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1. 西岡佑一郎（Yuichiro Nishioka）：11：00～11：45

「気温変化に伴う哺乳類の体重変化」

「日本は母国よりも寒いから太ってしまったよ」日

本に住むタイ人がこんなことを言っていた．ヒトの

体重の増減に関しては様々な要因が働くため一概に

述べることはできないが，一般に，哺乳類の体サイ

ズは体温調整機構により，寒冷地域の種（または群

集）ほど大型化する傾向，すなわちベルグマンの法

則が知られている．ベルグマンの法則は，基本的に

現生動物の環境勾配に対する適応変化として定義さ

れている．一方，この法則が年代的な気温変化と化

石種の適応進化についても成立するのかは明らかではないため，後期更新世末（最

終氷期最寒冷期：約 2 万年前）と完新世（約 1 万年前〜現在）の哺乳類化石標本お

よび現生骨格標本を比較して検証を試みる．本発表ではニホンザルとげっ歯類を対

象にしたデータに焦点を当てて解説する．

Body mass change in mammals due to temperature change

A Thai person said, “I got a fat because it is colder in Japan than in my country.”

Body mass gain and loss in humans can be caused by many factors, but in

general, body mass of non-human mammals increases with colder climate (=

Bergmann’s rule). This rule is known as an ecological principle explaining

environmental adaptation in extant animals, and it can be applied to

chronological change of body mass in a species. I am trying to verify the

existence of body mass change in fossil mammals due to temperature change,
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based on comparisons of mammalian living and fossil specimens from the latest

Pleistocene (Last Glacial Maximum around 20000 years ago) and Holocene

(10000 years ago to recent). In this seminar, I review some results obtained by

the data of Japanese macaques and rodents.

2. 相馬拓也（Takuya Soma） ：11：50～12：30

「極限環境を生き抜く民族誌：

モンゴル遊牧民の暮らしから人類の環境適応力を見抜く」

本発表では、人類の進化と生存の過程において、ヒトが

どのように乾燥地、高地、寒冷地などの極限環境「アネ

クメーネ anökumene」を生存圏「エクメーネ ökumene」

としたのかを、モンゴル遊牧民の生活戦略と環境適応術

から読み解いてゆく。現代の遊牧社会には、限られた自

然資源を活用し家畜と共存することで、農耕の営めない

草原地帯を生活の場と変えてきた伝統的な知恵と技法

「生態学的伝統知 (traditional ecological knowledge:

TEK)」がいまに生き続けている。本発表では、完成された無駄のない乳利用の体系、

地域特有の家畜管理術、地域の薬草利用による人獣両方の健康管理法、猛獣（イヌ

ワシ、オオカミ、ユキヒョウなど）と共生し、ときにはそれらを食糧資源とする大

胆な食文化などを紐解き、ヒトの始原の営みにも通ずるモンゴル遊牧民の生活戦略

から人類の環境適応力に肉薄する。

Ethnography of Survivability under Extreme Environment：

Seeking Environmental Adaptability of Human from Livelihood of Mongolia

Nomadic Herders

This presentation focuses on survivability of human being in the process of

evolution and adaptation across arid land, high land, and even polar region, so

called “anökumene” in this world. In the contemporary Mongolian nomadic

herder’s society, distinctive traditional ecological knowledge (TEK) has been

developed which enables human to live with limited resource utilization and

co-existence with livestock in the barren land where agricultural harvest will

never be expected to grow. In this presentation, lean dairy material use scheme,



regional livestock management, medical plant utility, and co-existence with

fierce animals (such and golden eagle, wolf, and snow leopard), and infrequent

use of those meat as an edible food resource will be introduced as a unique

practice for environmental adaptation and living strategy in the human history.


