
2012年度共同利用・共同研究　採択課題一覧

種類 申請代表者 所属 身分 対応者 課題名

計画１ 継続 木村里子
京都大学大学院・情報学研
究科・社会情報学専攻

日本学術振興
会特定研究員

森阪匡通 中国揚子江-ポーヤン湖接続域に生息するスナメリの資源量調査

計画１ 継続 笠貫ゆりあ
三重大学・大学院生物資源
学研究科

博士前期課程
１年次

森阪匡通
御蔵島周辺海域に生息するミナミハンドウイルカの行動からみたイルカウォッチ
ング活動の長期的な影響評価

計画１ 継続 山越言
京都大学大学院アジア・アフ
リカ地域研究研究科

准教授 中村美知夫 ケニア・ナイロビ国立公園周辺の人為的景観下におけるヒョウの保全生態学

計画１ 継続 竹下知里
帝京科学大学大学院 理工
学研究科

修士課程１年
生

森阪匡通 ミナミハンドウイルカの対物行動における季節変化および選好性に関する研究

計画１ 新規 幅祥太
三重大学・大学院生物資源
学研究科

博士前期課程 森阪匡通 釧路沿岸域に出現するシャチの個体間関係

計画１ 新規 南正人 麻布大学・獣医学部 講師 杉浦秀樹 嬬恋村のカモシカはキャベツに依存しているか
計画2 継続 寺沢文男 新江ノ島水族館 獣医師 森阪匡通 飼育下海獣類における超音波検査に関する基礎的な研究
計画2 継続 高木直子 京都市動物園　飼育課 動物飼育員 田中正之 アミメキリンにおける親子間行動及び繁殖生理の研究
計画2 継続 高倉健一郎 名古屋市東山動物園 動物飼育員 幸島司郎 飼育環境の変更がフクロテナガザルの日常的な行動に及ぼす影響
計画2 継続 花塚優貴 中央大学大学院文学研究科 博士後期課程 田中正之 ボルネオ・スマトラオランウータンにおける描画行動の比較研究

計画2 新規 藤澤加悦
横浜市立よこはま動物園
ズーラシア　アジアセンター

飼育展示係 田中正之 飼育下におけるインドゾウの夜間行動調査

計画2 新規 伊藤秀一
東海大学農学部　応用動物
科学科

准教授 田中正之 動物園におけるセキショクヤケイの管理改善および維持に関する研究

計画2 新規 山本裕己 京都市動物園　飼育課 獣医師 田中正之
飼育下ニシゴリラにおける繁殖に関連したストレスに対する生理的応答と行動変
化との対応

計画2 新規 岡部光太 京都市動物園　飼育課 畜水産技術者 田中正之 飼育下のシセンレッサーパンダの繁殖関連行動の観察

計画2 新規 釜鳴宏枝 京都市動物園　飼育課 畜水産技術者 田中正之
飼育下オランウータンへの映像提示による環境エンリッチメントとしての有用性の
評価

計画2 新規 佐藤正祐 東山動植物園　飼育課 飼育員 幸島司郎 生息域外保全に向けた生物及び環境調査
計画2 新規 中山哲男 東山動植物園　飼育課 飼育員 幸島司郎 飼育下コアラのユーカリ嗜好性の調査
計画3 継続 濱田飛鳥 京都大学霊長類研究所 大学院生 杉浦秀樹 屋久島においてアコウの種子散布を行なう動物群の季節変化

計画3 継続 平賀真紀
横浜市立よこはま動物園
ズーラシア　　アジアセンター

動物飼育 森村成樹 飼育チンパンジーの発情回帰が複雄複雌集団の社会におよぼす影響

計画3 新規 久川智恵美
わんぱーくこうちアニマルラ
ンド

主査技能員 森村成樹 チンパンジーの皮膚及び口腔内常在菌に関する研究

計画3 新規 揚妻直樹
北海道大学・北方生物圏
フィールド科学センター

准教授 杉浦秀樹 照葉樹林に生息するシカの個体群動態モニタリング

計画3 新規 幸田良介
総合地球環境学研究所・研
究部

研究室５（山村
プロジェクト）

杉浦秀樹 屋久島照葉樹林においてヤクシカが森林更新に与える影響の解明

計画4 新規 樋口 尚子
NPO法人生物多様性研究所
あーすわーむ

杉浦秀樹 ニホンジカの出生率と生残率におけるカタストロフの影響：金華山島の事例から

自由 継続 丸山啓志
京都大学大学院・理学研究
科地球惑星科学専攻

修士課程2回 森阪匡通 化石記録から学ぶ鯨類保全への基礎研究

自由 継続 島田将喜
帝京科学大学・生命環境学
部・アニマルサイエンス学科

講師 中村美知夫 野生チンパンジーにおける社会的遊びのネットワーク構造

自由 継続 福田智一 東北大学農学研究科 准教授 村山美穂 絶滅が危惧される動物の培養細胞の樹立に関する研究

自由 新規 粂 佑奈
名城大学農学部生物環境科
学科・環境動物学

学部4年 森村成樹 野外で繁殖するウミネコのDLW法を用いたエネルギー代謝量の測定

自由 新規 戸田克樹
鹿児島大学・農学部・獣医生
理学研究室

5年 村山美穂 飼育下および野生ゴリラにおける性格遺伝子とストレス感受性との関連

自由 新規 齊藤浩明 名城大学・農学部 修士課程 森村成樹 絶滅のおそれのある野生小動物ニホンカワネズミの保全生態学研究

施設(幸島) 栗田博之
大分市教育委員会事務局教
育部文化財課

主査 杉浦秀樹
ニホンザル群における食物摂取と栄養状態および繁殖成績について幸島群と高
崎山群の比較

施設(幸島) 半谷吾郎 京都大学霊長類研究所 准教授 杉浦秀樹 霊長類学･野生動物系科目｢生態学野外実習｣の実施
施設(屋久島) 半谷吾郎 京都大学霊長類研究所 准教授 杉浦秀樹 屋久島のニホンザルの人口動態
施設(幸島) 半谷吾郎 京都大学霊長類研究所 准教授 杉浦秀樹 ニホンザルによる菌類の胞子散布の解明

施設(シーケンサー) 松井正文
京都大学大学院人間・環境
学研究科相関環境学専攻

教授 村山美穂 次世代シーケンサーを用いた両生類のゲノム解析と遺伝マーカー開発

施設(シーケンサー) 吉田友教 京都大学霊長類研究所 特定助教 村山美穂
野生大型霊長類に関する人獣共通感染症の同定とリスクアセスメントの考案に
関する研究

施設(シーケンサー) 佐藤宏樹
京都大学大学院アジア･アフ
リカ地域研究研究科

研究員 村山美穂
マダガスカル産霊長類に種子散布を依存する大型種子植物のマイクロサテライ
トマーカー開発

施設 堀　裕亮
京都大学大学院文学研究
科・行動文化学専攻

博士課程 村山美穂
コンパニオンアニマルの社会的行動特性と神経伝達物質及びホルモン関連遺伝
子多型との関連

施設(屋久島) 相場慎一郎
鹿児島大学理工学研究科・
地球環境科学専攻

准教授 杉浦秀樹 屋久島の森林動態

施設(幸島) 杉浦秀樹
京都大学野生動物研究セン
ター

准教授 杉浦秀樹 野外調査実習

施設(屋久島) 城野哲平
京都大学理学研究科・動物
行動学研究室

学振特別研究員杉浦秀樹 近録ヤモリ類2種の鳴き声による種認識メカニズムの解明

施設(屋久島) 三宅正隆
鹿児島大学・理学部・地球環
境科学科

学部4年 杉浦秀樹 サツマゴキブリの屋久島における集団の構成と生活史

施設(屋久島) Ｄａｖｉｄ　Ｈｉｌｌ 京都大学霊長類研究所 教授 杉浦秀樹 Population dynamics and vocal communication in Murina ussuriensis

施設 山田一憲
大阪大学人間科学研究科・
附属比較行動実験施設

講師 村山美穂 ニホンザルにおけるオキシトシン受容体遺伝子の多型解析

施設(屋久島) 持田浩治
琉球大学熱帯生物圏研究セ
ンター

日本学術振興
会特別研究員
(PD)

杉浦秀樹 霊長類の睡眠の多様性に関する研究

施設(幸島)
Andrew
MacIntosh

京都大学霊長類研究所 助教授 杉浦秀樹 Parasites as a selective force in primate social systems evolution

施設 杉本親要
琉球大学理学部・海洋自然
科学科

日本学術振興
会特別研究員

村山美穂 イカ類のマイクロサテライト型判定およびミトコンドリアDNA解析

施設 長尾健二
愛知県農業総合試験場・畜
産研究部・養鶏研究室

主任 村山美穂 鳥類における緊張性不動状態と神経伝達物質の遺伝子多型との関連

施設 牛田一成
京都府立大学・生命環境科・
応用生命科学専攻・動物機
能教室

教授 村山美穂 次世代シークエンサーを用いたウィルスおよび細菌の網羅的検出

施設(シーケンサー) 井鷺裕司
京都大学農学研究科・森林
科学専攻・森林生物学研究
室

教授 村山美穂 次世代シークエンサーを用いた食植性動物の糞分析

施設(遺伝子解析) JONATHAN FLANDERS 京都大学霊長類研究所
JSPS research
fellow

村山美穂
Using fine-scale population genetic structure to identify the social structure of
the Ussuri tube-nosed bat, Murina ussuriensis
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施設(幸島) 岩本俊孝
宮崎大学教育文化学部・生
物学教室

教授 鈴村崇文 宮崎国際大学心理学特論の学生指導

施設(屋久島) 杉浦秀樹
京都大学野生動物研究セン
ター

准教授 杉浦秀樹 屋久島西部地域におけるヤクシマザル、ヤクシカ、コイタチの生態・行動調査

施設(屋久島) 和田直己
山口大学共同獣医学科・生
体システム科学

教授 杉浦秀樹 ヤクシマザルのlocomotionに関する研究

施設(屋久島) 栗原洋介
京都大学霊長類研究所・社
会生態分科

修士課程１年生 杉浦秀樹 屋久島海岸域に生息するニホンザルの採食行動の群間比較

施設(幸島) 森　ことの 岐阜大学応用生物科学部 学部2年生 鈴村崇文 野生ニホンザルと幸島の植物の観察
施設(屋久島) 澤田晶子 京都大学霊長類研究所 教務補佐員 杉浦秀樹 ヤクシマザルの生態学的調査

施設(屋久島) Hélène BOUCHET 
Primate Research Institute -
Kyoto University

JSPS post-
doctoral fellow

杉浦秀樹 Function of calls associated with the mating season in Japanese macaques

施設(シーケンサー) 東濃篤徳
京都大学霊長類研究所・人
類進化モデル研究センター

特定研究員 村山美穂 マカクへパチウィルスの探索

施設(屋久島) 杉浦秀樹
京都大学野生動物研究セン
ター

准教授 杉浦秀樹 Yakushima Field Science Course

施設(幸島) ARNAUD Coline
Kyoto University Wildlife
Research Center

JSPS post-doctoral fellow鈴村崇文 Evolution of personality in wild nonhuman primates, the Japanese macaques

施設(屋久島) David HEMBRY
京都大学生態学研究セン
ター　川北篤研究室

外国人共同研究者杉浦秀樹 キールンカンコノキにおける２種の送粉昆虫のハナホソガの共存の生態学

施設(シーケンサー) 井鷺裕司
京都大学農学研究科・森林
科学専攻・森林生物学教室

教授 村山美穂 次世代シークエンサーを用いたマイクロサテライトマーカーの開発

施設(幸島) 岩本俊孝 宮崎大学・事務局 副学長 鈴村崇文 フィールド体験実践講座・生物学基礎実験Ⅱ　幸島実習


