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ヒトとサル：同じ「霊長類」

森の中でサルを観察するヒト



Q. 現生の霊長類は何種類いますか？
A. 447種類。あるいはそれ以上。

• 体サイズ、食性、活動
時間、社会構造、繁殖
機構など、あらゆる点
で種分化している。

• 哺乳類学のミニチュア。

• あるいは、人間を知る
ための恰好のモデル。『サルを知ることはヒトを知ること』

霊長類学＝ヒトを知るための動物学
（霊長類図鑑／京都通信社）



霊長類の生息地
～主に熱帯や温帯の森～

日本アジア

アフリカ大陸

南米大陸

新世界ザル

地図は https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Range_of_Non-human_Primates.pngより



霊長類に共通するもの①

• 把握能力のある手・足 （拇指対向性）

ブルーモンキー ジャワルトン ボルネオオランウータン



霊長類に共通するもの②

• ふたつの目が正面を向く （両眼立体視）

ショウガラゴ

ロエストモンキー ヒガシチンパンジー



Q. 霊長類とは何か？
A. 高度に樹上性適応した哺乳類

• 樹上性適応というニッチ進出と制約の中で多様化
– 拇指対向性、指紋・掌紋、両眼立体視

• ヒトは樹上生活をやめた霊長類の例外 ⇒道具使用

木に登れない私たちヒトは「変な」霊長類
マレーコルゴ：霊長類に最も近縁な樹上性哺乳類
※ ヒヨケザルの異名を持つが霊長類ではない



あなたの中の霊長類
• 何がヒトに特異的で、何がヒト特異じゃないか？

1. 有性生殖 母と父がいる
2. 四肢を持つ 移動器官としての2対の肢がある
3. 母乳哺育 母が新生児を母乳で育てる
4. 胎盤 胎児が母体から栄養をもらう
5. 拇指対向性 拇指が掌と対向する
6. 両眼立体視 正面を向いた両眼で立体的に見る
7. 昼行性 昼の世界で生きる
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



あなたの中の霊長類
• 1～4は霊長類の分岐以前に獲得

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 拇指が掌と対向する
6. 両眼立体視 正面を向いた両眼で立体的に見る
7. 昼行性 昼の世界で生きる
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



あなたの中の霊長類
• 5～6は初期霊長類において獲得

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 昼の世界で生きる
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



あなたの中の霊長類
• それでは7以降は？

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 昼の世界で生きる
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



『霊長類の系統樹マンダラ』 © 日本モンキーセンター / 小田隆 / 長谷川政美 / 早川卓志 / 高野智



霊長類の外群：登木目（ツパイ）、皮翼目（コルゴ）、プレシアダピス目（化石系統）

マレーコルゴ



霊長類の二大系統：曲鼻亜目と直鼻亜目



曲鼻猿類と直鼻猿類

曲鼻猿類 直鼻猿類

ガラゴ類、ロリス類、キツネザル類 メガネザル類、新世界ザル類、
旧世界ザル類、類人猿、ヒト

※ メガネザルの写真はhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarsier-GG.jpgから

ヒトは直鼻猿



あなたの中の直鼻猿類
• ヒトの昼行性はいつ獲得されたか？

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 昼の世界で生きる
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



夜行性（Nocturnal）か？周日行性（Cathemeral）か？昼行性（Diurnal）か？



真猿類は昼行性霊長類として進化した。
それでは直鼻猿類の共通祖先の生活時間は？

直
鼻
亜
目

曲鼻亜目

ヒト属
チンパンジー属
ゴリラ属
オランウータン属
テナガザル科
オナガザル亜科
コロブス亜科
サキ科
クモザル科
オマキザル科（※）
メガネザル類
キツネザル類（※）
ロリス科
ガラゴ科
皮翼目（非霊長類）
登木目（非霊長類）

？

※ オマキザル科のヨザルは二次的に夜行性化
※キツネザル下目には、昼行性、周日行性、夜行性の
異なる活動時間で生活する種を含む
佐藤 (2017) 『霊長類研究』 33:3-20 に詳しい）

分岐年代（～百万年前）

真
猿
下
目



かつての分類：原猿類と真猿類

原猿類（廃止） 真猿類

• メガネザルは小型（100グラム程度）で夜行性。
ガラゴやロリスのように、原始的な哺乳類のように見
えるので、かつて「原猿類（prosimian）」とされていた。

• それに対し、新世界ザル、旧世界ザル、類人猿、ヒト
は真猿類（simian or anthropoid）とされていた。



現在の分類：曲鼻猿類と直鼻猿類

曲鼻猿類 直鼻猿類

• 「曲鼻」とは、他の哺乳類の
ように鼻腔が屈曲して、鼻孔
が外を向き、正中方向の溝
が上唇まで続いている特徴。
鼻の頭も湿っている。

• メガネザルは「直鼻」。イヌの鼻と同じ



直鼻猿類の共通祖先は昼行性だった説

ヒト属
チンパンジー属
ゴリラ属
オランウータン属
テナガザル科
オナガザル亜科
コロブス亜科
サキ科
クモザル科
オマキザル科（※）
メガネザル類
キツネザル類（※）
ロリス科
ガラゴ科
皮翼目（非霊長類）
登木目（非霊長類）

分岐年代（～百万年前）

？

？

ネコのタペタム

【仮説の根拠】

• メガネザルは夜行性なのにタペタムを持たず、代わりに巨大
な眼球を持つ。曲鼻猿と違う仕組みで、夜行性適応している。

• メガネザル類の祖先は多型的三色性色覚を持っていた可能
性がある。（Melin et al. 2013 Proc. R. Soc. B.）



霊長類は哺乳類の中でいちはやく
昼の世界に進出した

直
鼻
亜
目

曲鼻亜目

ヒト属
チンパンジー属
ゴリラ属
オランウータン属
テナガザル科
オナガザル亜科
コロブス亜科
サキ科
クモザル科
オマキザル科（※）
メガネザル類
キツネザル類（※）
ロリス科
ガラゴ科
皮翼目（非霊長類）
登木目（非霊長類）

分岐年代（～百万年前）

真
猿
下
目？

？

恐竜絶滅（6550万年前）

かつて夜行性だった哺乳類は、大半が
昼行性の恐竜の絶滅後、昼行性のニッ
チを獲得した。霊長類は哺乳類の中で
もいち早く昼行性適応した。
（Maor et al. 2017 Nat Ecol Evol）



あなたの中の直鼻猿類
• ヒトの昼行性は直鼻猿類の分岐以降に獲得

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



1. 「序論」 あるいは 「あなたの中の霊長類」：
霊長類の分類と系統

2. 霊長類の採食生態

3. 霊長類の化石

4. 霊長類の社会

多様性生物学基礎論 『人類・霊長類』
生物としての人類とは？ ヒトを知るための霊長類学とは？



もう少し、分類と系統について

• リンネの分類学＋ダーウィンの系統学
– リンネの『自然の体系』（Systema Naturae、1735）
によって生物が階層的に分類される

–ダーウィンの『種の起原』（On the Origin of 
Species、1859）によって進化と系統の概念を得る

• 動物界・脊索動物門・哺乳綱・ヒト目・ヒト科・
ヒト属・ヒト（Homo sapiens）



霊長類の生物学的分類
• 真核生物ドメイン Eukaryota

– アモルフェア Amorphea
• オピストコンタ Opisthokont

– ホロゾア Holozoa
» フィロゾア Filozoa

• 動物界 Animalia

• 動物界 Animalia
– 脊索動物門 Chordata

• 四肢動物上綱 Tetrapoda
– 哺乳綱 Mammalia

» 真獣類 Eutheria
• 有胎盤類 Placentalia

• 北方真獣類 Boreoeutheria
• 真主齧類 Euarchontoglires

• 霊長目 Primates

1. 有性生殖の獲得？

← 2. 四肢の獲得

← 3. 母乳哺育の獲得

← 4. 胎盤の獲得

← 5.拇指対向性と
6. 両眼立体視の獲得



人類の生物学的分類

• 霊長目 Primates
–直鼻亜目 Haplorhini

• 真猿下目 Anthropoidea
– 狭鼻小目 Catarrhini

» ヒト上科 Hominoidea

• ヒト上科 Hominoidea
– ヒト科 Hominidae

• ヒト亜科 Homininae
– ヒト族 Hominini

» ヒト亜族 Hominina
• ヒト属 Genus Homo

• ヒト Homo sapiens

7. 昼行性の獲得

「ヒト化 Hominization」へ続く旅
8. 植物食
9. 色覚と味覚
10. 尻尾がない
11. 直立二足歩行
12. 集団生活



系統分類階級の解釈

• 系統分類における階級とは、ある2つの種の最近の
共通祖先から派生したすべての種の集合のこと。

• 化石種についての扱いは講義の後半で。

ヒト
チンパンジー
ゴリラ
オランウータン
テナガザル
オナガザル
コロブス
サキ
クモザル
オマキザル

ヒト上科の最近の
共通祖先
Last common
ancestor: LCA

ヒト上科の範囲

オナガザル上科
（旧世界ザル）

広鼻小目
（新世界ザル）



側系統分類による霊長類進化の誤解

1. チンパンジーはサルではない -- Ape, not monkey

2. チンパンジーが進化してもヒトにはならない

ヒト
チンパンジー
ゴリラ
オランウータン
テナガザル
オナガザル
コロブス
サキ
クモザル
オマキザル

類人猿（ape）
いわゆる
サル（monkey）

◎ 「類人猿」「サル」は分岐分類上存在しない側系統群。
◎霊長類研究において『科学リテラシー』は不可欠。
◎ 「原猿」も側系統。monkeyではなく、それぞれtarsier、loris、galago、lemur。

オナガザル上科
（旧世界ザル）

広鼻小目
（新世界ザル）



1. 「序論」 あるいは 「あなたの中の霊長類」：
霊長類の分類と系統

2. 霊長類の採食生態

3. 霊長類の化石

4. 霊長類の社会

多様性生物学基礎論 『人類・霊長類』
生物としての人類とは？ ヒトを知るための霊長類学とは？



あなたの中の真猿類
• ヒトはなぜ多種多様な植物を食べられるのか？

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 採食を主に植物に依存する
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



樹上適応が霊長類の採食植物品目を増やした

屋久島のニホンザル



霊長類の多様な食性

曲鼻猿類 直鼻猿類

主として、昆虫、果実、葉を食べる。系統と関係があるように見える。



真猿類において植物食傾向が強まる

ヒト属
チンパンジー属
ゴリラ属
オランウータン属
テナガザル科
オナガザル亜科
コロブス亜科
サキ科
クモザル科
オマキザル科
メガネザル類
キツネザル類
ロリス科
ガラゴ科
皮翼目（非霊長類）
登木目（非霊長類）

分岐年代（～百万年前）

※真獣類の共通祖先は、小型で、夜行性で、昆虫に依存していたと考えられてる。
被子植物の繁栄とも関係していることにも注目。（e.g., Luo et  al. 2011 Nature）

真猿類の系統



真猿類の特徴＝体サイズの増加

ヒト属
チンパンジー属
ゴリラ属
オランウータン属
テナガザル科
オナガザル亜科
コロブス亜科
サキ科
クモザル科
オマキザル科
メガネザル類
キツネザル類
ロリス科
ガラゴ科
皮翼目（非霊長類）
登木目（非霊長類）

分岐年代（～百万年前）

体サイズの増加

小型
哺乳類

Steiper and Seiffert (2012) PNAS



真猿化が植物食を必要とした

• 体サイズが増加したことによって、採食効率の悪い
昆虫にタンパク源を頼ることができなくなり、タンパク
源を（樹上で豊富な）葉食に求めた

– タンパク源の採餌効率と体サイズは一般的に相関する
e.g.,反芻偶蹄類、カバ、ヒゲクジラ、ウマ、ゾウ

– 樹上性の中大型哺乳類は葉食に特化しやすい
e.g., コアラ、ナマケモノ

• 類人猿は、採食効率の高い
社会性昆虫をタンパク源として
補助的に採食する

枯れ枝の中のシリアゲアリを食べるチンパンジー



あなたの中の真猿類
• ヒトが様々な植物を食べるのは真猿類として進化したから

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



食卓といえば「彩り」と「味わい」
• ヒトはサルや類人猿と同じように感じているのか？

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 識別能の高い感覚
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



イチジクを食べるロエストモンキー

ウガンダ・カリンズ森林



「色覚」と「味覚」は果実採食で重要

積極的に食べる積極的に食べない

大きくて、赤くて、甘いイチジク小さくて、緑で、渋いイチジク

Ficus sur （アフリカの熱帯林で果実食動物が広く利用できるイチジク）



「色覚多型」が示唆する色覚の起源

C型色覚者は、他の写真が違って見える P型色覚者は、通常撮影と同じように見える

D型色覚者は、通常撮影と同じように見える
色のシミュレータで作成（http://asada.website/cvsimulator/j/）

いわゆる通常のRGBで撮影 男性に1.5%

男性に3.5%
「熟したイチジクは赤い」は、
きわめて「主観的な」表現。
私たちは同じ世界を見ていない。

※女性ではP/Dあわせて1%未満。
色弱、色覚異常、色覚障害という言い方も
するが、ここでは生物学的な人類多様性の
一部として扱うため、使いません。



18世紀の科学者たちの指摘
—光に色はない

• For the rays, to speak properly, are not colored. In 
them there is nothing else than a certain power and 
disposition to stir up a sensation of this or that color.
「正確に言えば光に色は付いていない。光にあるのは、ある種の力と、あれやこ
れやと色の感覚をもたらす性質だけだ。」 Isaac Newton 1721. Optics.

• He was particularly surprised to observe that the pink 
flowers of a cranesbill, which appeared “sky-blue” to 
him by daylight,...
「ジョン・ドルトンは、日の光に照らされた「いわゆる空色」のクレインズビルの花が、
自分にとってはピンクに見えることに、非常に驚いた。」 Hunt et al. 1994. Science.



なぜ光に色が見えるのか？（1）

網膜

角膜

虹彩

レンズ

網膜血管

黄斑

光

桿体細胞と錐体細胞

イラストは以下より
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_eye_cross-sectional_view_grayscale.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1414_Rods_and_Cones.jpg



なぜ光に色が見えるのか？（2）
色覚に関与する3種の「光受容体」を発現する錐体細胞が網膜にあり、

特定の光の波長を励起光として吸収する（光の三原色）

菫外 菫 青 緑 黄 赤 赤外

吸
光
度
（
相
対
値
）

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cone-fundamentals-with-srgb-spectrum.svg

光の波長（nm）



色覚多型＝光受容体励起波長の個人差

例：緑色の光受容体が長波長側（“赤方偏位”）にシフト

C型色覚者（赤いイチジクが見つけられる）

D型色覚者（赤いイチジクが紛れてしまう）

赤緑の弁別閾が狭くなる



光受容体遺伝子「赤オプシン」の配列

ATGGCCCAGCAGTGGAGCCTCCAAAGGCTCGCAGGCCGCCAT
CCGCAGGACAGCTATGAGGACAGCACCCAGTCCAGCATCTTC
ACCTACACCAACAGCAACTCCACCAGAGGCCCCTTCGAAGGC
CCGAATTACCACATCGCTCCCAGATGGGTGTACCACCTCACC
AGTGTCTGGATGATCTTTGTGGTCACTGCATCCGTCTTCACA
AATGGGCTTGTGCTGGCGGCCACCATGAAGTTCAAGAAGCTG
CGCCACCCGCTGAACTGGATCCTGGTGAACCTGGCGGTCGCT
GACCTAGCAGAGACCGTCATCGCCAGCACTATCAGCATTGTG
AACCAGGTCTCTGGCTACTTCGTGCTGGGCCACCCTATGTGT
GTCCTGGAGGGCTACACCGTCTCCCTGTGTGGGATCACAGGT
CTCTGGTCTCTGGCCATCATTTCCTGGGAGAGGTGGCTGGTG
GTGTGCAAGCCCTTTGGCAATGTGAGATTTGATGCCAAGCTG
GCCATCGTGGGCATTGCCTTCTCCTGGATCTGGTCTGCTGTG
TGGACAGCCCCGCCCATCTTTGGTTGGAGCAGGTACTGGCCC
CACGGCCTGAAGACTTCATGCGGCCCAGACGTGTTCAGCGGC
AGCTCGTACCCCGGGGTGCAGTCTTACATGATTGTCCTCATG
GTCACCTGCTGCATCATCCCACTCGCTATCATCATGCTCTGC
TACCTCCAAGTGTGGCTGGCCATCCGAGCGGTGGCAAAGCAG
CAGAAAGAGTCTGAATCCACCCAGAAGGCAGAGAAGGAAGTG
ACGCGCATGGTGGTGGTGATGATCTTTGCGTACTGCGTCTGC
TGGGGACCCTACACCTTCTTCGCATGCTTTGCTGCTGCCAAC
CCTGGTTACGCCTTCCACCCTTTGATGGCTGCCCTGCCGGCC
TACTTTGCCAAAAGTGCCACTATCTACAACCCCGTTATCTAT
GTCTTTATGAACCGGCAGTTTCGAAACTGCATCTTGCAGCTT
TTCGGGAAGAAGGTTGACGATGGCTCTGAACTCTCCAGCGCC
TCCAAAACGGAGGTCTCATCTGTGTCCTCGGTATCGCCTGCA
TGA

MetAlaGlnGlnTrpSerLeuGlnArgLeuAlaGlyArgHis
ProGlnAspSerTyrGluAspSerThrGlnSerSerIlePhe
ThrTyrThrAsnSerAsnSerThrArgGlyProPheGluGly
ProAsnTyrHisIleAlaProArgTrpValTyrHisLeuThr
SerValTrpMetIlePheValValThrAlaSerValPheThr
AsnGlyLeuValLeuAlaAlaThrMetLysPheLysLysLeu
ArgHisProLeuAsnTrpIleLeuValAsnLeuAlaValAla
AspLeuAlaGluThrValIleAlaSerThrIleSerIleVal
AsnGlnValSerGlyTyrPheValLeuGlyHisProMetCys
ValLeuGluGlyTyrThrValSerLeuCysGlyIleThrGly
LeuTrpSerLeuAlaIleIleSerTrpGluArgTrpLeuVal
ValCysLysProPheGlyAsnValArgPheAspAlaLysLeu
AlaIleValGlyIleAlaPheSerTrpIleTrpSerAlaVal
TrpThrAlaProProIlePheGlyTrpSerArgTyrTrpPro
HisGlyLeuLysThrSerCysGlyProAspValPheSerGly
SerSerTyrProGlyValGlnSerTyrMetIleValLeuMet
ValThrCysCysIleIleProLeuAlaIleIleMetLeuCys
TyrLeuGlnValTrpLeuAlaIleArgAlaValAlaLysGln
GlnLysGluSerGluSerThrGlnLysAlaGluLysGluVal
ThrArgMetValValValMetIlePheAlaTyrCysValCys
TrpGlyProTyrThrPhePheAlaCysPheAlaAlaAlaAsn
ProGlyTyrAlaPheHisProLeuMetAlaAlaLeuProAla
TyrPheAlaLysSerAlaThrIleTyrAsnProValIleTyr
ValPheMetAsnArgGlnPheArgAsnCysIleLeuGlnLeu
PheGlyLysLysValAspAspGlySerGluLeuSerSerAla
SerLysThrGluValSerSerValSerSerValSerProAla
*

→

ヒトの赤オプシン遺伝子 アミノ酸配列に翻訳



1か所のアミノ酸置換が色覚を変えた
ATGGCCCAGCAGTGGAGCCTCCAAAGGCTCGCAGGCCGCCAT
CCGCAGGACAGCTATGAGGACAGCACCCAGTCCAGCATCTTC
ACCTACACCAACAGCAACTCCACCAGAGGCCCCTTCGAAGGC
CCGAATTACCACATCGCTCCCAGATGGGTGTACCACCTCACC
AGTGTCTGGATGATCTTTGTGGTCACTGCATCCGTCTTCACA
AATGGGCTTGTGCTGGCGGCCACCATGAAGTTCAAGAAGCTG
CGCCACCCGCTGAACTGGATCCTGGTGAACCTGGCGGTCGCT
GACCTAGCAGAGACCGTCATCGCCAGCACTATCAGCATTGTG
AACCAGGTCTCTGGCTACTTCGTGCTGGGCCACCCTATGTGT
GTCCTGGAGGGCTACACCGTCTCCCTGTGTGGGATCACAGGT
CTCTGGTCTCTGGCCATCATTTCCTGGGAGAGGTGGCTGGTG
GTGTGCAAGCCCTTTGGCAATGTGAGATTTGATGCCAAGCTG
GCCATCGTGGGCATTGCCTTCTCCTGGATCTGGGCTGCTGTG
TGGACAGCCCCGCCCATCTTTGGTTGGAGCAGGTACTGGCCC
CACGGCCTGAAGACTTCATGCGGCCCAGACGTGTTCAGCGGC
AGCTCGTACCCCGGGGTGCAGTCTTACATGATTGTCCTCATG
GTCACCTGCTGCATCATCCCACTCGCTATCATCATGCTCTGC
TACCTCCAAGTGTGGCTGGCCATCCGAGCGGTGGCAAAGCAG
CAGAAAGAGTCTGAATCCACCCAGAAGGCAGAGAAGGAAGTG
ACGCGCATGGTGGTGGTGATGATCTTTGCGTACTGCGTCTGC
TGGGGACCCTACACCTTCTTCGCATGCTTTGCTGCTGCCAAC
CCTGGTTACGCCTTCCACCCTTTGATGGCTGCCCTGCCGGCC
TACTTTGCCAAAAGTGCCACTATCTACAACCCCGTTATCTAT
GTCTTTATGAACCGGCAGTTTCGAAACTGCATCTTGCAGCTT
TTCGGGAAGAAGGTTGACGATGGCTCTGAACTCTCCAGCGCC
TCCAAAACGGAGGTCTCATCTGTGTCCTCGGTATCGCCTGCA
TGA

MetAlaGlnGlnTrpSerLeuGlnArgLeuAlaGlyArgHis
ProGlnAspSerTyrGluAspSerThrGlnSerSerIlePhe
ThrTyrThrAsnSerAsnSerThrArgGlyProPheGluGly
ProAsnTyrHisIleAlaProArgTrpValTyrHisLeuThr
SerValTrpMetIlePheValValThrAlaSerValPheThr
AsnGlyLeuValLeuAlaAlaThrMetLysPheLysLysLeu
ArgHisProLeuAsnTrpIleLeuValAsnLeuAlaValAla
AspLeuAlaGluThrValIleAlaSerThrIleSerIleVal
AsnGlnValSerGlyTyrPheValLeuGlyHisProMetCys
ValLeuGluGlyTyrThrValSerLeuCysGlyIleThrGly
LeuTrpSerLeuAlaIleIleSerTrpGluArgTrpLeuVal
ValCysLysProPheGlyAsnValArgPheAspAlaLysLeu
AlaIleValGlyIleAlaPheSerTrpIleTrpAlaAlaVal
TrpThrAlaProProIlePheGlyTrpSerArgTyrTrpPro
HisGlyLeuLysThrSerCysGlyProAspValPheSerGly
SerSerTyrProGlyValGlnSerTyrMetIleValLeuMet
ValThrCysCysIleIleProLeuAlaIleIleMetLeuCys
TyrLeuGlnValTrpLeuAlaIleArgAlaValAlaLysGln
GlnLysGluSerGluSerThrGlnLysAlaGluLysGluVal
ThrArgMetValValValMetIlePheAlaTyrCysValCys
TrpGlyProTyrThrPhePheAlaCysPheAlaAlaAlaAsn
ProGlyTyrAlaPheHisProLeuMetAlaAlaLeuProAla
TyrPheAlaLysSerAlaThrIleTyrAsnProValIleTyr
ValPheMetAsnArgGlnPheArgAsnCysIleLeuGlnLeu
PheGlyLysLysValAspAspGlySerGluLeuSerSerAla
SerLysThrGluValSerSerValSerSerValSerProAla
*

→

日本人の22％はGCT配列を持つ すなわち日本人の22％はAla（アラニン）を持つ



未熟果の感覚情報
 緑色
 渋味

熟果の感覚情報
 赤色
 甘味

イチジクの熟果を食べる若いメスのチンパンジー
赤くて甘い果実は栄養価が高いことを「感覚的」に知っている

チンパンジーの感覚に「共感」する

タンザニア・マハレ山塊国立公園の野生チンパンジー



ヒト（左）とチンプ（右）の赤オプシン遺伝子

ATGGCCCAGCAGTGGAGCCTCCAAAGGCTCGCAGGCCGCCAT
CCGCAGGACAGCTATGAGGACAGCACCCAGTCCAGCATCTTC
ACCTACACCAACAGCAACTCCACCAGAGGCCCCTTCGAAGGC
CCGAATTACCACATCGCTCCCAGATGGGTGTACCACCTCACC
AGTGTCTGGATGATCTTTGTGGTCACTGCATCCGTCTTCACA
AATGGGCTTGTGCTGGCGGCCACCATGAAGTTCAAGAAGCTG
CGCCACCCGCTGAACTGGATCCTGGTGAACCTGGCGGTCGCT
GACCTAGCAGAGACCGTCATCGCCAGCACTATCAGCATTGTG
AACCAGGTCTCTGGCTACTTCGTGCTGGGCCACCCTATGTGT
GTCCTGGAGGGCTACACCGTCTCCCTGTGTGGGATCACAGGT
CTCTGGTCTCTGGCCATCATTTCCTGGGAGAGGTGGCTGGTG
GTGTGCAAGCCCTTTGGCAATGTGAGATTTGATGCCAAGCTG
GCCATCGTGGGCATTGCCTTCTCCTGGATCTGGTCTGCTGTG
TGGACAGCCCCGCCCATCTTTGGTTGGAGCAGGTACTGGCCC
CACGGCCTGAAGACTTCATGCGGCCCAGACGTGTTCAGCGGC
AGCTCGTACCCCGGGGTGCAGTCTTACATGATTGTCCTCATG
GTCACCTGCTGCATCATCCCACTCGCTATCATCATGCTCTGC
TACCTCCAAGTGTGGCTGGCCATCCGAGCGGTGGCAAAGCAG
CAGAAAGAGTCTGAATCCACCCAGAAGGCAGAGAAGGAAGTG
ACGCGCATGGTGGTGGTGATGATCTTTGCGTACTGCGTCTGC
TGGGGACCCTACACCTTCTTCGCATGCTTTGCTGCTGCCAAC
CCTGGTTACGCCTTCCACCCTTTGATGGCTGCCCTGCCGGCC
TACTTTGCCAAAAGTGCCACTATCTACAACCCCGTTATCTAT
GTCTTTATGAACCGGCAGTTTCGAAACTGCATCTTGCAGCTT
TTCGGGAAGAAGGTTGACGATGGCTCTGAACTCTCCAGCGCC
TCCAAAACGGAGGTCTCATCTGTGTCCTCGGTATCGCCTGCA
TGA

ATGGCCCAGCAGTGGAGCCTCCAAAGGCTCGCAGGCCGCCAT
CCGCAGGACAGCTATGAGGACAGCACCCAGTCCAGCATCTTC
ACCTACACCAACAGCAACTCCACCAGAGACCCATTCGAAGGC
CCGAATTACCACATCGCTCCCAGATGGGTATACCACCTCACC
AGTGTCTGGATGATCTTTGTGGTCATTGCATCTGTCTTCACA
AATGGGCTTGTGCTGGCGGCCACCATGAAGTTCAAGAAGCTG
CGCCACCCGCTGAACTGGATCCTGGTGAACCTGGCGGTCGCT
GACCTAGCAGAGACTGTCATTGCCAGCACTATCAGCGTTGTG
AACCAGGTCTCTGGCTACTTCGTGCTGGGCCACCCTATGTGT
GTCCTGGAGGGCTACACCGTCTCCCTGTGTGGGATCACAGGT
CTCTGGTCTCTGGCCATCATTTCCTGGGAGAGGTGGCTGGTG
GTGTGCAAGCCCTTTGGCAATGTGAGATTTGATGCCAAGCTG
GCCATCATTGGCATTGCCTTCTCCTGGATCTGGTCTGCTGTG
TGGACAGCCCCGCCCATCTTTGGTTGGAGCAGGTACTGGCCC
CACGGCCTGAAGACTTCATGCGGCCCAGACGTGTTCAGCGGC
AGCTCGTACCCCGGGGTGCAGTCTTACATGATTGTCCTCATG
GTCACCTGCTGCATCATCCCACTCGCTATCATCGTGCTCTGC
TACCTCCAAGTGTGGCTGGCCATCCGAGCGGTGGCAAAGCAG
CAGAAAGAGTCTGAATCCACCCAGAAGGCAGAGAAGGAAGTG
ACGCGCATGGTGGTGGTGATGATCTTTGCGTACTGCGTCTGC
TGGGGACCCTACACCTTCTTCGCATGCTTTGCTGCTGCCAAC
CCTGGCTACGCCTTCCACCCTTTGATGGCTGCCCTGCCGGCC
TACTTTGCCAAAAGTGCCACTATCTACAACCCCGTTATCTAT
GTCTTTATGAACCGGCAGTTTCGAAACTGCATCTTGCAGCTT
TTCGGGAAGAAGGTTGACGATGGCTCTGAACTCTCCAGCGCC
TCCAAAACGGAGGTCTCATCTGTGTCCTCGGTATCGCCTGCA
TGA

1095塩基配列中、12塩基しか違わない（~1.1%）＝約1.1%の変異が進化過程で起きた



チンパンジーの感覚に共感できる理由

ATGGCCCAGCAGTGGAGCCTCCAAAGGCTCGCAGGCCGCCAT
CCGCAGGACAGCTATGAGGACAGCACCCAGTCCAGCATCTTC
ACCTACACCAACAGCAACTCCACCAGAGGCCCCTTCGAAGGC
CCGAATTACCACATCGCTCCCAGATGGGTGTACCACCTCACC
AGTGTCTGGATGATCTTTGTGGTCACTGCATCCGTCTTCACA
AATGGGCTTGTGCTGGCGGCCACCATGAAGTTCAAGAAGCTG
CGCCACCCGCTGAACTGGATCCTGGTGAACCTGGCGGTCGCT
GACCTAGCAGAGACCGTCATCGCCAGCACTATCAGCATTGTG
AACCAGGTCTCTGGCTACTTCGTGCTGGGCCACCCTATGTGT
GTCCTGGAGGGCTACACCGTCTCCCTGTGTGGGATCACAGGT
CTCTGGTCTCTGGCCATCATTTCCTGGGAGAGGTGGCTGGTG
GTGTGCAAGCCCTTTGGCAATGTGAGATTTGATGCCAAGCTG
GCCATCGTGGGCATTGCCTTCTCCTGGATCTGGTCTGCTGTG
TGGACAGCCCCGCCCATCTTTGGTTGGAGCAGGTACTGGCCC
CACGGCCTGAAGACTTCATGCGGCCCAGACGTGTTCAGCGGC
AGCTCGTACCCCGGGGTGCAGTCTTACATGATTGTCCTCATG
GTCACCTGCTGCATCATCCCACTCGCTATCATCATGCTCTGC
TACCTCCAAGTGTGGCTGGCCATCCGAGCGGTGGCAAAGCAG
CAGAAAGAGTCTGAATCCACCCAGAAGGCAGAGAAGGAAGTG
ACGCGCATGGTGGTGGTGATGATCTTTGCGTACTGCGTCTGC
TGGGGACCCTACACCTTCTTCGCATGCTTTGCTGCTGCCAAC
CCTGGTTACGCCTTCCACCCTTTGATGGCTGCCCTGCCGGCC
TACTTTGCCAAAAGTGCCACTATCTACAACCCCGTTATCTAT
GTCTTTATGAACCGGCAGTTTCGAAACTGCATCTTGCAGCTT
TTCGGGAAGAAGGTTGACGATGGCTCTGAACTCTCCAGCGCC
TCCAAAACGGAGGTCTCATCTGTGTCCTCGGTATCGCCTGCA
TGA

ATGGCCCAGCAGTGGAGCCTCCAAAGGCTCGCAGGCCGCCAT
CCGCAGGACAGCTATGAGGACAGCACCCAGTCCAGCATCTTC
ACCTACACCAACAGCAACTCCACCAGAGACCCATTCGAAGGC
CCGAATTACCACATCGCTCCCAGATGGGTATACCACCTCACC
AGTGTCTGGATGATCTTTGTGGTCATTGCATCTGTCTTCACA
AATGGGCTTGTGCTGGCGGCCACCATGAAGTTCAAGAAGCTG
CGCCACCCGCTGAACTGGATCCTGGTGAACCTGGCGGTCGCT
GACCTAGCAGAGACTGTCATTGCCAGCACTATCAGCGTTGTG
AACCAGGTCTCTGGCTACTTCGTGCTGGGCCACCCTATGTGT
GTCCTGGAGGGCTACACCGTCTCCCTGTGTGGGATCACAGGT
CTCTGGTCTCTGGCCATCATTTCCTGGGAGAGGTGGCTGGTG
GTGTGCAAGCCCTTTGGCAATGTGAGATTTGATGCCAAGCTG
GCCATCATTGGCATTGCCTTCTCCTGGATCTGGTCTGCTGTG
TGGACAGCCCCGCCCATCTTTGGTTGGAGCAGGTACTGGCCC
CACGGCCTGAAGACTTCATGCGGCCCAGACGTGTTCAGCGGC
AGCTCGTACCCCGGGGTGCAGTCTTACATGATTGTCCTCATG
GTCACCTGCTGCATCATCCCACTCGCTATCATCGTGCTCTGC
TACCTCCAAGTGTGGCTGGCCATCCGAGCGGTGGCAAAGCAG
CAGAAAGAGTCTGAATCCACCCAGAAGGCAGAGAAGGAAGTG
ACGCGCATGGTGGTGGTGATGATCTTTGCGTACTGCGTCTGC
TGGGGACCCTACACCTTCTTCGCATGCTTTGCTGCTGCCAAC
CCTGGCTACGCCTTCCACCCTTTGATGGCTGCCCTGCCGGCC
TACTTTGCCAAAAGTGCCACTATCTACAACCCCGTTATCTAT
GTCTTTATGAACCGGCAGTTTCGAAACTGCATCTTGCAGCTT
TTCGGGAAGAAGGTTGACGATGGCTCTGAACTCTCCAGCGCC
TCCAAAACGGAGGTCTCATCTGTGTCCTCGGTATCGCCTGCA
TGA

機能を変えるような部分は変化していない
ほとんどの塩基変異は進化的に中立である（Motoo Kimura 1968. Nature）



重複遺伝子による色覚の進化

• 色覚に関わる光受容体遺伝子オプシンは、
脊椎動物進化においてゲノム中で増減を繰り返した。

脊椎動物共通祖先
4色性色覚

鳥類祖先
4色性色覚

哺乳類祖先
2色性色覚

鳥類
4色性色覚

多くの哺乳類
2色性色覚

狭鼻猿類
3色性色覚

菫（外）、青、緑、赤
青、緑
を失う

菫（外）、赤

青、緑、赤

赤の重複*
*赤オプシンの重複によって、片方は緑（短波長）に、他方は
より長波長側の光を吸収できるように変異した（Yokoyama 2000）



何がために赤が見える？

• 赤を見る適応進化が狭鼻猿の共通祖先に起きた
– エネルギーが低い赤側へのシフトは相当ダイナミックな進化
である（光のエネルギーは波長に反比例する： E = hc / λ）

• 狭鼻猿の「果実食適応」と「繁殖成功」に関係？

赤い果実を識別するため？ 交尾期の体色変化と関係？



感覚は視覚だけではない

• 感覚は感じられるだけではいけない
–例：オプシンの重複が、光波長弁別による精度の
高い色覚を可能とした

• 他の感覚は？
–化学物質受容⇒嗅覚、味覚

–音波受容⇒聴覚

–分子振動⇒温度感覚



味覚受容体

• 基本味 = 甘味, うま味, 苦味, 酸味, 塩味

• 味分子-受容体の結合により活動電位を得る

例：苦味受容体遺伝子 (TAS2Rs)



苦味受容体遺伝子TAS2Rにおいても
「重複による進化」が起きている

それぞれの種のゲノム中の苦味受容体遺伝子の「個数」は、
その種の味覚適応・依存性の高さを反映する



霊長類の中でも、狭鼻猿類の祖先で
苦味受容体遺伝子の増大が起きた

ヒト上科（ヒト、類人猿）

オナガザル上科
（マカク、ヒヒ）

狭鼻猿類

霊長類15種の全ゲノムデータに基づく苦味受容体遺伝子TAS2Rの進化史
（Hayakawa et al. Mol. Biol. Evol. 2014）

TAS2R遺伝子数



いろどりのある食卓は真猿としての進化から

• 植物食、大型化、三食性色覚、苦味感覚が連動して進化

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



1. 「序論」 あるいは 「あなたの中の霊長類」：
霊長類の分類と系統

2. 霊長類の採食生態

3. 霊長類の化石

4. 霊長類の社会

多様性生物学基礎論 『人類・霊長類』
生物としての人類とは？ ヒトを知るための霊長類学とは？



類人猿とヒトはなぜ尾が無いか？
• 私たちは尻尾のない変わった哺乳類

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない 尾が退化する
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



マカク（macaque）・・・Macaca属

カニクイザル（Macaca fascicularis） キタブタオザル（Macaca leonina）

アジア圏で多様化。アジアに21種、北アフリカに1種。ニホンザルもマカク。



ニホンザルにだって短い尾がある
Japanese macaque (Macaca fuscata)

霊長類にとって尾は、樹上でのバランサーだけでなく、
枝の把握（クモザル科のみ）、感情表現（ディスプレイ中に立てる）、
コミュニケーション（目立たせるワオキツネザルなど）、
脂肪の蓄積（コビトキツネザル）など様々な役割がある。

寒冷適応による短縮
（アレンの法則）



ヒト上科（ホミノイド）だけ、
尾が（ほぼ）完全消失

ボルネオオランウータン ヒガシチンパンジー

なぜ？



霊長類の化石

• 現生の霊長類は熱帯・
亜熱帯に分布する。

北米やヨーロッパには
生息しない

• ところが、霊長類の化石
は北米やヨーロッパに
多く産出する

David R. Begun (2016)



霊長類の進化は温暖な森とともに

イラストは https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record#/media/File:All_palaeotemps.svgより

暁 始 漸 中 鮮新世 更新世 完新世

初期始新世の地球温暖化（Paleocene–Eocene thermal maximum）

⇒北米やヨーロッパでも温暖な森が広がる
⇒ オセアニアを除くグローバルな霊長類の適応放散がはじまる



始新世のアダピス類とオモミス類

• オセアニアや南米を除く各地で化石が産出される

• それぞれ曲鼻猿と、直鼻猿の系統につながる

Darwinius masillae
中期始新世のアダピス類
ドイツで産出した希少な完全骨格

画像は以下から：
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darwinius_masillae_PMO_214.214.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Omomyidae#/media/File:Anaptomorphus-descent-primates.jpg

Anaptomorphus sp.
始新世のオモミス類
北米で産出される



化石霊長類含む霊長類の進化系統樹
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※ それぞれの化石霊長類を、
それぞれの分類群の基部（basal）
とみなすこともある。
原始的（primitive）とも言うが、
形質が原始的とは限らないので、
避けた方がよい。

a. 初期真猿類 (Eosimias sp.)
b. 初期新世界ザル (Branisella sp.)
c. 初期旧世界ザル(Victoriapithecus sp.)
d. 初期ホミノイド(Proconsul sp.)



漸新世～中新世の真猿類たち
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a. 初期真猿類 (Eosimias sp.†)
b. 初期新世界ザル (Branisella sp.†)
c. 初期旧世界ザル(Victoriapithecus sp.†)
d. 初期ホミノイド(Proconsul sp.†)
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中新世（2303万年前～約533.3万年前）のころに
真猿類の各分類群は適応放散した



新世界ザルは大西洋を渡った

 北半球で栄えた初期霊長類は、南米大陸にまでは到達しなかった。
 漸新世の初期新世界ザルは、北米経由ではなく、
アフリカから1000km以上離れた大西洋を渡った。（飛び石？浮島？）

 マダガスカル島のキツネザル類も（6000万年前に）海を渡った霊長類。
 海越えによって新天地を得た、キツネザル類や新世界ザルは莫大に適応放散

https://en.wikipedia.org/wiki/Continental_drift#/media/File:Antonio_Snider-Pellegrini_Opening_of_the_Atlantic.jpg



後期中新世から鮮新世にかけての
止まらない地球寒冷化

イラストは https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record#/media/File:All_palaeotemps.svgより

暁 始 漸 中 鮮新世 更新世 完新世

ヨーロッパや北米での森林の縮小がはじまる



アフリカで誕生した狭鼻猿類：
中新世旧世界ザル vs 中新世ホミノイド

c

d

d. プロコンスル
（アフリカで産出）

c. ビクトリアピテクス
（アフリカで産出）

コロブス類
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アフリカから、ヨーロッパやアジアに進出した
中期中新世ホミノイドの化石は多く産出される。
しかし、寒冷化とともに、後期中新世には、
旧世界ザルに取って代わられ、現生の種構成の偏りになる。（圧倒的に旧世界ザルが多い）



中新世に生まれた尾のないものたち

前期中新世ホミノイド 『プロコンスル』 には尾の化石がなかった。
化石化において消失のではなく、

これが尾のない初期類人猿の姿とされた



類人猿とヒトはなぜ尾がないのか？
現生類人猿の特徴・・・「ぶら下がり」ができる。肩の可動域が広く、胸郭が幅広い。腕が長い。

しかし、初期類人猿のプロコンスルは「ぶら下がり適応」していなかった。
なぜ「尾を失った」のかはいまだ謎に包まれている。

ダーウィンの番犬と言われたトマス・ヘンリー・ハクスリーの
“Evidence as to Man‘s Place in Nature” (1863)の扉絵から



ヒト上科の進化は、なぜか尾の消失にはじまる

• 化石記録から、初期ホミノイドはすでに尾を失っていた

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない ヒト上科 Hominoidea
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



ヒトはいつ、歩き出したか？

• 樹上生活をやめて、歩き出した「変な」霊長類・・・人類

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない ヒト上科 Hominoidea
11.直立二足歩行 歩き出す
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



アジルテナガザルの樹上ロコモーション 「ブラキエーション」



ヒガシチンパンジーの地上ロコモーション 「ナックルウォーク」



分子系統解析によって、
Homo属とPan属が最も近いことが明らかになった
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Horai et al. (1992) J. Mol. Evol.
ミトコンドリアDNA配列によって、

ヒトとチンパンジーが単系統であることが、
明らかになった。

また、分子時計にもとづく年代推定で、
約500万年前に分岐したと

推定された。



人類は誕生とともに歩き出した
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Sahelanthropus tchadensis

写真は https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sahelanthropus_tchadensis_-_TM_266-01-060-1.jpgから

中央アフリカのチャドから産出。
700万年前の最古の人類化石とされる。
通称Toumaï（現地語で“hope of life”）。

大後頭孔が下方にあり、
直立二足歩行していたと推定される。



初期人類はどこで生活していた？

• 棄却されたサバンナ仮説（イーストサイドストーリー）
– 人類は森を出て、乾燥化した東アフリカのサバンナに進出
し、歩き出した。樹を降りた無防備な人類にとってサバンナ
は危険。脳が肥大化し、知性によって乗り切った。

• 人類は森で誕生した
– しかし、440万年前のアルディピテクスや、700万年前のサ
ヘラントロプスが発見され、これらの産出地はかつて森林
だったとされる。「サバンナ仮説」は棄却された。



森林と草原をつなぐ「アルディ」
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440万年のエチオピアの森林で暮ら
していた。把握性の後肢を持ち、樹
上生活にも適応している。直立二足
歩行の利点を生かして、森林とサバ

ンナを行き来していた？

2009年のScienceの特集号
アルディピテクスが徹底研究された



鮮新世の寒冷・乾燥化が続き、
人類はサバンナに進出
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鮮

• アウストラロピテクス
（400万～200万年前）
脳容量＝400～500 cc
※ チンパンジーと変わらない

• ホモ・ハビリス
（200万～150万年前）
脳容量＝700 cc 程度

• ホモ・エレクトス
脳容量＝900 cc程度

• ホモ・サピエンス
脳容量＝1400 cc程度

脳の増大は火の利用と
関係がある



人類は森で誕生し、歩き出した
• 直立二足歩行がありき。サバンナへ進出し、脳が増大。

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない ヒト上科 Hominoidea
11.直立二足歩行 ヒト亜族 Hominina
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



1. 「序論」 あるいは 「あなたの中の霊長類」：
霊長類の分類と系統

2. 霊長類の採食生態

3. 霊長類の化石

4. 霊長類の社会

多様性生物学基礎論 『人類・霊長類』
生物としての人類とは？ ヒトを知るための霊長類学とは？



現生人類の社会の生物としての起源

• ヒト的なコミュニティと家族はヒトだけのものか？

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない ヒト上科 Hominoidea
11.直立二足歩行 ヒト亜族 Hominina
12.集団生活 コミュニティの中に家族という単位がある



霊長類の多様な社会構造

• チンパンジー 父系の複雄複雌型 • オランウータン 単独型

• ニホンザル 母系の複雄複雌型
• ゴリラ ハーレム型（単雄複雌）
• テナガザル ペア型（単雄単雌）

• スローロリス 単独型
• ゲラダヒヒ 複雄複雌型の重層社会
• テングザル 複雄複雌型の重層社会

ヒトは？



霊長類学と人類学の境界
• ヒトの社会の生物としての起源の研究はまだ謎が多い

1. 有性生殖 動物界 Animalia （？）
2. 四肢を持つ 四肢動物 Tetrapoda
3. 母乳哺育 哺乳類 Mammalia
4. 胎盤 有胎盤類 Placentalia
5. 拇指対向性 霊長類 Primates
6. 両眼立体視 霊長類 Primates
7. 昼行性 直鼻猿類 Haplorhini
8. 植物食 真猿類 Anthropoidea
9. 色覚と味覚 狭鼻猿類 Catarrhini
10.尻尾がない ヒト上科 Hominoidea
11.直立二足歩行 ヒト亜族 Hominina
12.集団生活 ？



おわりに：人類学と霊長類学

• 霊長類学は人類学からはじまった

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_Leakey.jpg
https://www.pri.kyoto-u.ac.jp/archives/itani1_e/al01/pages/al01-01.htm

ルイス・リーキー 今西錦司（1948年12月3日）



ほろびゆく霊長類

• 非ヒト霊長類は、60%の現生種が絶滅のおそ
れがある。（Estrada et al. 2017 Science Advances）

• 「ヒトを知る」ことのできる霊長類の理解と、
動物学としての霊長類の理解の両輪が、
これからの霊長類と人類の研究に必要だろう



ヒトとはなにか、サルとはなにか

• 生物としての人間、そして、ひとことでサルといっても
多様な霊長類のイメージはくつがえりましたか？

– ヒトは400種を越える霊長類の1種。

– 道具が使えるのも、
昼の時間に活動するのも、
彩りや味わいを感じるのも、
尾がないのも歩き出したのも、
ヒトが霊長類の1種として進化したから。

講義スライド：https://noah.ees.hokudai.ac.jp/hayakawa/students.html
🔍早川 北大 生態遺伝


