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フィールドワークや野生動物の魅力を伝えました
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都
大
学

霊長類学・ワイルドライフサイエンス・
リーディング大学院

京都大学

霊長類学の蓄積を活かし、学問と実践をつなぐグローバルリーダーを育成する

Leading Graduate Program in Primatology and Wildlife Science

お問い合わせ先：075-771-4391　ホームページ：http://www.wildlife-science.org

プログラムコーディネーター

松沢　哲郎
霊長類研究所
行動神経研究部門
教授

オンリーワン型 採択年度：平成25年 U04

Rafaela Sayuri
Cicalise Takeshita 
霊長類研究所　博士1年

Providing a suitable and stress-free condition 
for animals is the least we can do as human be-
ings. My research involves investigation of hor-
monal changes in nonhuman primates as a tool 
to monitor their reproductive fitness and stress 
levels. PWS has allowed me to see many habi-
tats of wild primates. My goal is to ensure the 
physiological well-being of nonhuman primates 
and work for conservation of their natural envi-
ronment.

Dealing with stress: for 
well-being and conservation

フィールドワークを礎とした多彩なカリキュラム
パイオニアワークすなわち初登頂の精神を野外研究を通じて身につけます

丸の内キッズジャンボリー2014への出展
研究員・学生が自主企画してアウトリーチ活動を実践し、今後の進路を見据えた活動を行いました

　天然記念物である幸島の野生ニホンザルの
生態観察をする「幸島実習」、世界遺産の島・
屋久島で海外の学生を交えて英語を公用語と
したフィールドワークを行い、採取した試料を
使って実験と解析を学ぶ「屋久島実習」「ゲ
ノム実習」、妙高高原京大ヒュッテを拠点に野
外生活・観察実習の基礎を学ぶ「笹ヶ峰実習」
のほか、京大が国内に保有する研究施設（熊

　毎年東京国際フォーラムで開催されている
「丸の内キッズジャンボリー」に「サル・ヒト・
キミ研究室」と題したブースを、学外連携施設
である日本モンキーセンターと共同で出展しま
した。調査機材やテント・シュラフの体験コー
ナー、霊長類の能力に挑戦するサルリンピッ
ク、剥製標本や頭骨レプリカの展示コーナーな
どを配置し、スタッフと交流する参加体験型の

本サンクチュアリ等）や、学外連携施設（日本
モンキーセンター等）を活用した多様な実習が
必修です。また、日独米英仏伊の先進6カ国
や生息地国の主要研究機関での自主企画の
海外研修を行うことで、履修生の自発的なプ
ランニング能力の向上を図り、出口となる保全
の専門家や、キュレーターや、アウトリーチ活
動の実践者の育成につなげます。

展示にしました。また1日3回ミニ講座を開催
し、若手研究者やキュレーターによる講義を行
いました。安全管理や企画の内容などの様々
な要素のバランスを考慮しつつ、アウトリーチ
活動の楽しさ・難しさを学ぶよい機会となった
この企画は、霊長類及びワイルドライフサイエ
ンスの環境教育の実践の第一歩となりました。

松島　慶 
野生動物研究センター　修士1年

水越　楓 
野生動物研究センター　修士1年

私は入学まで海外に行ったことがなく、いきなりブラ
ジルのアマゾン熱帯雨林で研究を行うということに
対し、非常に大きな不安を感じておりました。しかし、
PWSの関係者の方々の中には長年に渡って海外で研
究を行っている方々が大勢おり、年次シンポジウムの
ように直接アドバイスをもらうことができる機会もあ
り、安心して研究を始めることができました。まだまだ
始まったばかりですが、今後もブラジルに行って研究
を行っていくことが楽しみです。

この一年でプログラムの様々な実習が行われました。
中でも屋久島実習では、世界各地からの研究者の卵た
ちと交流しながら調査や発表を行うことで、調査・研究
の姿勢など多くのことを学びました。これらの経験を
活かして、自身のフィールドである北海道にてシャチ
の調査を行いました。リーディング大学院に入り、多く
の発表の機会を得ることで、自身の研究に対するアド
バイスや意見を頂く機会に恵まれました。今後も貴重
な経験を活かし、研究に励みます。

初めての海外渡航、
さらに現地での研究をおこなって PWSでの一年間

［学生募集人数］ 5～10名／年
［現在の学生数］ 9名
［修了者見込み数］ 5～10名／年
［プログラム担当者数］ 53名 
京都大学43名、国内他大学5名、博物館・
動物園2名、野生保全ＮＧＯ1名、その他2名
［参画研究科・専攻等］ 1研究科1専攻、
1研究所、1センター

〈理学研究科〉生物科学専攻
〈霊長類研究所〉社会生態、行動神経、進化系統、
分子生理

〈野生動物研究センター〉比較認知科学、動物園科
学、保全生物学、人類進化科学、健康長寿科学、福
祉長寿

［国内外連携・協力大学等］ 16機関
カリフォルニア大学サンディエゴ校／シカゴリン
カーンパーク動物園／ハーバード大学／ケンブ
リッジ大学／エコルノルマルシュペリエール／
マックスプランク進化人類学研究所／イタリア認
知科学工学研究所／ブラジル国立アマゾン研究所
／ギニア国立ボッソウ環境研究所／ガーナ国立大
学／インド科学大学／中国雲南省昆明動物研究所
／タイ・チュランロンコン大学／マレーシア科学
大学／マレーシアサバ大学／ブータン王立大学
［連携・協力企業等］ 13機関
日本モンキーセンター／京都市動物園／名古屋東
山動物園／京都水族館／横浜ズーラシア／高知の
いち動物園／名古屋港水族館／札幌市円山動物

園／大阪市天王寺動物園／東京多摩動物公園／
日本科学未来館／兵庫県立人と自然の博物館／神
奈川県立生命の星・地球博物館
［新雇用教員・スタッフ］ 21名
特定教員5名、スタッフ16名
［特記事項］
・修了者には博士号学位記に「霊長類学・ワイル

ドライフサイエンス・リーディング大学院」の
修了を付記

・英語による入試・教育：自学自習を支援し、
フィールドワークを通じて現地学習・体得する

「生きた語学力」
・国内外の研究機関・施設と連携した研究教育の実施

構築してきました。ワイルドライフサイエ
ンスの研究能力を持ち牽引力のある国際的
実践者としての人材育成をめざします。

　動物園や水族館は、法令上は博物館等み
なし施設です。欧米ではキュレーターすな
わち「博士学芸員」の職が確立していて、
博士学位をもった人材が、研究と教育を両
立させつつ園館の運営等に深く関わってい
ます。しかし日本では、野生動物を対象に
したフィールドワークを基盤に、人間とそ
れ以外の動物との調和ある共存について学
問と実践を統合する人材がきわめて乏しい
現状です。博士学位取得者が、博物館等で
の活動を通じて科学の研究成果を、わかり
やすく的確に専門知識を持たない人たちに
伝えることができるようにします。

　京都大学は、全学を挙げて1 国を対象
としたアウトリーチ活動をおこなっていま
す。最初の対象はブータンです。1957年

海外に多数の野外調査基地をもっています。海外の研究機
関と連携した研究教育をおこないます フィールドワークを礎に、学問と実践をつなぐグローバルリーダーの育成カリキュラム

　京都大学の基本目標である地球社会の調
和ある発展に向け、我が国の海外展開に欠
かせない俯瞰力と国際性に富むリーダーを
養成します。霊長類学は日本発の、そして
日本が世界を牽引する稀有な学問であり、
近年、霊長類学を基盤にし、大型の絶滅危
惧種を対象にした「ワイルドライフサイエ
ンス」という新興の学問分野が確立されつ
つあります。そこで必要とされているのは、
フィールドワークを基盤として、人間のこ
ころ・からだ・くらし・ゲノムを包括的に理
解しつつ、「地球社会の調和ある共存」を目
指す実践活動です。フィールドワークを礎
に、学問と実践をつなぐ、以下のようなグ
ローバルリーダーの育成を目指します。（1）
生物保全の専門家として国連や国際機関・
国際NGO 等で働く若手人材、（2）博物館・
動物園・水族館等におけるキュレーター、
および、生息地で展開する博物館動物園と
しての「フィールドミュージアム」構想の
具現者、 （3）長い歳月をかけて一国を対象
としたアウトリーチ活動を担う実践者。

　目に見える国際貢献をめざします。日本
は国際連合の主要なドナー国ですが職員数
は著しく少ない現状です。国連ならびに関
連機関やNGOで働く、博士学位をもった、
外国語に堪能で発信能力に優れた人材を養
成する必要があります。これまでに海外に
多数の野外調査基地をもち、日独米英仏伊
の先進6か国連携体制を確立し、生息地の
主要研究機関とも覚書を通じた連携体制を

以来の半世紀を越える縁があり、過去3年
のあいだに12次85名の訪問団と3次16
名の受入をおこなってきました。近年の相
互交流では、フィールド医学を柱にした地
域医療の実践から始まり、同国初の医科大
学ならびに医学部の創設に向けた貢献を実
践しています。こうした試みを世界的に展
開します。総合大学としての、文化・教育・
宗教・防災・生物・農業・環境等についての
広範な協力体制が必要です。長い歳月をか
けて1国を対象としたアウトリーチ活動を
担える、オールラウンドな指導者となる人
材を育成します。

フィールドワークという
京都大学らしいプログラムです

絶滅危惧種保全の専門家として
国際機関NGO等で働く人材

博物館・動物園・水族館等に
おけるキュレーター

一国を対象としたアウトリーチ
活動を担う実践者

幸島観察所や熊本サンクチュアリ、PWSハウス屋久島
など京大が保有する国内研究施設も充実しています

笹ヶ峰ヒュッテでフィールドワークの基礎を学びます


