
種類 申請代表者 所属 身分 対応者 課題名

計画 1 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･森林圏ステーション･和歌
山研究林

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 1 根本　唯
東京農工大学大学院　連合農学研究
科　環境資源共生科学専攻　野生動物
保護管理学研究室

博士課程2年 幸島司郎
ツキノワグマの移動パターンへの内的
要因と外的要因の影響

計画 1 白曼大翔
北海道大学　環境科学院　生物圏科学
専攻　水圏生物学コース　生態系変動
解析分野

修士課程1年 杉浦秀樹
保護ゴマフアザラシ新生獣の放獣後
の行動追跡

計画 1 山根裕美
京都大学大学院　アジア･アフリカ地域
研究研究科　アフリカ地域研究専攻

博士課程5年 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 2 藤澤加悦 横浜市立よこはま動物園 飼育展示係 森村成樹 飼育下におけるインドゾウの行動調査

計画 2 平賀真紀 横浜市立よこはま動物園 動物飼育 森村成樹
飼育チンパンジーにおける赤ん坊の
発達的変化に応じた未経産雌の社会
交渉の変化

計画 2 木村幸一 名古屋市東山総合公園東山動物園 業務技師　技能長 幸島司郎
スマトラオランウータン（Pongo abelii）
におけるアンフランジオスの2次的な性
的発達について

計画 2 大井裕典
大阪大学大学院人間科学研究科･比
較行動学研究分野

博士課程1年 杉浦秀樹
動物園のワオキツネザル集団におけ
る子への関わりかけが集団の社会構
造に与える影響の検討

計画 2 丸　一喜 旭山市旭山動物園
技能史員　飼育展
示係

森村成樹
冷温帯で飼育されるチンパンジーの道
具使用行動と温湿度条件の関係

計画 2 金澤朋子
日本大学大学院　生物資源科学研究
科　生物環境科学専攻　野生動物学研

博士課程3年 森村成樹
飼育下インドゾウに対する自動給餌装
置の設置

計画 2 伊藤秀一
東海大学農学部　応用動物科学科　動
物行動学研究室

准教授 平田　聡
動物園におけるセキショクヤケイの繁
殖行動およびCrowingに関する研究

計画 2 大島由子 京都水族館　展示飼育部 獣医 伊谷原一
ミナミアメリカオットセイにおける性ホ
ルモン動態に関する研究

計画 2 八代　梓
東海大学農学研究科　農学専攻生物
資料科学コース　動物行動学研究室

修士課程1年 平田　聡
熊本市動植物園のチンパンジーにお
ける採食エンリッチメントに関する研究

計画 2 山田信宏
公益財団法人　高知県のいち動物公
園協会

主幹 伊谷原一
麻酔下での介助出産により誕生したチ
ンパンジー人工哺育個体の発達検査

計画 2 岡部光太 京都市動物園　種の保存展示課 畜水産技術者 伊谷原一
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 田中悠介
マリンピア松島水族館　飼育部　第二
課

獣医師 杉浦秀樹
飼育イルカに対する、よりよいエンリッ
チメントデバイスの探求

計画 2 加藤洋子 千葉市動物公園 飼育課 森村成樹
国内チンパンジー飼育者の飼育経歴
調査

計画 2 福守　朗
鹿児島市平川動物公園　動物公園事
業課

飼育展示係　主査 森村成樹
九州沖縄地域における飼育チンパン
ジーの父系について実態調査

計画 2 花塚優貴
中央大学大学院　文学研究科　心理学
専攻　緑川研究室

博士課程3年（日本
学術振興会特別研
究員DC2）

平田　聡
顔補完課題を用いたオランウータンの
顔認知機能の検討

計画 2 三家詩織 京都市動物園　種の保存展示課
非常勤嘱託員（教育
研究補佐員）

伊谷原一 飼育下ニシゴリラ乳児の社会的発達

計画 2 萩原慎太郎 福山市立動物園 管理員 杉浦秀樹
飼育下のアジアゾウにおける体の“利
き側”を利用した新訓練法の検討

計画 2 佐々木智子 京都市動物園　種の保存展示課 畜水産技術職 伊谷原一
フンボルトペンギンの転卵時の卵の温
度と角度の計測および親鳥の行動に

計画 2 明石富美子 京都水族館　展示飼育部 獣医 伊谷原一
ケープペンギンにおける血中ビタミン
濃度の測定

計画 2 尾崎康彦
名古屋市立大学　医学研究科　分べん
成育先端医療センター　産婦人科学

准教授 森村成樹
ヒト補助生殖技術（ART）の飼育下オラ
ンウータンへの応用およびオランウー
タンの尿中ホルモンの簡便な測定法

計画 2 藤谷武史
名古屋市立東山動物園　両生類担当
（名古屋市立システム自然科学研究科
熊澤研究室）

飼育係（研究員） 幸島司郎
国内飼育種アルダブラゾウガメにおけ
る種の再検討

計画 3 水谷友一
名古屋大学大学院　環境学研究科　都
市環境学専攻　依田研究室

博士課程5年 杉浦秀樹
大規模災害後の餌環境の変遷と野生
海鳥種の行動変化

自由 福田智一
東北大学農学研究科資源生物科学専
攻･動物遺伝育種学分野

准教授 村山美穂
絶滅危惧鳥類からの初代細胞培養と
保存、無限分裂（不死化）細胞樹立の

自由 金子武人
京都大学医学研究科･附属動物実験
施設

特定講師 村山美穂
希少動物におけるフリーズドライ法に
よる精子保存法の確立及び配偶子バ
ンクの設立

自由 土田さやか
京都府立大学大学院･生命環境科学
研究科･応用生命科学専攻･動物機能
学研究室

博士課程4年 村山美穂
霊長類における宿主と乳酸菌の共進
化

自由 福田真嗣 慶應義塾大学　先端生命科学研究所 特任准教授 杉浦秀樹 シカの食性と腸内細菌叢の解析

自由 栗原洋介
京都大学霊長類研究所　社会生態分
科

博士課程1年 杉浦秀樹
野生ニホンザルにおける C ペプチドを
用いたエネルギーバランス評価

自由 宮田晃江
京都大学霊長類研究所　生態保全分
野

修士課程2年 杉浦秀樹
屋久島におけるヤクシマザルの集団
の分布とその変遷
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自由 豊田　有
京都大学霊長類研究所　社会生態分
科

修士課程1年 杉浦秀樹

嵐山Ｅ群の高齢メスニホンザルにみら
れる性行動の生殖関連ホルモン動態
との関連、およびその社会的機能につ
いて

自由
Kohi Mtrima
Edward

Tanzania Wildlife Research Institute
Mahale-Gombe Wildlife Research

Director 中村美知夫
Feeding Ecology of Mahale Mountains
Chimpanzees

自由 松本祥子
名古屋大学大学院　環境学研究科　都
市環境学専攻　依田研究室

博士課程3年 幸島司郎
イエネコによるオオミズナギドリへの捕
食被害の定量化

自由 山本知里
長崎大学大学院　水産環境科学総合
研究科　環境海洋資源学専攻　海棲哺
乳類研究室

博士課程2年 杉浦秀樹
飼育ハンドウイルカにおける闘争個体
への協力者が得る利益の検討

自由 岩原由佳
北海道大学大学院　環境科学院　生物
圏科学専攻　水圏生物学コース　生態
系変動解析分野

修士課程2年 杉浦秀樹
カマイルカの回遊追跡と集中利用海
域の把握について

自由 杉本親要 琉球大学　理工学研究科　池田研究室 研究員 村山美穂
社会性頭足類における性格関連遺伝
子と飼育環境への順応性との関係

自由 谷戸　崇
京都大学大学院　理学研究科　生物科
学専攻　動物系統学研究室

修士課程1年 杉浦秀樹
ネズミ科におけるオスの生殖器の形態
機能学的研究

施設 屋久島 半谷吾郎
京都大学霊長類研究所　社会生態研
究部門　生態保全分野

准教授 杉浦秀樹 屋久島のニホンザルの人口動態

施設 屋久島 半谷吾郎
京都大学霊長類研究所　社会生態研
究部門　生態保全分野

准教授 杉浦秀樹
ニホンザルと真菌の関係について実
験的研究

施設
遺伝子
解析

Garai Cintia
Judit

Primate Research Institute, Kyoto
University

PhD student 村山美穂
The relationship between social
hierarchy and personality in wild living
bonobos

施設 幸島 辻　大和
京都大学霊長類研究所　社会生態部
門　社会進化分野

助教 鈴村崇文 「生態学野外実習」の実施

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

参事補 鈴村崇文
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の関係につい
て：幸島群と高崎山群の比較

施設
遺伝子
解析 高橋大希 秋田県畜産試験場 研究員 村山美穂

鳥類における行動特性と遺伝子との
関連性の解明

施設 幸島
Duboscq
Julie

University of Strasbourg, CNRS-IPHC
Post-doctoral
researcher

杉浦秀樹

Social networks as a trade-off
between optimal decision-making,
information transmission and reduced
disease transmission

施設 屋久島 島　悠希
京都大学理学研究科　人類進化論研
究室

修士課程 杉浦秀樹
ニホンザルの群れにおける休息時の
毛づくろい相手の選択

施設 幸島

MacIntosh
James
Jonathan
Andrew

Kyoto University Wildlife Research
Center/Primate Rssearch
Institute(CICASP/PWS)

Associate Professor 杉浦秀樹
Parasites as a selective force in
primate social systems evolution

施設 幸島
SARABIABN
Cecile

Strasbourg University　Faculty of Life
Sciences　Ecophysiology & Ethology
Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien
(IPHC)

M2 student 杉浦秀樹
How feeding strategies and hygienic
behaviors may influence parasitism in
Japanese macaques

施設
遺伝子
解析 大園享司

京都大学生態学研究センター　熱帯生
態学分野

准教授 村山美穂
微生物群集の系統的多様性の解析と
多様性保全指標の開発

施設 屋久島 篠原　渉 香川大学　教育学部　生物学教室 准教授 杉浦秀樹
屋久島におけるシダ植物の前葉体フ
ロラ調査、屋久島高山性ミニチュア植
物の調査

施設 屋久島 澤田晶子 京都大学野生動物研究センター 特定研究員 杉浦秀樹
ヤクシマザルの生態額的調査および
植生調査

施設 屋久島 栗原洋介 京都大学霊長類研究所 博士課程1年 杉浦秀樹
屋久島に生息するニホンザルにおけ
る栄養状態の群間比較

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 - 野外実習
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 - Yakushima Field Science Course
施設 屋久島 相場慎一郎 鹿児島大学大学院理工学研究科 准教授 杉浦秀樹 屋久島の森林動態

施設 屋久島 HILL David
Kyoto University Wildlife Research
Center/Primate Rssearch Institute

Professor 杉浦秀樹
Vocal communication in the Ussuri
tube-nosed bat, Murina ussuriensis

施設
遺伝子
解析 大西賢治

東京大学総合研究文化研究科　長谷
川・齋藤研究室

日本学術振興会特
別研究員（SPD）

村山美穂
ニホンザルにおける性格関連遺伝子
の多型解析

施設 幸島 松沢哲郎 公益財団法人日本モンキーセンター 所長 鈴村崇文 日本モンキーセンター　幸島実習

施設 屋久島
向井真那
（相場)

京都大学大学院農学研究科地球環境
科学　森林生態学

修士課程1年 杉浦秀樹
屋久島の標高に沿った地下部動態の
研究

施設 幸島 足立幾磨
京都大学霊長類研究所　国際共同先
端研究センター

助教 鈴村崇文 幸島ニホンザルの行動観察

施設
ホルモ
ン解析 松尾侑紀

京都大学大学院情報学研究科　社会
情報学専攻　生態圏情報学講座

博士課程1年 幸島司郎
飼育下におけるジュゴンの性ステロイ
ドホルモン分泌と行動の関連

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 -
屋久島西部地域における中大型動物
の生態調査

施設 幸島 足立辰夫 近畿大学　経営学部　経営学科 教授 鈴村崇文
幸島における野生ザルの生態観察の
歴史と課題の研究
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施設
遺伝子
解析 堀　裕亮

京都大学文学研究科　行動文化学専
攻　心理学研究室

日本学術振興会特
別研究員（PD）

村山美穂
神経伝達・ホルモン伝達関連遺伝子と
認知・行動特性の関連

施設
ホルモ
ン解析 栗原洋介 京都大学霊長類研究所 博士課程1年 杉浦秀樹

野生ニホンザルにおけるコルチゾール
を用いたストレスレベル評価

施設
遺伝子
解析

竹内浩昭(甲
斐)

静岡大学理学部生物科学科　神経行
動学研究室

教授 村山美穂
希少動物レッサーパンダにおける遺伝
子多型と性格の解析

施設 屋久島 松原　幹 中京大学　国際教養部 非常勤講師 杉浦秀樹
ヤクシマザルの糞中種子の二次散布
者調査

施設
遺伝子
解析 高岸治人 玉川大学　脳科学研究科 助教 村山美穂 共感性を支える遺伝子の解明

施設 屋久島 湯本貴和
京都大学霊長類研究所　社会生態研
究部門　生態保全分野

教授 杉浦秀樹
屋久島のニホンザルの研究のアウト
リーチ


