
2016年度　共同利用・共同研究　応募者一覧

種類 申請代表者 所属 身分 対応者 課題名

計画 1 柏木伸幸 公益財団法人　鹿児島市水族館公社　展示課 海獣展示係 杉浦秀樹 鹿児島湾における鯨類の基礎生態に関する研究

計画 1 武田浩平
総合研究大学院大学　先導科学研究科　生命共同体進化
学専攻

研究員 杉浦秀樹
タンチョウにおける鳴き合いディスプレイ：社会状況に応じた
使い分け

計画 1 中村　泉 霊長類研究所　社会生態研究部門　生態保全分野 修士課程1年 杉浦秀樹 ヤクシマザルによる果実選択

計画 1 佐々木史織 三重大学大学院生物資源学研究科　生物圏生命科学専攻 修士課程2年 幸島司郎 北海道東部海域に出現するシャチの鳴音共有性

計画 1 肥後悠馬 名古屋大学大学院　生命農学研究科　生物圏資源学専攻 修士課程1年 杉浦秀樹
屋久島における植生の垂直分布に着目した森林性野ネズミ
の種構成と生態特性の比較

計画 1 座馬耕一郎 京都大学アフリカ地域研究資料センター 研究員 杉浦秀樹
鹿児島県大隈半島に生息する中・大型哺乳類動物のモニタ
リング

計画 1 阿部朱音 京都大学フィールド科学教育研究センター 技術補佐員 幸島司郎
タイ南部ジュゴン保護区におけるイスラム漁村の漁労実態
研究

計画 1 森　智基 信州大学　総合工学研究科　山岳地域環境科学専攻 博士課程1年 森村成樹 ツキノワグマの出没の簡易的予測手法の開発

計画 1 栗田博之 大分市教育委員会事務局　教育部 参事 鈴村崇文
野猿公園における適正な給餌方法確立のためのニホンザ
ル採餌効率についての実験研究

計画 1 伊藤健彦
鳥取大学　乾燥地研究センター　緑化・保全部門　動物生
態学分野

助教 杉浦秀樹
無人航空機を用いた野生哺乳類の生息地利用調査手法の
開発

計画 1
菊地デイル万
次郎

東京都市大学　環境学部 博士研究員 幸島司郎 インド・ラダック地域のユキヒョウの個体数調査

計画 1 亀村　聡 東京農業大学 修士課程1年 幸島司郎 山梨県小菅村における鳥類のヌタ場利用

計画 1 鈴木宏和 名古屋大学大学院　環境学研究科　都市環境学専攻
博士前期課
程

杉浦秀樹 風は海鳥の採餌場所選択に影響するか

計画 1 林　亮太 琉球大学　農学部 研究員 杉浦秀樹 アカウミガメの体サイズと付着生物相の関係

計画 1 梅山愛加 名城大学　農学研究科 修士課程1年 森村成樹 ウトウのエネルギー消費量推定

計画 1 片山誓花 北海道大学　大学院環境科学院　生物圏科学専攻 修士課程1年 杉浦秀樹 北海道襟裳岬に生息するゼニガタアザラシの行動追跡

計画 2 伴　和幸 大牟田市動物園 飼育員 森村成樹 飼育下のトラにおける夜間寝室開放の評価

計画 2 三島由夏 東海大学　海洋科学部　環境社会学科 研究員 杉浦秀樹 飼育下カマイルカの鳴音に関する研究

計画 2 尾崎康彦 名古屋市立大学大学院　医学研究科　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
－経直腸超音波検査による詳細な雌生殖器の診断および
精子保存方法の検討

計画 2 吉田瑞希 東海大学　海洋学研究科　海洋学専攻 修士課程1年 杉浦秀樹 小型イルカ類の呼吸行動

計画 2 丸山啓志
京都大学大学院理学研究科　地球惑星科学専攻　地質学
鉱物学分野地球生物圏史分科

博士課程 幸島司郎
“うんこレ”～飼育下食肉類の糞形態標本“うんこレクション”
の作成と活用～

計画 2 船坂徳子 三重大学大学院　生物資源学研究科 助教 杉浦秀樹 鯨類の白色個体における体色の経時的変化に関する研究

計画 2 風間麻未 北海道大学 技術職員 杉浦秀樹
ツチガエル皮膚分泌物質のコウベモグラに対する忌避効果
の検証

計画 2 八代　梓 熊本市動植物園 嘱託職員 森村成樹
生息環境展示施設におけるニホンザルの給餌改善に関す
る研究

計画 2 吉田志緒美
長崎大学医歯薬総合研究科　熱帯医学研究所　環境医学
部門

博士課程3年 村山美穂
動物園・水族館における飼育動物由来抗酸菌の人獣共通
感染症としての病原性評価

計画 2 宮川悦子
公益財団法人　横浜市緑の協会　金沢動物園　飼育展示
係

飼育員 森村成樹
飼育下コアラにおける排泄物中コルチゾール濃度測定に関
する研究

計画 2 明石富美子 京都水族館　ライフグループ　飼育チーム 獣医師 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 久世濃子 独立行政法人　国立科学博物館　人類研究部
日本学術振
興会特別研

森村成樹
飼育オランウータンを対象とした無麻酔下での歯周病の簡
易検査法の開発および治療・予防の試み

計画 2 森田菜摘 公益財団法人　横浜市緑の協会　金沢動物園 飼育展示係 幸島司郎 ガウル(Bos frontalis gaurus)の飼育下行動調査

計画 2 木村直人 公益財団法人　日本モンキーセンター　附属動物園部 獣医師 伊谷原一 動物園飼育下サル類の簡易で安価な栄養評価方法の検討

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 飼育第一係長伊谷原一
脳性麻痺のチンパンジー人工哺育個体の発達
―動物園による継続的発達支援と療育プログラム－

計画 2 木戸伸英 公益財団法人　横浜市緑の協会　金沢動物園 獣医師 平田　聡
金沢動物園飼育動物における抗生物質耐性菌の蔓延状況
調査

計画 2 大松佳菜子 名古屋市東山動植物園 業務技師 幸島司郎 飼育下マレーバクの夜間行動調査

計画 2 赤見理恵 公益財団法人　日本モンキーセンター 主任学芸員 伊谷原一
動物への愛着や親近感は保全教育に有効か！？
～動物園における保全教育プログラムの開発と評価

計画 2 塩田幸弘 京都市動物園 獣医師 伊谷原一
アジアゾウにおける血中微量元素・ビタミン濃度と成長・疾
病との関係解明による繁殖への取り組み

計画 2 田中ちぐさ 公益財団法人　日本モンキーセンター 飼育技師 伊谷原一 飼育下キツネザル類の夜間行動

計画 2 田中　愛 北里大学大学院　獣医学研究科　動物資源科学専攻 修士課程1年 伊谷原一
行動学的評価を基にした高齢レッサーパンダの飼育管理手
法の検討

計画 2 郡健一郎 宮崎市フェニックス自然動物園管理株式会社 飼育主任 平田　聡
飼育下チンパンジー及びオランウータンの果物以外の食物
嗜好試験

計画 2 長井和樹 熊本市動植物園 主任技師 森村成樹
アフリカゾウにおける野草飼料の給餌が血中ビタミン・微量
元素へおよぼす効果および疾病との関連

計画 2 河村あゆみ 京都市動物園　種の保存展示課
蓄水産技術
職

伊谷原一 トレーニングを利用したメスキリンの搾乳と乳成分の分析

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
希少動物における精子保存法の開発および配偶子バンク
の展開

施設 屋久島 半谷吾郎 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 屋久島 半谷吾郎 霊長類研究所 准教授 杉浦秀樹 Yakushima Field Science Course

施設 屋久島 栗原洋介 霊長類研究所 博士課程 杉浦秀樹
屋久島に生息するニホンザルにおける行動圏防衛の地域
間比較

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　幸島研修

施設 屋久島 松沢哲郎 公益財団法人日本モンキーセンター 所長 杉浦秀樹 日本モンキーセンター　屋久島研修

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 幸島
DUBOSCQ
Julie

Wildlife Research Centre Kyoto University
JSPS
Postdoctoral
fellow

鈴村崇文
Connecting the dots: linking host behavior to pathogen
transmission and infection risk (Fecal Sampling of Koshima
monkeys)

施設 幸島
Castellano
Navarro Alba

Universidad Cardenal Herrera-Valencia-Spain PhD student
杉浦秀樹
鈴村崇文

The evolutionary roots of innovation

施設 屋久島 本田剛章 京都大学霊長類研究所　社会生態研究部門 修士課程 杉浦秀樹
屋久島頂上部におけるニホンザルの分布上限とその要因
の解明

施設 幸島 辻　大和 京都大学霊長類研究所　社会生態研究部門 助教 杉浦秀樹 平成28年度　生態学野外実習

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 鈴村崇文 幸島実習／野生動物・行動生態野外実習

施設 幸島 中川尚史 京都大学理学研究科　人類進化論研究室 教授 鈴村崇文 生物科学課題研究（霊長類行動生態学）予察

森村成樹
中部・中国四国・北海道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
奥村文彦
久川智恵美
丸　一喜

公益財団法人　日本モンキーセンター
わんぱーくこうちアニマルランド
旭川市旭山動物園

飼育技術員
飼育担当副
主幹
主査



施設 屋久島 谷口晴香 京都大学理学研究科　人類進化論研究室 教務補佐員 杉浦秀樹 ヤクシマザルウミ群の出産確認と遊動域内の食物樹調査

施設 屋久島 松原　幹 中京大学国際教養学部 非常勤講師 杉浦秀樹
ヤクシマザルの頬袋散布種子および糞中種子の二次散布
者調査

施設 幸島 山上昌紘 京都大学野生動物研究センター 修士課程 鈴村崇文 ニホンザルの行動観察

施設 屋久島 篠原　渉 香川大学　教育学部 准教授 杉浦秀樹
特異な細胞レベルの小型化形質をもつ屋久島の高山性ミニ
チュア植物の適応形質に関与する遺伝子群の解明

施設 実験室 大西賢治 東京大学 研究員 村山美穂
ニホンザルにおける性格関連遺伝子の多型が行動の個体
差に与える影響

施設 屋久島 角井敬知 北海道大学　生物科学部門　多様性生物学分野 講師 杉浦秀樹 ウミガメ類の体表上に生息する無脊椎動物の分類的研究

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 屋久島 服部志帆
天理大学国際学部地球分科学科　ヨーロッパ・アフリカ研究
コース

講師 杉浦秀樹
屋久島における伝統的狩猟の生態学役割と現代的展開に
関する研究

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 - 第32回　日本霊長類学会大会　エクスカーション

施設 屋久島 岡本宗裕 京都大学霊長類研究所　細胞生理分野 教授 杉浦秀樹 内在性サルレトロウイルスの遺伝子解析のための糞便採集

施設 屋久島 長野秀美 京都大学　農学研究科　森林科学専攻 修士課程2年 杉浦秀樹
タヌキの溜糞場におけるシカの忌避行動の進化的意義の
解明

施設 屋久島 鈴木　滋 龍谷大学　国際文化学部　国際文化学科 教授 杉浦秀樹 龍谷大学国際文化学部フィールド実習

施設 幸島 深田幸平 大分県立大分舞鶴高等学校 高校生 鈴村崇文
高崎山のニホンザルはヒトをどう見ているのか
～餌付けされたニホンザルのヒトに対する行動分析～

施設 実験室
Ganapathee
Shanen
Danalaxshmi

Duke University Trinity College of Arts and Sciences／
Wildlife Research Centre Kyoto University

学部生／短
期交換留学
生

村山美穂
Investigating the factors affecting personality traits in
marmoset and Japanese macaques

施設 実験室 竹内浩昭 静岡大学理学部生物科学科 教授 阿部秀明 ニワトリ雛の社会性形成と脳内神経ペプチドとの関連

施設 実験室 竹内浩昭 静岡大学理学部生物科学科 教授 村山美穂 ハンドウイルカの遺伝子多型と性格の関連

施設 屋久島 向井真那 京都大学農学研究科 博士課程 杉浦秀樹 火山灰土壌中のアロフェンに吸着したリン獲得メカニズム

施設 実験室 瀧本彩加 北海道大学文学部　行動システム科学講座 准教授 村山美穂 日本在来馬における遺伝子多型と行動特性の関連

施設 屋久島 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
野生動物の生息空間としての農地周辺環境評価と環境管
理による農業被害防除の可能性

施設 屋久島 阿形清和
学習院大学　理学部生命科学科　大学院自然科学研究科
生命科学専攻

教授 杉浦秀樹
再生能力を持つ動物の野外調査（新規実習の可能性を探
る）

施設 実験室 片山雅史 国立環境研究所　生物・生態系環境研究センター 特別研究員 村山美穂 野生動物からのiPS細胞の樹立および分化能力の解明

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 Study Tour

施設 屋久島 澤田晶子 京都大学霊長類研究所 研究員 杉浦秀樹 ニホンザルのキノコ食行動の調査

施設 屋久島 山藤旅聞 東京都立両国高等学校 教諭 杉浦秀樹
SDGsの解決に向けた行動力や、生物学のまだ正解のない
問いに向き合い、学び続ける能力を養うフィールドワーク実

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 早川卓志
京都大学霊長類研究所　ワイルドライフサイエンス寄付研
究部門

准教授 杉浦秀樹
飼育ニホンザルとの比較を目的とした野生ニホンザルの観
察研修

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 -
屋久島でのアウトリーチ活動－屋久島学ソサエティへの参
加・協力

施設 実験室 野本繭子 京都大学理学研究科　人類進化論研究室 修士課程 村山美穂 アフリカ熱帯林におけるマルミミゾウの環境の利用

施設 実験室 沖田圭介 京都大学iPS細胞研究所　未来生命科学開拓部門 講師 村山美穂 iPS細胞を用いた絶滅危惧動物（サイ）の繁殖技術の開発

施設 屋久島 川上文人 京都大学野生動物研究センター 特定助教 杉浦秀樹 野生ヤクニホンザルとその生活環境の視察
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