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第58回プリマーテス研究会
類人猿のいる風景

～フィールドでの研究と保全の取り組み～

1958年に日本モンキーセンターがアフリカ学術調査隊を派遣してから、55年が経過しました。ヒ
トとは何かという問いのもと、進化の隣人である類人猿の研究が世界各地でおこなわれ、そのおか
げで生態や社会について多くのことが明らかになってきました。しかし今、類人猿たちがいる風景
をのぞいてみると、けっして安心できる状況ではありません。次世代は同じ風景をみられないかも
しれません。かかえている問題もそれに対する対処もフィールドによって様々です。今回の研究会
のテーマは「類人猿のいる風景：フィールドでの研究と保全のとりくみ」とし、野生類人猿のフィー
ルドワークをおこなってきた研究者の方々を話題提供者としてお招きしました。アジア・アフリカ
にすむ類人猿のいる風景について、研究の成果に加えて直面する問題点やそれに対する取り組みの
様子を紹介いただきました。研究者だけでなく、一般の方々や動物園関係者の方々からも積極的な
質疑応答へのご参加があり、アジア・アフリカにすむ類人猿と彼らを取り巻く環境について、様々
な視点から議論することができたと思います。なお、参加者数は79名でした。

第１日　平成25年12月7日（土）（於：㈶日本モンキーセンター・ビジターセンターホール） �

第２日　平成25年12月8日（日）（於：㈶日本モンキーセンター・ビジターセンターホール） �

世話人：市川光雄・大橋岳・新宅勇太（日本モンキーセンター）

市川　光雄（日本モンキーセンター）

松本　卓也（京都大学）

大橋　　岳  （日本モンキーセンター）

橋本　千絵（京都大学）

坂巻　哲也（京都大学）

岩田　有史（中部学院大学）

打越万喜子（京都大学）

金森　朝子（京都大学）

挨拶

マハレの半世紀：
チンパンジー・国立公園化・隣接集団

ボッソウからリベリアへ：
国境を越えてチンパンジーを探す

ウガンダ・カリンズ森林のチンパンジー：
人とチンパンジーの共存をめざして

ボノボ：
長期調査地ワンバの研究の動向と保全活動の展開

ゴリラの森でエコツーリズムを目指す

中国におけるテナガザルの調査と世界での保全の動向

ボルネオ島で野生のオランウータンを追う
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中国におけるテナガザルの調査と世界での保全の動向

打越　万喜子
京都大学霊長類研究所

最 近 訪 れ た 中 国 の ク ロ カ ン ム リ テ ナ ガ ザ ル
（Nomascus concolor）のフィールドを紹介し、その研
究対象としてのおもしろさをお伝えする。さらに、テ
ナガザル類（Hylobatidae）全体の保全の動向について
のレビューを試みる。

中国のクロカンムリテナガザル
現在、テナガザルは東南アジアや南アジアのほかに、

中国南部の雲南省・広西チワン族自治区・海南島に生
息している。中国ではテナガザルのいる風景はすでに
大幅に失われてしまったと考えられている。李白の漢
詩「早発白帝城」に長江上流域でのテナガザルのなき
ごえが表されているが、同地は今日の分布域よりだい
ぶ北に位置する。このような文学的資料のみでは科学
的な考察はできないものの、化石資料などをあわせて
考えても、過去には長江以南の広いエリアに分布して
いたと示唆されている（Chaatterjee et al. 2012）。中国
の残りわずかとなったテナガザルはどのような状況に
いるのだろうか？ 2013 年の 8 月に雲南省中部プーア
ル市の無量山自然保護区のクロカンムリテナガザルを
観にいった。
クロカンムリテナガザルの特徴

テナガザルと一口にいったときに、その中に約 17 の
種が含まれている。種数については専門家によって若
干の増減があるものの、大きく 4 つ属のグループに分
けられることでは見解が一致している。クロカンムリ
テナガザルの含まれるクロテナガザル属はテナガザル
4 属の中で一番初めに分岐したと考えられている。

これまでのクロカンムリテナガザルの研究から、従
来のテナガザルのイメージとは異なる実態が報告され
ている。まず、社会がおもしろい。集団の構成は、一
雄一雌のものと、一雄多雌のものが両方存在している

（Jiang et al. 1999）。テナガザル類の中では最も集団サ
イズが大きく、最大で 10 個体になる。標高 2,800 ｍ弱
の高さにまで分布する。冬季には時に氷点下になる寒
い冬を経験する（月の平均気温 11.8-19.6℃；年間最高
31℃ - 最低マイナス 2℃）。さらに、ムササビ（Petaurista 
philippensis）のような小型哺乳類を狩って食べる事例
が報告されている（Fan et al. 2009）。
ステーションの設備と環境

昆明から無量山自然保護区まではバスやオートバイ
を乗り継いで 2 日ほどかかる。保護区設立は 1986 年
で、2003 年にテナガザル観察ステーションが建てられ
た。保護区内の山は 3,000m 強の高さで、岩肌がむき
出す斜面は険しい。人の農地や宅地の開発の結果、テ
ナガザルは追いやられてこの地にのみ残ったのだろう。
地元民がガイドとして通年で 6 人雇用され、研究者は
常時 2 人程度がいる。宿泊施設 2 棟と台所がある。電気・
水道のほか、温水シャワーやインターネットが利用で
きる。豚の飼育小屋が併設されているのが中国らしい。

図 1． クロカンムリテナガザルの生後 58 日齢のアカンボウ
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長期調査地の利点
この無量山のサイトはテナガザルの調査地の中では

数本の指に入る古さで、すでに 14 年間の蓄積がある。
一番古いのはタイのカオヤイ国立公園のシロテテナガ
ザル（Hylobates lar）の研究調査地で、期間は 36 年間
と突出している。カオヤイのシロテテナガザルとの比
較する上でも、属の異なるテナガザルが棲むこのサイ
トの維持は重要な使命だ。長期継続調査の成果で、ス
テーション周囲にすむ 3 群は人によく慣れており、行
動観察がしやすい。また、若い個体については誕生日
がわかる（写真 1）。生活史の研究に有用な情報だ。比
較研究からテナガザルの属ごとの特性への理解が深ま
ることが期待できる。
クロカンムリテナガザルの保全状況

クロカンムリテナガザルは残り 1,300-2,000 個体と

推定されている。 IUCN のカテゴリーで CR（Critically 
Endangered 近絶滅種）とされる。無量山固有の亜種

（N. c. jingdongensis）は残る成体 250 個体以下と少な

い。1950 年代から 70 年代にかけての開発で森林が減っ

た。保護区の中に大きなギャップが 7 つあるため、長

期的には遺伝的多様性の保持が困難だと考えられてい

る（Jiang et al. 2006）。1994 年以降はテナガザルが殺

された記録はないものの、それ以前には狩猟圧も数を

減らした要因の 1 つとして考えられる。地元の政府は

教育普及活動に力を注いできた。

ここまで、クロカンムリテナガザルの特徴と調査地

の様子を紹介した。ほかの地域に住棲むテナガザルの

状況はどうだろうか？

テナガザルの保全の動向のレビュー
テナガザル全体の保全状況

現存の他の類人猿と同様に、テナガザルのすべてが

絶滅危惧種に指定されている（表 1）。一番少ないのは

ハイナンカンムリテナガザルで残り 26 個体のみとなっ

種名 IUCN レッドリストの
分類 a) 個体数

ハイナンカンムリテナガザル Nomascus hainanus CR 26

カオビットカンムリテナガザル Nomascus nasutus CR 約 110

ニシフーロックテナガザル Hoolock hoolock CR 3,000 より少

クロカンムリテナガザル Nomascus concolor CR 1,300~2,000

ワウワウテナガザル Hylobates moloch EN 4,000~4,500

クロステナガザル Hylobates klossii EN 20,000~25,000

ヒガシフーロックテナガザル Hoolock leuconedys VU 10,000~50,000

ボウシテナガザル Hylobates pileatus EN 約 47,000

ミューラーテナガザル Hylobates muelleri EN 250,000~375,000

アジルテナガザル Hylobates agilis EN 不明 b)

ボルネオシロホオヒゲテナガザル Hylobates albibarbis EN 不明

シロテテナガザル Hylobates lar EN 不明

ホオキカンムリテナガザル Nomascus gabriellae EN 不明

ミナミホオジロテナガザル Nomascus siki CR 不明

キタホオジロテナガザル Nomascus leuconegys CR 不明

フクロテナガザル Symphalangus syndactylus EN 不明

アンナンカンムリテナガザル Nomascus annamensis 未査定 不明 c)

a)　略称は次の通り。 CR (Critically endangered) 近絶滅種、EN (Endangered) 絶滅危惧種、VU (Vulnerable) 危急種。
b)　スマトラに約 4,500 個体。半島マレーシアの数は不明。
c)　ベトナム約 100 個体。カンボジアとラオスの数は不明。

表 1．テナガザルの種ごとのレッドリストの分類および個体数
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ている。現時点での生息数の把握が難しい種が半分あ

る。「生息地の減少」・「生息地の分断化」・「生息地の劣

化」・「狩猟と違法売買」が存続を脅かす主な要因とさ

れる。さらに詳しく知るには、種ごとの保全状況をま

とめた IUCN のウェブサイトをご覧いただきたい。テ

ナガザルは 11 の国に生息している。民族や宗教も多様

で、それぞれの地域の事情がある。ほとんどの国では

植民地時代の痕跡があり、今日のグローバルな消費活

動の影響も強く受けている。プランテーションの栽培

作物としては、日本でも近年話題にのぼることの多い

アブラヤシの他に、茶・コーヒー・ゴム・トウモロコシ・

松・カルダモン等々がある（写真 2）。木材・ガスや金

属資源の採取も影響する。インドネシアやタイではペッ

トの問題も深刻だ。

基礎研究が並行しておこなわれていく必要がある。

分布・密度調査、分類の研究、等々の課題がある。種

数の多さに言及してきたが、種ごとにテナガザルの行

動にはどのように違いがあるのか？発達過程には違い

はあるのか？じつは、よくわかっていない。

テナガザルの保全のための活動

テナガザルの保全状況を改善するために様々な対策

が取られている。ここでは「法規制の実効性を高める」・

「国際的な協力」・「教育・普及」・「飼育施設の包括的活

動」の４つに分けて、自身で見聞きしてきたところを

中心に例を紹介していく。

「法規制の実効性を高める」

テナガザルの国際的な商取引はワシントン条約で禁

止されている。生息するすべての国で法的に保護の対

象とされる。しかし、国や地域ごとに規制の実効性

にばらつきがある。監視体制を強化した結果、個体

数を増やした例としてはハイナンカンムリテナガザル

（Nomascus hainanus）が挙げられる。海南島の固有種

で、1950 年代に推定 2,000 個体だったものが、2003
年には 13 個体までに減ってしまっていた。2003 年か

ら密猟防止のパトロールに力を入れた。2014 年現在で

26 個体までに増えている。そうはいっても、依然とし

てきわめて厳しいのは明らかだ。このような少数にな

る前に何かできなかったのかと悔やまれる。バングラ

デシュのラワチャラ国立公園の周辺では、違法伐採を

防ぐために女性たちが主体的にパトロールをしている

（写真 3）。自身の子供たちのために森を残したいと話

されていたのが印象的だった。

「国際的な協力」

カオビットカンムリテナガザル（Nomascus nasutus）

は中国の広西チワン族自治区南部とベトナムの北部に

かかる地域に約 110 個体が生息している。じつは、す

でに消失したと思われていたものが、2002 年に国際自

然保護団体 FFI（Fauna Flora International）のチーム

によって再発見された。同団体が間をとりもちながら、

中国・ベトナムで国際的な調査・保全の協力体制が構

築されている（Insua-Cao et al. 2010）。

国際霊長類学会はテナガザルの関係者の多くが集

まるので、意見や情報交換をする大切な機会になる。

2010 年に京都で開かれた第 23 回大会では、前述の

FFI や Arcus Foundation の財政的支援を受けて大勢が

集い、ほぼ毎日、テナガザルの保全のワークショップ

図 2． バングラデシュのシレット地方の茶畑。イギリス統治時
代に多くのプランテーションが作られた。 図 3． バングラデシュの女性パトロール部隊
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が開かれた。次回、2014 年 8 月の第 25 回大会は、テ

ナガザルの生息地ベトナムなので、さらに重要な議論

が繰り広げられることが期待できる。また、2012 年に

アメリカのノースカロライナで「第 1 回国際テナガザ

ル会議」が開かれ、8 か国から約 60 人が参加した。次

回は 2014 年度にオーストラリアのパース動物園が担

当する。

「教育・普及」
バ ン グ ラ デ シ ュ の ニ シ フ ー ロ ッ ク テ ナ ガ ザ ル

（Hoolock hoolock）は推定残り 350 個体で、ラワチャ

ラ国立公園内にはフーロックテナガザルの最多個体群

が暮らしている。法律で禁止されても、周辺の村人が

生活用の薪を取るのを止めるのは簡単でない。持続

可能な開発のために、現金収入を得る代替手段を示

す必要がある。ニショーゴネットワーク（Nishorgo 
Network USAID）は成長の速いつる植物の栽培の推

奨、伝統刺繍ノクシタカの制作と販売の手助け、等

をしている。後者は女性のエンパワーメントを実現

する取り組みでもある。現地 NGO（Wildlife Trust of 
Bangladesh）は教育普及用の映像番組を制作してい

る（Haimoff et al. 2009）。 同 NGO は そ の 他 多 く の

教育活動を、こどもを対象に展開している（写真 4）

（Chowdhury et al. 2011）。

「飼育施設の包括的活動」

パ ー ス 動 物 園 は ワ ウ ワ ウ テ ナ ガ ザ ル（Hylobates 

moloch）の保護に包括的に取り組んでいる。過去 20
年間に、インドネシアの 200 校で 2 万人に授業をし

た実績がある。インドネシアの飼育施設に技術的な協

力をしている。ワウワウテナガザルの国際血統登録台

帳作成と公開をしている。個体登録は違法な売買の抑

止にもなる。違法なペット飼育は大きな問題で、ボル

ネオだけで約 3,000 と推算される（リハビリテーショ

ンセンター Kalaweit の調査）。日本では 1989 年から

2009 年の間に、空港等でテナガザルが少なくとも 6 回

（13 個体）保護されている。リハビリテーションセン

ターは個体の保護の受け皿であり、現地の教育普及の

場としても重要な位置をしめる。

シャイアンマウンテン動物園はアメリカの小さな動

物園だが、世界のどこの動物園よりも先んじて 2010 年

から「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」

参加している。パームオイル製品をボイコットするの

でなく、持続可能な利用をめざして園でビジター（＝

消費者）に普及活動をしている。世界中にたくさんあ

る飼育施設が域内と域外をむすぶ場として積極的な役

割をになうことを期待したい。

まとめ

中国の調査地の様子を紹介し、テナガザルの保全の

動向をレビューした。多様な活動が各地で行われてい

るが、研究の面でも保全の面でも取り組むべき課題は

図 4． 新聞紙 1 枚でできる教育プログラムの一場面。足元の新聞紙はホームレンジのみたて。新聞紙を半分、さらに半分
と繰り返し折っていく。友達と離ればなれになり、家族で暮らせなくなる。テナガザルの立場に身を置き、共感性をやしなう。
テナガザル以外の動物バージョンも多数ある。



－ XXIV －

第 58 回プリマーテス研究会記録

多い。“ 第 2、第 3 のハイナンカンムリテナガザル ” を

つくりたくないと願う。日本に暮らす私たちはテナガ

ザルの生息環境に様々な影響を及ぼしている。本稿が

テナガザルと彼らの環境に興味関心を持ってくださる

きっかけとなれば幸いだ。
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