣先の受入れ者が明示しており、双方の見識に相違はない。 

海外派遣先の評価表を別添する。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

 

平井
ヒ ラ イ

 啓
ヒロ

久
ヒサ

 

 

担当研究者 

 

岡本
オカモト

 宗
ムネ

裕
ヒロ

 

 

川本
カワモト

 芳
ヨシ

 
 

橋本
ハシモト

 千
チ

絵
エ

 
 

 

 

京都大学 

 

 

 

京都大学 

 

京都大学 

 

京都大学 
 

 

 

霊長類研究所 

 

 

 

霊長類研究所 

 

霊長類研究所 

 

霊長類研究所 
 

 

 

教授 

 

 

 

教授 

 

准教授 

 

助教 

 

 

分子細胞遺伝学 

 

 

 

実験動物学 

 

分子集団遺伝学 

 

社会進化学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H23.4.15追加)

計4名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

 

英国 

 

 

オランダ 

 

 

英国 

 

 

 

 

スイス 

 

 

ドイツ 

 

リンカーン大学、生物科学講座、獣医行動学

研究室 

 

フローニンゲン大学医療センター 

 

 

セントアンドリューズ大学、社会学習・認知

進化研究センター 

 

 

 

ニューヒテル大学生物学研究所 

 

 

ドイツ霊長類センター、行動生態学・社会生

物学部門 

 

 

 

 

 

計 ５機関 

 

ダニエル・ミルズ 

 

 

アンソニー・アブサ

ロム 

 

クラウス・ズバルビ

ューアー 

アンドリュー・ウイ

ッテン 

 

クラウス・ズバルビ

ューアー（兼任） 

 

ピーター・カペラー 

 

教授 

 

 

教授 

 

 

教授 

 

教授 

 

 

教授 

 

 

教授 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

  若手研究者の選考は、本人から提出された希望申請書類をもとにおこなう。方針は

今回の目的、新しい霊長類学の創造人間の本性の進化的起源の理解につながる総合的

研究（人間らしさの霊長類的起源をさぐる戦略的国際共同先端研究）、を遂行する最

適任者と認められる者を採用する。選考基準として、①研究の実現性、②研究の将来

性、③受け入れ先の研究機関との交信資料、④安全確保の４基準を保持する。そのた

めに申請書類には、申請者、研究題目、対応研究機関、海外渡航先、海外渡航期間、

研究内容、安全確保の手段、これまでの研究業績を記載する。 

   まず、京都大学霊長類研究所内の教員、研究員、博士課程大学院生に対し、派遣プ

ログラム案内を周知し、公募のためのアドホック委員会を作り、派遣研究者の公募を

おこなう。申請者について、該当するワーキンググループでまず申請書類による予備

審査をおこなう。この際に、必要である場合は、候補者と面接をおこなう。その後、

それぞれの申請書について、特に論文業績を中心に、S,A,B,C の４段階の評価をおこ

ない、その素点をもとに海外派遣候補者を決定し、統括委員会（将来計画委員会）に

推薦順位のリストを付して通知する。統括委員会は、各ワーキンググループから提出

された派遣計画をもとに、事業目的に添った調整をおこない、海外派遣決定の原案を

作る。この原案を協議員会に諮りその承認を得て、最終的に海外派遣事業を決定する。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

海外派遣に関わる主担当研究者や担当研究者が行う役割をまとめれば下記のもので

ある。 

（１）若手研究者との頻繁なメール交換による研究の進捗状況の確認 

（２）海外出張調書の作成支援 

（３）受け入れ先との折衝ならびに問題点の把握 

（４）サンプルを持ち出す必要がある場合は MTA の手続き 

（５）共済旅行保険に加入の推奨 

   
 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

   平成２３年度当初、４つの国際共同研究課題に対して４名の若手派遣研究者を派遣

する計画で進めていたが、「父系社会の発生機序」に関する研究課題の派遣候補者の

派遣は、派遣者の指導を行う立場で共同研究に携わることが適切であるため、担当研

究者として派遣することに変更した。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

（１）意識のメカニズム：英国：リンカーン大学では、動物の痛みの表情に関する、国際的・学際的なプロジェク

トを開始した。異分野の研究者たちと交流することにより、「痛み」というテーマについての研究を開始すること

ができた。また、表情の解析と並行して、サル類の痛みの行動解析のため、ビデオ解析や統計など動物行動解析の

手法のトレーニングを受け、行動学的な研究手法についての理解が深まった。オランダ：フローニンゲン大学医療

センター（UMCG）では、「両側 BIS」というプロジェクトに参加し、NONMEM というソフトウェアを用いて母集団薬

物動態、薬力学解析する手法を身につけた。この分野の最先端の研究チームの中で、専門家とのディスカッション

をしながら、集中して取り組むことができ、大変有意義であった。派遣期間中には、最初の数ヶ月間はこの解析の

理論と基礎的な操作方法を例題に取り組みながら勉強し、米国、サンフランシスコでおこなわれた公式の講習会に

参加した。今後は自身の研究室でサル類に適した安定した麻酔法の構築が可能になるような役割を担うと考える。 

（２）ヒトの音声言語の起源：本事業中に、旧世界サル２種、新世界サル、類人猿と幅広く集中的に実験できたこ

とは、国際共同研究ならではの成果と言える。評価点は、英国に渡り 1 年程度で 8 報の論文を出版できたことであ

る。現在投稿中が 3 報、準備中が 3 報を考慮すると、ずいぶんたくさんの成果を達成できた。もちろん、日本滞在

中に得られたデータもあるが、海外からの素晴らしい助言を受けること、また日本での煩雑な業務から解放された

ことが大きい。十分な時間が得られ、論文執筆・実験遂行ともにそれなりに順調といえた。欧米のメリハリの利い

た生活（ワークと休暇、一日の仕分け）に習い、効率的に仕事をすることができた。今後も今回滞在した研究機関

（セントアンドリューズ大学、エディンバラ動物園）との国際共同研究を継続することを双方とも承諾しており、

今回の派遣事業で得られた成果を基盤にして、世界を先導する音声コミュニケーションの研究を推進していく予定

である。その任を担う責任があると認識している。 
（３）母系・父系社会の発生機序：派遣期間中に主に３つの成果があった。１つ目の成果は、ワオキツネザルのメ

スの寿命と繁殖に関するもので、野生個体群におけるメスの平均寿命が 7.8±4.0 歳と比較的短く、ほとんどのメ

スが生涯を通じて繁殖を続けることを示した。２つ目の成果は、メスの繁殖競合に関するもので、群れサイズ、群

れメスの数などの社会的要因がメスの出産、幼児死亡、メスの追い出しに影響を与えるかを調べた。この結果、小

さい群れで繁殖力が低いこと、メスの数が多い群れで追い出しが起きやすいことが明らかになった。３つめの成果

は、オスの繁殖競合に関するもので、ワオキツネザルのオスの繁殖成功を調べた。その結果、他の集団性原猿類に

比べて、繁殖成功が優位オスに偏っていないことが明らかになった。 

また、原猿研究者との人的ネットワークを広げ、複数の国際共同研究を始めることができた。受入教員であった

カペラー教授の主催する、シンポジウム、研究会、共同研究などを通じて研究者ネットワークを格段に広げること

ができた。こうした機会を通じて、研究者ネットワークを拡大することの重要性が理解でき、様々な国の研究者と

のコミュニケーション能力も格段に高められた。 

霊長類研究では年間８００頭を超える個体を実験使用や検診のために不動化する必要がある。麻酔は不動化の手

段として必要不可欠な技術である。特に長時間を要する不動化実験や手術の場合、今回の派遣で習得した画期的な

プロポフォール麻酔は研究所に取っては欠かせない技術となる。音声の研究では数々の新たな発見があった。例え

ば、シカとニホンザルの異種間コミュニケーションやキャンベルズモンキーの音声コミュニケーションにおける会

話ルールの発見である。また、長年継続してきたワオキツネザルのデモグラフィデータを分子遺伝学的に解析する

ことで、社会のシステムを解明し、群れのサイズの有効性やオスの繁殖への関与等新たな視点が示された。以上の

ように、今回の派遣事業で実施した３課題はいずれも価値ある成果を産出し、加えて優れた洞察力を培った。この

ことは派遣若手研究者の大きな発展性を修得したものと大いに評価できる。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 本派遣事業は霊長類研究所の国際化戦略の大きな推進力となったと評価できる。これまで短期の派遣事業で大

学院生を含めた若手研究者を２〜３ヶ月の短期派遣を推進してきたことで、長期派遣研究者の予備軍を養成してき

た。今回の長期派遣事業はその予備軍の手本となるものであった。これによって長期派遣事業がますます進展して

いくものと思われる。 

 当研究所では以前から海外での活動は、研究業績の一部として高く評価してきたが、今回の長期派遣の成功によ

って、そのことがよりしっかりと定着したと思われる。今後も人事の評価等にも海外経験を評価対象とすることは

全教員の総意となるに違いない。 

 



様式１                                      (資料２) 

8 

（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者Ａ：  助教     

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

派遣者は 2011 年 12 月 7 日に渡英し、Lincoln 大学に滞在。ここで、動物の痛みの表

情に関する、国際的・学際的なプロジェクトを開始した。プロジェクトの参加者は、

Lincoln 大学の動物行動治療学の研究者 2 名、コンピューターサイエンスの研究者、心

理学の研究者、イタリアの獣医大学の研究グループ（馬の痛み表情を担当）と派遣者（サ

ルの痛み表情を担当）である。 

 派遣者の所属機関である霊長類研究所の飼育担当者の協力を得て、痛みがないと思わ

れるニホンザルの顔写真と、ビデオクリップより、解析に適したものを選択し、コンピ

ューターサイエンスの研究者とモデルを作成した。サルの痛み表情のコンピュータ解析

ができるという手ごたえがつかめた。また、顔写真の解析と並行して、サル類の痛みの

行動解析をすることを目標に、ビデオ解析や統計など動物行動解析の手法のトレーニン

グを受けた。 

 その後、2012 年 6 月 7 日より、オランダのフローニンゲン大学医療センター(UMCG)麻

酔科に滞在し、ヒトの麻酔法を習熟することによって、サル類へ応用できる十分な技術

を習得することを目的とした。第１に、術中覚醒を防ぐ方法として、脳波を使ったモニ

ター方法の確立である。 

 第２としては、静脈麻酔薬プロポフォールの薬物動態の解析技術である。 これらの

技術はまだ完成したとはいえないが、今後は自身の研究室でサル類に適した麻酔法を探

索することが可能であり、近い将来各種霊長類に適した安定した麻酔法の構築が可能で

あると確信している。今後も派遣先との共同研究の推進の約束は既にできており、実験

の継続と国際共同研究ネットワークの発展によって、麻酔技術の向上あるいは新たな麻

酔法の開発への可能性もあると考えている。その役割を担うことが重要であると感じて

いる。 

（具体的な成果） 

１．BIS モニター方法の確立。BIS モニターは、額に貼ったセンサーから得られる脳波の

情報をもとに意識の状態を 0 から 100 の間の数字(BIS 値)で表示する。大まかに、90 以

上が覚醒、40-60 が手術に適した意識消失の状態とされている。BIS モニターのおかげで、

個人個人に合わせて、BIS 値を見ながら麻酔薬の量を調節することができるようになっ

た。 近、「両側 BIS」というセンサーが開発され、それを使うことで左右それぞれの

BIS 値を得られるようになり、より安定した測定ができるようになった。今回この方法

を習得したことで、ニホンザルでも安定した麻酔薬の量や体調の経過を正確に把握でき

るようなった。 

２．静脈麻酔薬プロポフォールの薬物動態の解析技術。麻酔中のモニター技術が確立し

ても、各個体の適切な薬量を検出する必要があるため、非線形混合効果モデルという統

計学的な手法を用いた NONMEM というソフトを用いて、被麻酔者に適した薬物動態を検出

する手法を身につけた。これは主に薬が体内に入ってから出て行くまでの動きを明らか

にする方法である。NONMEM ソフトを使うと、身体のある部位に薬が入る量と出る量を数

学的に母集団モデルとして表出し、それを基に各個体のモデルを作ることができるとい
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う仕組みだ。具体的には、プロポフォールの投与量、血中濃度と時間データから、薬物

動態モデルを作り、年齢、体重、身長、性別、疾患等の各種情報を考慮することで、モ

デルへの影響を検討する。適切なモデルができれば各個体へ適用することが可能となる。

適な薬物動態モデルができると、そのパラメータと BIS 値のデータを組み合わせて、

薬力学モデルを作成する。さらに個人情報を入力することで 適なモデルを作り上げる。

そのための技術をアメリカ・サンフランシスコの講習会に参加して習得した。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

イギリス・リンカーン市、リンカーン大学

生物科学講座、ダニエル・ミルズ教授 

 

オランダ、フローニンゲン大学医療センタ

ー、アンソニー・アブサロム教授 

 

アメリカ、サンフランシスコウェスティン

他(技能習得) 

0 日 116 日

 

73 日 

 

269 日 

 

 

13 日 

471 日

 

 派遣者Ｂ：  助教    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

 ヒトとそれ以外の霊長類のコミュニケーションを比較分析する試みは、院生時代から

おこなっているが、今回は日英スイスにまたがり、ヒト以外の霊長類の視聴覚コミュニ

ケーションの実験的研究をおこなった。23 年度末から渡英し、霊長類のコミュニケーシ

ョン研究を開始した。重点的には 24 年度１年間の滞在により、成果を上げていくために、

研究基盤、生活基盤の準備と、ならびに日本での同時並行的に実験を遂行できる環境を

完成することができた。日本での研究基盤インフラは、オンラインで監視できるような

報告体制を整え、イギリスでの研究との相互的交流を推進する基盤を整えられた。24 年

度での統合的成果が得られることを目指す。 

ヒトにユニークである音声言語によるコミュニケーションと、他種霊長類のコミュニ

ケーションの相違点と類似点を検討することにした。対象動物はニホンザル、フサオマ

キザルであった。解析には、以前インドネシアやフランスでおこなった解析によってデ

ータ収集していたテナガザルやキャンベルズモンキーも加えた。  

研究は、派遣先のセントアンドリューズ大学の連携機関であるエディンバラ動物園と

学術交流を結び、研究を行うこととした。エディンバラ動物園で混合飼育されている、

フサオマキザルとリスザルの「混群」を相手に、異種間コミュニケーションについて解

析をおこなった。キャンベルズモンキーの解析では、ヒトの会話とヒト以外の霊長類の

コミュニケーションに共通した会話ルールの存在と、その後天的な学習のプロセスの共

通性について系統的な連続性を示した。ニホンザルのフードコールの実験では、同所的

に生息するシカがサルのフードコールを利用している、「盗聴」の例を発見した。すな

わち、同じ採食メニューを利用するために異種間コミュニケーション（シカがニホンザ

ルのフードコールに反応）を利用していることを明らかにした。派遣事業の 終段階で

は、フサオマキザルのコミュニケーションのなかで、とくに新しい音声の利用法につい
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て観察をおこなった。  

これらの発見や論考は、霊長類のコミュニケーションに関わる新規な情報として非常

に重要なものであると認識している。今回の実験・観察研究において、霊長類が系統的

に進化させてきた音声コミュニケーションのメカニズムの解明に向けた新たな糸口が得

られた。今後も今回滞在した研究機関（セントアンドリューズ大学、エディンバラ動物

園）との国際共同研究を継続することを双方とも承諾しており、今回の派遣事業で得ら

れた成果を基盤にして、世界を先導する音声コミュニケーションの研究を推進していく

予定である。その任を担う責任があると認識している。  

（具体的な成果） 

1. キャンベルズモンキーの音声コミュニケーションにおける会話ルールに関する研究 

2. 幼児特徴への視覚的選考性に関する研究 

3. 聴覚性刺激を用いた感覚性強化法の有効性に関する研究 

4. ニホンシカとニホンザルの「異種間コミュニケーション」に関する研究 

5. フサオマキザルの新規文脈音声の発見と実験的研究 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

イギリス・エジンバラ市、セントアンドリ

ューズ大学社会学習認知進化研究センタ

ーおよびエジンバラ動物園人類進化生活

連鎖センター、クラウス・ズバルビューア

ー教授およびアンドリュー・ウイッテン教

授 

スイス・ニューヒテル市、ニューヒテル大

学生物学研究所、クラウス・ズバルビュー

アー教授（兼任） 

 

メキシコ、国際霊長類学会参加、成果発表

0 日 20 日

 

321 日 

 

 

 

 

23 日 

 

 

 

7 日 

371 日

 

 派遣者Ｃ：  教務補佐員     

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

平成 22 年度では、2011 年 2 月に、マダガスカル南部のベレンティ保護区において野

外調査をおこなった。1989 年以降長期継続調査がおこなわれている群れを対象に個体確

認をおこない、また隣接する 2 群（A1 群と A2 群）の識別を新たにおこなった。 

平成 23 年度では、2011 年 4 月から 8 月までの期間、ドイツ連邦共和国ゲッティンゲ

ン市のドイツ霊長類センターに所属し、マダガスカルのベレンティ保護区に生息するワ

オキツネザル（Lemur catta）の長期デモグラフィ資料を利用した研究をおこなった。  

第 1 に、群れ生活するキツネザル類で見られる「メスの追い出し」について、一般化

線形混合モデルを用いて解析をおこなった。その結果をドイツ霊長類センターの長期研

究フィールドであるキリンディ保護区に生息するアカビタイキツネザル（Eulemur rufus）

およびベローシファカ（Propithecus verreauxi）でおこなった解析結果（Kappeler 教授お

よび Fichtel 博士）と比較し、種間で要因が異なることを明らかにした。この成果は、2011
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年 12 月 に ド イ ツ 霊 長 類 セ ン タ ー で 行 わ れ た 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 第 8 回 Göttinger 

Freilandtage において 3 名の連名で発表した。  

 第 2 に、ワオキツネザルの個体記録をまとめることによって、ワオキツネザルのメス

の寿命および繁殖期間、オスの移籍パターンについて解析を進めた。このうち、メスの

寿命および生涯出産数については、2012 年 3 月に滋賀県大津市で開催された東アジア生

態学会連合大会で発表した。  

 第 3 に、長期調査の中で蓄積された比較的まれな行動のひとつとして、キツネザルに

よる脊椎動物食の記録をまとめ、他の集団性キツネザル類と比較した。この成果は、英

文学術雑誌 African Study Monograph において発表した。  

 フィールドシーズンに相当する 2011 年 8 月から 10 月までの間はマダガスカル共和国

において野外調査をおこなった。ワオキツネザルの捕獲調査をおこない、身体計測およ

び DNA 試料の採取をおこなった。調査個体群（5 群）および隣接群（2 群）の全個体（73

個体）の DNA 試料を採取した。  

 その後、ドイツ連邦共和国ハノーファー獣医科大学の長期研究調査地であるアンカラ

ファンチカ国立公園に移動し、現在の研究チームリーダーである Ute Radespiel 博士とキ

ツネザル類の長期研究についての意見交換をおこなった。 後に、ドイツ霊長類センタ

ーがフィールドステーションを持つキリンディ保護区で、アカビタイキツネザル、ベロ

ーシファカ、およびその他の哺乳類の行動観察を行った。  

 比較対象である父系社会の解析では、分担研究者が以下の日程で視察ならびに共同研

究をおこなった。1 回目は、2011 年 4 月 26 日～2011 年 8 月 19 日、2 回目は 2011 年 10

月 20 日～2012 年 2 月 29 日に行った。両期間とも、カリンズ森林保護区に生息する野生

チンパンジーM 集団を対象に野外調査を行った。オトナ雄とオトナ雌を対象に、現地調

査補助者の協力を得て、個体追跡を行い、個体間の社会交渉を記録した。また、ホルモ

ン動態分析のためと、DNA 分析による血縁関係の推定のために、尿・糞による非侵襲的

試料を収集した。日本に帰国後、ホルモン用の試料はホルモンの測定を行った。この試

料の分析によって、父系社会の発生機序を調べるために、移入したばかりの若い雌の性

ホルモン動態と経産雌の性ホルモンの動態を分析し、１）雌のどういう特徴が移籍と結

びついているか、２）雌の性サイクルが雄との関係性のどう関係するかを、分析した。

 1 回目の海外出張の期間において、2011 年 8 月 7 日～2011 年 8 月 11 日の間、コンゴ

民主共和国に行き、コンゴ森林生態研究所が行ったシンポジウムに出席した。そこで、

カリンズ森林における森林利用の実際について研究発表を行うとともに、コンゴ人研究

者と研究連絡を行い、カリンズ森林で収集しているホルモン動態用の試料を、コンゴ共

和国ワンバ地区に生息する野生ボノボでも収集するようにお願いをした。  

平成 24 年度では、受け入れ研究者であるドイツ霊長類センターのカペラー教授が、独

自に展開しているキツネザル類の社会進化の理論的枠組を、我々の長期デモグラフィデ

ータに取り入れて、ワオキツネザルの社会システムの解明を計画した。種の社会システ

ムを構築するには、諸要素として得られる社会構造、社会組織、配偶システム等と、そ

れぞれ相互の関係に基づく論理が必要とされる。そこで以下のような情報を確認すると

ともに、新たな洞察を持って解析を進めた。 

 キツネザル類の社会は、古典的社会生態学では説明し難い特徴がいくつか見られる。

例えば、身体サイズに雌雄差がない、群れサイズが小さく雌雄の個体数が等しい、多く
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の種で雌が社会的に優位である、などである。キツネザル類の代表種であるワオキツネ

ザルは、大きな集団を作る点で真猿類のオナガザル類と同様に、血縁雌の結びつきを基

盤にした社会構造を持つ。しかし、雌が雄より優位であるなどのキツネザル特有の特徴

も持つ。こうしたオナガザル類との類似性や相違性を持つワオキツネザルの繁殖競合を

精査することで、社会システムの解明に迫まった。 

まず、22 年間で蓄積した個体情報を分子集団遺伝学的解析と理論解析に利用できる形

に整理した。それらの整理した情報を基に解析を進めたところ、以下のことが明らかに

なった。１）ワオキツネザルの雌は生涯を通して繁殖をおこなう。２）出産および幼児

の生存は群れのサイズに正の影響を受ける。３）雌の追い出しは大人雌の数に正の影響

を受ける。４）アカビタイキツネザルは大きい群れの方が繁殖上の不利益があり、追い

出しもおきやすい。５）ワオキツネザルでは繁殖への雄の関与は、優位雄に偏っている。

これらの結果は、今回新しい方法と視点を持って解析した結果はじめて得られたもので

ある。本事業によって進められた国際共同研究が、社会システムが種によって異なると

いう、大きな成果としてまとまったことになる。今後も共同研究を推進することの重要

性は、双方の研究機関で認識されたので、今回の成果を基盤にしてより深化した解析を

進める予定である。それを担当者として遂行する。 

（具体的な成果） 

１．ワオキツネザルのメスの寿命と繁殖に関する研究 

２．ワオキツネザルのメスの繁殖競合に関する研究 

３．ワオキツネザルのオスの繁殖成功に関する研究 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

ドイツ・ゲティンゲン市、ドイツ霊長類セ

ンター、行動生態・社会生物学部門、ピー

ター・カペラー教授 

マダガスカル、ベレンティ保護区・チンバ

ザザ動植物公園・キリンディ保護区 

54 日 182 日

 

133 日 

 

 

369 日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

・平成２２年度：（１）派遣に先立ち霊長類研究所でマカク類とチンパンジーのプロポフォールの綿密な麻酔実験

を行い、ヒトとの比較研究に備える。（３）２１年間集積した個体群統計学的解析と、約 150 頭におよぶ７群全個

体の遺伝子サンプルのミトコンドリアおよび各種核 DNA の解析をおこなう。（平成 22 年度）2011 年の１月に渡航

し、9 月末（９ヶ月）まで実験および解析をおこなう。22 年間集積したデモグラフィ資料の解析と、約 150 頭にお

よぶ７群全個体の遺伝子サンプルのミトコンドリアおよび各種核 DNA を遺伝子マーカーとして用いた実験と解析

をおこなう。また、マダガスカルにおける個体記録および新規遺伝子サンプルの採取も継続しておこなう。（平成

22 年度）2011 年の 2 月にマダガスカルに渡航し、新規遺伝子サンプルの採取を行った後、3 月からドイツに渡航

した。・平成２３年度：（１）12 月にイギリス・リンカーン大学へ渡航し、各種動物の行動評価解析法を習得す

る（24 年 5 月まで 160 日間滞在する）。（２）24 年１月に英国セントアンドリューズ大学へ渡航し、キャンベル

ズモンキーの音声研究を開始。コートジボアールのフィールド調査も行う。（３）22 年度から継続して 8 月まで

ドイツ霊長類センターに滞在し、分子集団遺伝学的解析と行動生態学的解析を継続する。マダガスカルのフィー

ルド調査も加える。8 月～10 月の 2 ヶ月。さらに、マダガスカルのフィールド調査に並行して担当研究者がウガン

ダ共和国カリンズ森林保護区にて野生チンパンジーの調査・現地研究の指導をい、母系・父系社会の発生機序に

ついて比較検討するためのデータ収集をサポートする。・平成２４年度：（１）24 年 6 月上旬までイギリス・リ

ンカーン大学に滞在し、動物行動評価と意識評価の解析をおこなう。24 年 6 月からオランダ・フローニンゲン大

学医療センターに滞在し、国内で準備したプロポフォールの実験データの解析に取り掛かる。マカクおよびチン

パンジーでプロポフォールの持続投与による、精度の高い麻酔法を提案し、その実用化をめざす。（２）継続して

25 年（2013）3 月までイギリス・セントアンドリューズ大学心理学部に滞在し、飼育下のキャンベルズモンキーの

音声研究をおこなう。（３）再度 4 月－5 月にマダガスカルで調査を実施し、そして 5 月末～9 月にドイツの同じ

研究機関に渡航し、分子集団遺伝学的解析と比較分析を継続する。7 月と 12 月にそれぞれ 1 ヶ月ずつ、研究担当

者が視察と指導の一環としてウガンダ・ムバララ大学理学部でデータのとりまとめならびに打ち合わせを行う。

母系社会そして父系社会それぞれの発生機序について研究成果を取りまとめする。 

 

（２）成果の概要 

（１）意識のメカニズム：イギリスでの 6 ヶ月とオランダでの 9 ヶ月は、具体的な成果を論文の形にするには短す

ぎる期間だったが、受け入れ先の研究者の方々ともいい関係を作ることができた。現在はメールやウェブ電話等で

海外の研究者とも比較的簡単に連絡を取ることができるが、実際にある程度の期間、直接会って、同じ場所で一緒

に仕事をすることにより、より深い信頼関係ができ、今後の共同研究を推進しやすくなった。海外で生活及び研究

をすることにより、今までにない視点を得ることができ、研究能力だけでなく、様々な問題に対処する能力やコミ

ュニケーション能力も向上した。 

（２）ヒトの音声言語の起源：英国に渡り 1 年程度で 8 報の論文を出版できた。現在投稿中が 3 報、準備中が 3

報を考慮すると、たくさんの成果を達成できた。もちろん、日本滞在中に得られたデータもあるが、海外からの素

晴らしい助言を受けること、また日本での煩雑な業務から解放されたことが大きい。十分な時間が得られ、論文執

筆・実験遂行ともにそれなりに順調といえた。欧米のメリハリの利いた生活（ワークと休暇、一日の仕分け）に習

い、効率的に仕事をすることができた。国際研究としても、多くの可能性を広げられた。今後の経費申請につなが

ると思われる。日本での活動も、ネットワークによる雇用管理・研究管理システムを進めたが、論文に至った点を

考えると、うまくいった。iPad などの携帯型の高品質な端末、Skype や Dropbox などの、通信基盤を柔軟に取り入

れ、研究は進展できたと自負する。 

（３）母系・父系社会の発生機序：海外派遣期間中に原猿研究者との人的ネットワークを広げ、複数の国際共同研

究を始めた。これは受入教官の人脈により機会を設けることができた。こうした機会を通じて、研究者ネットワー

クを拡大することの重要性が理解でき、様々な国の研究者とのコミュニケーション能力も格段に高められた。今後

の共同研究も既に企画され、今回の長期デモグラフィック蓄積データを新たな視点で見直したことは、今後の研究

の展開を含めて大きな力となった。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

８ ２ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査 読 がある場 合 、印 刷 済 及 び採 録 決 定 済 のものに限 って記 載 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 

・若 手 派 遣 研 究 者 が著 者 （又 は共 著 者 ）となっている場 合 、当 該 の著 者 名 に下 線 を付 してください。 

・共 同 研 究 の相 手 側 となる海 外 の研 究 機 関 の研 究 者 との共 著 論 文 等 には、文 頭 の番 号 に○印 を付 して下 さい。 

１ A. Lemasson,L. Glas,S. Barbu,A. Lacroix,M. Guil loux, K. Remeuf & H. Koda. Youngsters do not 
pay attention to conversational rules: is this so for nonhuman primates? Scientif ic Reports 1, 
Article number:22. 2011.  査読有  

２ Ichino S, Rambeloarivony H. New cases of vertebrate predation by the ring-tai led lemur (Lemur 
catta), with references to the difference from Eulemur species and other primates. African Study 
Monographs 32: 69-80. 2011 査読有  

３ Miyabe-Nishiwaki T., K. Masui, A. Kaneko, K. Nishiwaki, T. Nishio, H. Kanazawa. Evaluation of 
the predictive performance of a pharmacokinetic model for propofol in Japanese macaques 
(Macacafsucatafsucata). Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 36(2). 169-173. 
2012 査読有  

４ Okamoto M, Imai S, Miyanohara M, Saito W, Momoi Y, Abo T, Nomura Y, Ikawa T, Ogawa T, 
Miyabe-Nishiwaki T, Kaneko A, Watanabe A, Watanabe S, Hayashi M, Tomonaga M, Hanada N. 
Streptococcus troglodytae sp. nov., from the Chimpanzee Oral Cavity. Int J SystEvolMicrobiol. 
63(Pt2). 418-422. 2012 査読有 

５ Sato, A., Koda, H., Lemasson, A., Nagumo, S. Masataka, N. Visual recognit ion of age class and 
preference for infantile physical features in nonhuman primates. PLoS ONE 7(5): e38387. 2012
査読有 

６ Koda H. Possible use of heterospecif ic food-associated calls of macaques by sika deer for 
foraging eff iciency. Behavioural Processes 91(5). 30-34. 2012 査読有  

７ Koda H, Basile M, Olivier M, Remeuf K, Nagumo S, Blois-Heulin C, Lemasson A. Validation of 
an auditory sensory reinforcement paradigm: Campbell ’s monkeys (Cercopithecus campbell i) do 
not prefer consonant over dissonant sounds. Journal of Comparative Psychology. 
PMID:23566027. 2013 査読有  

８ Lemasson A, Guil loux M, Rizaldi, Barbu S, Lacroix A, Koda H. Age- and sex-dependent contact 
call usage in Japanese macaque. Primates. PMID:23455845. 2013 査読有  

９ Ichino S, Soma T, Koyama N. The impact of alopecia syndrome on female reproductive 
parameters in r ing-tai led lemurs (Lemur catta) in Berenty Reserve, Madagascar.In: Leaping 
Ahead: Advances in Prosimian Biology. Masters J, Gamba M, Genin F, Tutt le R. eds., New York 
: Springer. pp. 377-386. 2013 査読有  

10 Koda H. Sato A, Kato, A. Is attentional priorit isation of infant faces unique in humans?: 
comparative demonstrations by modif ied dot-probe task in monkeys. Behavioural Processes 98, 
31-36. 2013 査読有  

11 Koda H, Lemasson A, Oyakawa C, Rizaldi, Pamungkas J, Masataka N (2013) Possible Role of 
Mother-Daughter Vocal Interactions on the Development of Species-Specif ic Song in Gibbons. 
PLoS ONE 8(8): e71432. doi:10.1371/journal.pone.0071432 査読有  

12  

13  
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。

① Fichtel C, Ichino S, Kappeler PM. Female reproductive competit ion in lemurs: what constrains 
and regulates group size? 8th Göttinger Freilandtage, 2011 年 12 月 8 日、Max Planck Institute for 
Biophysical Chemistry 審査無  
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