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「野生」チンパンジー研究者の「住まい方」

• 自己紹介：「野生」チンパンジーの研究者＠タンザニア 

• お題：タンザニアの「野生」 

• 結論：われわれは「野生」であったことなどない 

• 素材： 

① タンザニア・マハレの研究史 

② チンパンジーの観察の現場の実践
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「野生」チンパンジー？

第 8章
社会の特異点としての
孤独化
一―野生チンパンジーが孤独に
なるとき

西 江 仁 徳
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【練習問題1           1 1
この図が示すものを答えよ

【解題】
答えは無数にある 数字の8,Sを横にしたもの,無限を示す記号,知恵の輪の一部,

円になつたロープがねじれたもの,な どなど しかし,それら無数の解と「この図それ自
体」との間には差異もある 数字の 8や無限記号は中心の交差する点が開いてはいない
し,知恵の輪や円になったロープはそもそも立体的なものである,といつた具合に,この
図それ自体の一部を無視したり,あるいは逆にある具体化によつて補つたりすることで,

それら無数の解が生み出される つまり,この図からある具体性が抜き取られることで抽
象的な記号になつたり,この図の抽象性にある具体化を施すことである物体が姿を現した
りするのである 理念的な社会の「構造」と現実的な「集団」との関係も,こ うした無数
の解に開かれた「ある図」と実際に産出される複数の解の関係になぞらえることができ
る 私たちが「この図それ自体」と実際の解との間に見出した点こそが,・これらの義異を
分かつ「特異点」である この歯にある特異な解を見出すとき,そこにあつた=則性の

パ
ターン (この図それ自体)との差異において「特異点」が現れる 私たちが生き物の実際
のある群れ方を目にするとき,そこに潜在している理念的な構造との差異が感知さ4てい
る 繰り返し同じパターンが現実化しているときには気づかれることのない非構造ィ

`の

ベ
クトル=ポテンシヤルは,あるきつかけで現実化することで構造の正卿l性を逸脱じ|ま た
そうすることで同時にその背後にあつた構造の正則性を指し示す それまで安定して見え
ていた集団からある個体が離脱し孤独化するとき,その逸脱の軌跡.非構造化のベクトル
が,同時にそれまで潜在的に感知されていた理念としての構造を照らすのである |

B R I E F COMMUN I C A T I ON

A newborn infant chimpanzee snatched and cannibalized
immediately after birth: Implications for “maternity leave” in
wild chimpanzee

Hitonaru Nishie | Michio Nakamura

Laboratory of Human Evolution Studies,

Graduate School of Science, Kyoto

University, Kitashirakawa-Oiwake-cho,

Sakyo-ku, Kyoto, 606-8502

Correspondence
Hitonaru Nishie, Laboratory of Human

Evolution Studies, Graduate School of

Science, Kyoto University, Kitashirakawa-

Oiwake-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502,

Japan.

Email: nishie.hitonaru@gmail.com

Funding information
Japan Society for the Promotion of Science

(JSPS) KAKENHI, Grant Number: 14J00963

and 17J40059 (to HN)

Abstract

Objectives: This study reports on the first observed case of a wild chimpanzee infant being

snatched immediately after delivery and consequently cannibalized by an adult male in the Mahale

Mountains, Tanzania. We demonstrate “maternity leave” from long-term data from the Mahale M

group and suggest that it functions as a possible counterstrategy of mother chimpanzees against

the risk of infanticide soon after delivery.

Materials and methods: The subjects of this study were the M group chimpanzees at Mahale

Mountains, Tanzania. The case of cannibalism was observed on December 2, 2014. We used the

long-term daily attendance record of the M group chimpanzees between 1990 and 2010 to calcu-

late the lengths of “maternity leave,” a perinatal period during which a mother chimpanzee tends

to hide herself and gives birth alone.

Results: We observed a very rare case of delivery in a wild chimpanzee group. A female chimpan-

zee gave birth in front of other members, and an adult male snatched and cannibalized the

newborn infant immediately after birth. Using the long-term data, we demonstrate that the length

of “maternity leave” is longer than that of nonmaternity leave among adult and adolescent female

chimpanzees.

Discussion: We argue that this cannibalism event immediately after birth occurred due to the

complete lack of “maternity leave” of the mother chimpanzee of the victim, who might lack enough

experience of delivery. We suggest that “maternity leave” taken by expecting mothers may func-

tion as a possible counterstrategy against infanticide soon after delivery.

K E YWORD S

cannibalism, delivery, Mahale, Pan troglodytes

1 | INTRODUCTION

Infanticide by males has been observed in many primate species

(Palombit, 2012) and has been explained mainly in terms of male repro-

ductive strategy known as the sexual selection hypothesis (Hrdy,

1974): males kill unrelated infants; infanticide makes the mother

resume cycling quickly; and infanticidal males increase their probability

of siring subsequent infants after the infanticide. Among wild chimpan-

zees, researchers have reported intragroup infanticide 45 times in nine

different groups within six populations (Wilson et al., 2014); however,

infanticide immediately after delivery has never been observed because

of the rarity of observed delivery in the wild (Fujisawa, Hockings,

Soumah, & Matsuzawa, 2016; Goodall & Athumani, 1980; Kiwede,

2000; Zamma, Sakamaki, & Kitopeni, 2012). This rarity of observed

delivery among wild chimpanzees has been believed to derive from

“maternity leave” (Nishida, Takasaki, & Takahata, 1990), a perinatal

period during which a mother chimpanzee tends to hide herself and

gives birth alone. “Maternity leave” was first described at Mahale

(Nishida et al., 1990), but has only been analyzed quantitatively at

Gombe (Pusey et al., 2008). Pusey et al. (2008) suggested that mater-

nity leave functions as a female counterstrategy to reduce the risk of

infanticide around the time of parturition.
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野生 wild ／飼育 captive

• ヒト以外の霊長類を含む動物研究は、対象動物が「人間によって飼育されているかど
うか」によって大別される 

- 飼育されている → 飼育動物（主に実験） 

- 飼育されていない → 野生動物（主に観察） 

• しかし「野生」動物も「手つかずの自然」というわけではない（当たり前） 

- 住民との相互作用の歴史（狩猟対象、呪薬利用、獣害など） 

- 研究者との相互作用の歴史（餌づけ・人づけ、追跡、観察など）
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マハレ：人間とチンパンジーの関係史

• 1965年に西田利貞によって調査開始 

• 2015年に50周年（50章からなる記念論集→） 

2. Overview of the !eld site: Mahale Mountains and their 
surroundings (Nakamura M, Itoh N) 
3. Research history (Nakamura M, Hosaka K, Takahata Y) 
25. Diseases and deaths: variety and impact on social life 
(Hanamura S, Kooriyama T, Hosaka K) 
48. Current status of tourism (Nakamura M) 
49. Culture and subsistence ecology of the Tongwe, and their 
signi!cance in chimpanzee research (Nakamura M) 
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西田利貞の著作

西田（1973） 西田（1981） Nishida (2012)



タンザニア・マハレ調査前史

• 1965年8月：伊沢紘生によるマハレの予備調査 

- 一週間の滞在で村の近くでチンパンジーを四度観察 

- 「獣害」の聞き込み 

- 最も注目すべき点は、昔住民がサトウキビを植えたらソコ（チンパンジー）に荒
らされて困った、という聞き込みであった。畑を荒らすということは、もう半分
餌づけができているようなものではないか。（西田 1973: 12）
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Figure 2.1 Locations of the Kigoma Region and Mahale Mountains National Park in Tanzania.

Figure 2.2 Lake Tanganyika viewed from the Mahale Mountains’ main ridge. ©M. Nakamura.

Michio Nakamura and Noriko Itoh8

タンザニア・マハレ調査開始

• 1965年10月：西田利貞によって本格的な調査開始 

- 焼畑農耕民トングェとチンパンジーが暮らす森 

- チンパンジーの餌づけ 

- 個体識別と名づけ 

- 調査路の整備
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マハレ研究史「初日」：1965年10月12日

• チンパンジーの餌づけのためのサトウキビ畑に使える土地を紹介してもらう 

- さいわい、昨日山歩きの時、サイディが 「ここはだれも使っていないから、おまえがシャンバ（畑）にして
もよい」と見せてくれたやぶは、以前トウモロコシを植えたことがあり、その茎をチンパンジーが食べ荒ら
した所だった。現在も無数にチンパンジーの踏み跡が走っていて、彼らによく利用されていることは明らか
だった。村から比較的近くてサトウキビなどを村から運ぶのにそれほど困難でないうえに、一方では、村
人に餌づけを邪魔されるほど村に近くはなかった。周囲にはチンパンジーが隠れることのできるよく発達し
た森林があった。これらのことは餌づけにとって好条件と思われたので、とりあえずここに一つ畑をつくる
ことにきめた。（西田 1973: 18） 

• サイディに連れられてチンパンジーを探しに行く → 初日から17分間の観察 

- カソゲに着いたその日に、しかも村からこんなに近くでチンパンジーを見られたことに、私はたいへん気を
よくした。しかも、人間に対する反応はさほど悪いようには思えなかった。四、五人の見物人を前にして十
七分間も逃げなかったのである。（西田 1973: 17） 

西田はカシハ集落の酋長ソボンゴの息子サイディ・ソボンゴを訪問
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餌づけの成功

• 最初は畑でサトウキビを栽培 → 「獣害」を起こさせることで餌づけ → 観察を容易に 

- サトウキビを買い付けて大量に運搬 → 餌場や新しい調査路に置いて食べさせる 

- サトウキビ ＋ バナナを導入 

- 餌場での餌づけから mobile provisioning への移行 

- 餌を持ち歩いて森の中でチンパンジーの長距離音声を真似して「呼ぶ」 → チンパ
ンジーがやってくる → 給餌 → 追跡・観察

10
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個体識別と命名

• トングェ名やスワヒリ名の利用：アシスタントが覚えやすいように 

- 頭部が完全にはげ上がり、ピンク色を呈している年をとった大柄の雌は、「ワブネングワ」と名づけた。
「ブネングワ」とはカシハの長老の一人で、…（中略）…多くのかわいい娘がいて、あとで私がワブネング
ワ（ブネングワの娘）という名前をチンパンジーにつけたという話が村に伝わると、下の娘、タトゥとンデ
ィローが血相を変えて抗議を申しこんできた。しかし、抗議の甲斐もなく、あとになって、私は二頭の雌の
赤ん坊に、タトゥとンディローの名前を与えてしまった。（西田 1973: 98） 

- ある日シンシバ（集落）のカソンタは、自分の名前がチンパンジーにつけられたと知って、キャンプにやっ
てきた。彼は餌場で「カソンタ」がりっぱで巨大な雄だと知ると、「サワサワ（ぴったりだ）」と言ってう
なずきつつ、喜んで帰っていった。（西田 1973: 99） 

• 日本人名も利用：「トングェが日本人よりチンパンジーに近い」と研究者が考えていると誤解されないために 

- トングェのアシスタントが、西田の帰国中に、間抜けな若い雄のチンパンジーに「ニシダ」と命名
（Nishida 2012: 22）
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「トングェの国で大人になった」研究者

• チンパンジーを追う過程で、私はマハレの全体とかかわらざるを得なくなっていった。私
は見たものすべての秘密を知りたいと思うようになった。さまざまな動物、鳥、魚、そ
れに蝶や甲虫。森林とそれを構成する樹木、草本。 
そして、私はそこに住み、私を助けてくれたトングェたちの自然とのかかわりあい方、世
界観、歴史や社会構造にしだいに興味をひかれていった。（西田 1973: 274） 

• 私は、好奇心が第一であったものの、「労務管理」上の必要もかねて、彼らの習慣、親
族構造も調べ、トングェ語の片言も覚えた。村人は、他所から来た人に、私を「この人
はトングェ族だよ」と紹介するようになった。お世辞であれ、それは私には嬉しかっ
た。ある老婆は、私のことを「トングェの国で大人になった」と正鵠を射る表現をし
た。（西田 1981: 170）
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because they basically run along the ridges. Some of
these sites are listed below (see Figure 2.13 for the
locations).

E3: An intersection of the E trail and Tarimo Road (!).
Mkokoti Hill: A small hill between the G and F

trails (").
G4-1: A point on the north hillside along the G

trail (#).
Kalukula Hill: A small hill at the intersection of R-3

and the K trail ($).
L1-2: An intersection of the L trail and R-3 (%).
N1-1: An intersection of the N trail and R-3 (&).
Kitanda-cha-simba Hill: A small hill south of the

intersection with the P trail and R-2 (').
Kiboko Hill: A small hill south of the P trail between

R-3 and R-1 (().

2.10 Outside the Kasoje area

Because long-term research on chimpanzees has been
conducted in the Kasoje area and tourists
also concentrated in the same area, the vast majority
of the park outside the Kasoje area is not utilized for
either research or tourism. Such areas include
Miombo and bamboo woodlands with relatively
sparse vegetation. There are several savanna-dwelling
large mammals in these woodlands that cannot
usually be observed in the Kasoje area, such as
elephants, lions, buffaloes, zebras, wild dogs, and
roan antelopes (Appendix III). However, there are also
several con!rmed groups of chimpanzees in these dry
habitats of the Miombo woodland with some riverine
forests. Extensive surveys of chimpanzees and other
animals in such woodland areas are described in
Chapter 4.

References

Anonymous (1980). Mahale: Study for the Proposed
Mahale Mountains National Park. Final Report, May
1980. Tokyo: Japan International Cooperation
Agency.

Anonymous (1995). Inauguration meeting of Mahale
Wildlife Conservation Society held at the University
of Dar-es-Salaam on August 12, 1994. Pan Africa
News, 2(1), 1.

Figure 2.13 Major observation trails in Mahale. Solid or
dotted lines show north–south trails and white lines show
west–east trails. Good locations for listening to chimpanzee
calls are designated by circled numbers: ! E3; " Mkokoti
Hill; # G4-1; $ Kalukula Hill; % L1-2; & N1-1; ' Kitanda-
cha-simba Hill; and ( Kiboko Hill.
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(Nakamura & Itoh 2015)

人間と動物の通り道 ＝ 調査路

• 焼畑による二次林の植生 → 密な下生え（藪） → 調査路が必須 

- 調査路の整備を必要にした二次林植生自体が、トングェによる
焼畑農耕によって人為的に改変された植生 

• 多くのチンパンジー調査地では直線・格子状の調査路 

- マハレでは密な藪と複雑な地形により格子状の調査路が不可能 

- 集落間を行き交う人々が通っていた道や、チンパンジーやイノ
シシなどの獣道を拡張した調査路を整備

14



アシスタント（奥）と調査路でくつろぐチンパンジー



マハレ・カンシアナキャンプ（2012）



マハレの「無人化」→「新たな来訪者」の増加

• 1967年：マハレの自然保護区化をタンザニア政府に具申 → 1974～87年：JICA専門家による基礎調査 

• 1973年8月：政府の集住化政策により住民が強制退去 → 近隣の集村に移動 

• 1985年：マハレ山塊国立公園設立 → ツーリストキャンプ開設 

• 2000年代～：新たな2つのツーリストキャンプ開設 → 観光客の増加（1,000 人／年～） 

• 2002年：カシハ集落のアシスタントの家族が公園外に退去 → 調査アシスタント、公園職員とその家
族、ツーリストキャンプの従業員のみが公園内に定住 ＋ 研究者の滞在 

• （コロナ以前の）現在：研究者とアシスタントの他に、3つのツーリストキャンプのトラッカー＋ガ
イド＋公園のガイド＋観光客が同じチンパンジー集団を取り囲む状況

(Nakamura 2015)17



研究者よりも接近＋調査路を塞いでチンパンジーの写真を撮る観光客



人獣共通感染症

• マハレではK集団で2回（1968; 1977）、M集団で6回（1968; 1992; 1993; 2003; 2005; 2006）の呼吸
器感染症の流行  

• 2006年の呼吸器感染症の流行では、M集団全体の 35 ％（23 頭）が発症 

- 少なくとも 3 頭（最大で 12 頭）が死亡 

• 観察のガイドラインの厳格化 

- 観察時のマスク着用の義務化 

- 観察時の「ソーシャルディスタンス」の確保（10 m ～） 

- 体調不良時の観察の禁止 など
(Hanamura et al. 2015)19



小括：マハレの人間・チンパンジー関係小史

• 「野生」チンパンジー調査の過程につねに介在・相互作用する「人間」 

- 獣害、餌づけ、個体識別と命名、トングェの自然認識や利用、人間と動物の通り道とし
ての調査路、住民の退去と国立公園化による無人化、観光開発による新たな人間の来訪
者の急増、感染症の流行と対策、など 

• 研究者は、地域住民や他の動物も含めた環境に住まいつつ、自らもその環境を作ってきた 

- 自然科学の論文からは痕跡を消去された「責任＝応答可能性をもつアクター」として、
研究者も他の動物など諸アクターとともに環境に住まい、環境を維持・改変してきた 

- 「手つかずの自然＝野生」ではないが、だからこそ「異種混淆的な知」が産み出されて
きた

20



現場での観察＝相互行為

• チンパンジーが発見した（らしい）「何か」をめぐる観察 

• 穴の中に何がいるのかはわからないが、何かがいるらしい（のですごく怖い） 

• 「チンパンジーと一緒に車座になって穴の中を覗き込みたい」vs.「怖いから穴の中に
ちょっかい出すのはやめてほしい」 

• 観察者である私は単に「チンパンジーを見ている」のではなく、「チンパンジーが何
を見ている（見ようとしている）のか」を見ようとしている

異種混淆的な知の産出

23



観察の現場における異種混淆性

• そもそも「チンパンジーが発見した何か」をめぐる観察 

• 「穴の中に隠れる」センザンコウの生態 ＋「穴の中を探りたがる」チンパンジーの
生態 ＋「チンパンジーがやっていることは何でも見たがる」観察者の生態 

- 「観察者＋チンパンジー＋α（食物、外敵、同種他個体など）」に一般化可能 

- 異種混淆的な知（「他種を通じた世界についての学び」）の産出 

• 観察者の存在の痕跡を消去してわかること／わからなくなること 

- 西田の自然科学論文／民族誌的著作 

- 現場での観察者の介在や相互作用をていねいに書き起こしていく必要
25



まとめ

• 「野生」チンパンジーの研究を「自然科学的に」おこなうことは、現場での人間の介在や相互作用
の痕跡を消去する作業をともなう（良い悪いではなく） 

• しかし、少なくともマハレでは調査開始当初から人間（地域住民や研究者）とチンパンジーとの相
互作用こそが、研究を可能にする条件となってきた歴史がある 

• 西田はそのことをはっきりと自覚していたし、その著作において豊かで複雑な人間と動植物が織り
なす環境（関係）を鮮やかに描いている（それとは「別のもの」として科学論文も多数執筆した） 

• こうした異種混淆的な知の記述、動物研究の現場での人間の「住まい方」を含めた記述は、動物
についての知をより豊かにするものとして、動物研究者が取り組むべき古くて新しい課題である 

• 「動物とともに世界を探索する」ものとしての動物研究者の「住まい方」を記述することについ
て、人–動物の関係を視野に入れた人類学との協働が可能なのかもしれない
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