特集

さる
十二支の動物のなかで︑見た目も︑生物学的にもいちばん人間に近いサル︒
﹁サルでもわかる﹂
﹁猿知恵﹂といったことばにあるように︑
人間からは下に見られていたり︑擬人化され教訓や風刺に使われたりする一方で︑
﹁人ならざる﹂神として信仰の対象となることもある︒

たしは人類学という分野を専攻するようにな

頭骨がそのまま使われた仮面もみられる︒

マゾン川流域にはヤシ製の仮面に加えてサルの

われてきた︒朝鮮半島には木製の赤色仮面︑ア

があるが︑その仮面のモチーフにサルの顔も使

民博には世界中から集められた数多くの仮面

る人を探すのが難しい︒

が︑たたりを信じているのでサル猟をしてくれ

しかし︑一頭当たり二万円近くもらえるという

県の津軽地方ではリンゴ園での被害額が大きい︒

本全国ではサルの害がよく知られており︑青森

人間はサルに何を見出し︑どのような関係をもっているのか︒

り︑地球的視野からむしろ人の側に焦点を当て

民博 民族文化研究部

池谷 和信

今から三〇年も前に︑わたしは︑宮城県の金

かずのぶ

サルと 人 との 絆
を学んだ︒しかしながら︑それから三〇年︑わ

いけ や

サルの視座
華山でニホンザルの群れをみる機会があった︒
てサルをみてきたことになる︒

人とサルとのかかわりは︑まずは食べること

人が食べるサル

周囲数キロメートルという小さな島ではあるが︑
四つの群れが生息していたのを覚えている︒わ
たしは︑サルたちが植物を食べているのを遠く
からながめながら︑ゆったりとした時間が流れ
息してきた熱帯地域である︒アフリカのコンゴ

から始まった︒食べる地域は︑サルが豊富に生
川の下流域には︑人口が八〇〇万人を超えるキ

することもなく移動していき︑わたしはそのあ
とを静かに追った︒今思えば︑このような経験
は︑アフリカの産物をまぢかにみることができ

ンシャサという大都市がある︒ここの中央市場

ているのを感じた︒サルの群れは︑誰かが指示

ない︑生き物との共生がいかに必要であるのか

から︑わたしたちの大地は人類だけのものでは

る興味深い場所だ︒なかでも︑動物のコーナー
には︑野生のワニ︑イノシシ類︑カメ類︑そして
そのまま売られているので︑わかりやすい︒顔

サル類が目白押しである︒サル類は︑丸焼きで

南米のアマゾン川流域の都市イキトスでも同様

の表情がリアルである︒こうしたサルの状況は︑
であった︒ここの市場にもまた︑サルの丸焼き
が並べられている︒サルの種類こそ新世界ザル
で異なるものの︑住民のタンパク源となるブッ
ただ︑南米のアマゾン川流域ではサルは市場

シュミートという点では両者は共通している︒

は︑あまり元気があるようにはみえない︒ペッ

るのが特徴でもある︒しかしながら市場のサル

進行しており動物資源の不足も著しいという︒

移動しながらサルを獲得するが︑森林の破壊が

物はサルの肉であるという︒現在︑彼らの一部は︑

る狩猟や採集の民が暮らしているが︑彼らの好

ではない︒ネパールの山中にはラウテとよばれ

サルと人との関係は︑食に関する文化ばかり

の関係をあらわす資料が多数紹介されているの

六日︵火︶まで︶では︑そのようなサルと人と

中の年末年始展示イベント﹁さる﹂展︵一月二

りするなど︑さまざまである︒現在民博で開催

たたりの対象といった文化的意味をもたされた

サルと人との関係は︑食料にはじまり︑信仰や

このように︑世界の熱帯から温帯にかけて︑

ということを知っているのかもしれない︒どち

トとして飼われ︑最終的には食べられてしまう

同時に︑周囲のヒンドゥー教徒は︑サル︵ とくに︑

しいただきたい︒

で︑申年を迎えるにあたって︑ぜひ民博にお越

人がうやまうサル

らの地域でもサルの肉は食べ物のなかではおい

ハヌマンラングール︶を神聖な生き物とみており︑

で販売している商品のみならず︑サルをペット

しいものの代表であって︑肉食の需要は大きい

食用には決してしない︒このため︑首都カトマ

のように飼育してかわいがる文化が根付いてい

のでそれらの供給は今後も追いつきそうにもな

ンドゥのヒンドゥー寺院でも︑ここにすむサル
日本では︑青森の下北半島以南にサルが身近

が増えすぎて観光客に近づき困っているという︒

地域が多い︒日本の伝統的な猟師として知られ

にいるので温帯では珍しくサルと共存してきた
るマタギは︑おもに東北地方で活躍してきたが︑
サル猟はあまり好まなかった︒というのは︑サ
孫の代までたたりが続くというのだ︒現在︑日

ルの容姿が人のそれと近いので︑サルを殺すと
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市場で売られているウーリーモンキーとリスザル。
リスザルはカゴのなかに入れられている（ペルー）

3

ペットとして飼われているリスザル（エクアドル）

い︒

市場で売られているサルの丸焼き
（コンゴ民主共和国）

H0035143、下：サルの頭骨が使用されているブラ
ジルの仮面。
「さる」展で展示中。H0008094

上：朝鮮半島の文化展示場にあるサルの仮面。

い

ほ

べ

ひろし

椙山女学園大学教授

上をおもな生活の場としたこともあり︑肉食の

五百部 裕

日本には︑ニホンザル一種のみが生息してい
対象は地上性の有蹄類であることが多い︒確か

食べら れ る サル︑協 力 す る サル

る︒そこでなかなか想像するのが難しいかもし
にサル類も狩猟採集民などの肉食対象となって

ら進化してきたということもあり︑昆虫や小型

がピグミーチンパンジーをグルーミング︵ 毛づ

まわることがあった︒ときには︑アカコロブス

むしろ単純に﹁美味しいから﹂好んで食べられ

はっきりとした原因は明らかになっていない︒

てきたり︑グルーミングしてきたりしても拒ま

で成立していたが︑それでも異なる種が近づい

うとアカコロブスの側からの一方的な働きかけ

くろい︶していた︒この関係は︑どちらかとい

はいるが︑その割合は決して高くない︒一方チ

ゆう てい

れないが︑サルの故郷である熱帯林では︑複数
の種が共存しているのが当たり前である︒その
ためサル同士のさまざまな関係がみられる︒こ
こでは︑そのなかでも特にユニークだと思われ
さる

る関係を︑申年のはじめに紹介したい︒
肉を食べるサル
サルの食べ物と聞いて︑皆さんはどのような
木の実や葉を思い出すのではないだろうか︒確

ものを思い浮かべるだろう︒たぶん多くの方が
かに多くのサルたちは︑こうした食べ物を主食
にしている︒しかしわたしたち人間が植物性の
ものだけでなく動物性のものも食べる雑食であ

の無脊椎動物を食べるサルは多い︒加えて︑多

るのと同様に︑多くのサルたちは動物性のもの
もよく食べている︒そもそも霊長類は︑昆虫を

大きさやチンパンジーに襲われたときの逃げ方

うに極めて﹁敵対的﹂な関係がサル同士のあい

ないというピグミーチンパンジーの態度がこう
正直言って︑なぜアカコロブスがピグミーチ

した関係を維持する要因のひとつになっていた︒

が︑こうした﹁友好的﹂な関係もまた︑サル同

ンパンジーの後を追いかけていたのかは不明だ

四六時中一緒にいるのだ︒ではなぜ混群をつく

い競合関係をもつことになる︒にもかかわらず︑

と︑混群を形成しているサル同士は︑本来︑強

なるということだ︒このような考え方からする

生活様式が似ているほど︑種間の争いが激しく

競合関係が強い﹂というものがある︒食べ物や

﹁ニッチ︵ 生態的地位︶が近いもののあいだほど

う点である︒生態学の主要な考え方のひとつに︑

通ったサルたちが混群をつくることが多いとい

深いのは︑比較的食べ物や行動パターンが似

場合によっては︑何日も一緒に行動する︒興味

短ければ数時間で終わってしまうこともあるが︑

あるかのごとく行動をともにする現象である︒

なる種のサルたちが︑あたかもひとつの群れで

とよばれる現象も観察されている︒これは︑異

また︑アフリカや南米の熱帯林では﹁混群﹂

協力するサル

士のあいだにはみられるのである︒

しかしサル同士の関係は︑このように敵対的

日もピグミーチンパンジーの群れの後をついて

コロブスの単独個体のオスが近づいてきて︑何

る︒チンパンジーにはよく食べられているアカ

ジー︵ ボノボ︶を観察していたときのことであ

和国でチンパンジーに近縁なピグミーチンパン

なものばかりではない︒わたしがコンゴ民主共

仲良くするサル

だで観察されているのだ︒

ているのかもしれない︒いずれにせよ︑このよ

つたな

の拙さが︑その理由として考えられているが︑

物なのか？ 人間は︑直立二足歩行によって地

ではチンパンジーの肉食対象はどのような動

食べられるサル

ジーだ︒

でほぼ日常 的に肉を食べているのがチンパン

ることが報道された︒なかでも︑かなりの頻度

ンザルが︑天然記念物のライチョウを食べてい

られている︒先日も北アルプスに生息するニホ

くのサルが︑哺乳類や鳥の肉を食べることが知

主食にしている食虫類とよばれる動物の仲間か

ピグミーチンパンジーのおとなオス（コンゴ民主共和国ワンバ）

まだまだわかっていないことも多いのだ︒

なっていると考える方も多いかもしれないが︑

ルというとすでにいろいろなことが明らかに

成立しているのか︑不明な点も数多くある︒サ

な関係がみられる︒そしてなぜこうした関係が

このようにサル同士のあいだには︑さまざま

して暮らしているのだろう︒

それを超えた利益があるからこそ︑互いに協力

だと考えられている︒競合関係にありながらも︑

り︑天敵から身を守りやすくしたりしているの

るのか？ 一緒にいることで︑採食効率を上げた

か？ この謎はいまだ解明されていない︒体の

なぜチンパンジーはアカコロブスを好むの

好んで食べられている︒

だ︒なかでも︑アカコロブスとよばれるサルが

る︒言ってみれば︑サルがサルを食べているの

んでいるサル類であることが明らかになってい

ンパンジーの主要な肉食対象は︑同じ場所にす

アカコロブスを食べるチンパンジー（左）
。右のチンパンジーは
レモンを食べている（タンザニア、マハレ山塊国立公園）
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アカコロブスのおとなオス（タンザニア、マハレ山塊国立公園）
倒木上のレッドテイルモンキー（左側の2個体）とロエストモンキー（右側の2個体）
。このように
アフリカの熱帯林では、異なる種が混群を形成している（ウガンダ、カリンズ森林）

木の実を食べるニホンザル（宮崎県幸島）

ハヌマーン︱
す

神 に なった サル

インドには数種のサルが棲むが︑どのサルも
ヒンドゥー教寺院では大切に扱われている︒信
者たちがエサを与えるのですっかり人に馴れ︑
大きな寺院のある界隈でサルが群れをなしてい
る光景を見るのもめずらしいことではない︒

サルがヒンドゥー教徒に愛される最大の理由

神に仕える力もち

み

お

みのる

三尾 稔
民博 研究戦略センター

ひとと神︑ひとと動物の仲立ち
それだけではない︒超人︵ 猿？︶的な信心の
仰の対象にもなっているのである︒インド各地

深さや悪を倒す力から︑ハヌマーンじたいが信
の町の辻や村のはずれには︑彼の特徴的な色で
ほこら

ある朱色にペイントされたハヌマーンがまつら
れた祠があり︑多数の参拝者を集めている︒ハ
ヌマーンはあらゆる災厄をのぞき︑旅人を守っ

虐げられていたサル部族の長スグリヴァを助け
たれないという︒

マーン︑ハヌマーン︑⁝⁝﹂と唱えると雷に打

てくれる︒また雷が鳴ったら心のなかで﹁ハヌ

おけるサル軍の武将ハヌマーンに求められるだ
る︒スグリヴァに仕えていたハヌマーンはこれ

は︑誰もが知っている神話﹃ラーマーヤナ﹄に

に感謝し︑自らの部隊を率いてラーマ軍に加わ

われる︒この長大な神話の最大の山場は︑ラー

をランカー島を根城とする魔王ラーヴァナに奪
先にランカー島に渡ってシーターの囚われてい

能力をもっているため︑
海峡もひとまたぎ︒真っ

る︒ハヌマーンは身体の大きさを自由に変える

と神︑ひとと動物の両方を仲立ちする英雄とし

徳を願ってエサを与える︒ハヌマーンは︑ひと

サルをハヌマーンの生まれ変わりと見立て︑功

願いに寄り添う︒信者たちはまたさまざまな

とら

マ王がラーヴァナを討伐し無事シーターを取り
る場所を探し当てる︒また敵軍の攻撃で瀕死
てヒンドゥー教徒の暮らしに息づいているので

東京大学大学院教授

の傷を負ったラーマ王の弟を救うハーブがヒマ

じ

戻すところにある︒ここで大活躍するのがハヌ

しょう

マーンだ︒ラーマはシーターを探す旅の途中で︑

かわむら

ある︒

と飛びし︑ハーブの生える山をそのまま引き抜
いて片手に持って戻るという活躍も見せる︒
危険も顧みずラーマに忠誠を尽くすハヌマー

ンは︑自らの選んだ神への無償の帰依を説くヒ

ンドゥー教世界において信者の手本とされる︒

また無類の力もちでありながら気が優しく︑上

記の逸話のようにどこかユーモラスなところも

見せるため︑子どもから大人まで幅広く愛され

る存在でもある︒

は

色覚センサーオプシンを共有していることから

であった︒それは魚類と鳥・爬虫類で四種類の

らちらと不規則に変動する環境で威力を発揮す

わかる︒色覚は浅瀬や森林のように明るさがち

れるからだ︒それでおそらく大陸棚の浅瀬で進

る︒明るくても暗くても色味︵ 出力比︶は保た
化した我らのご先祖様は早くも高度な色覚を
獲得したのであろう︒
ときは流れて︑中生代の恐竜の時代︑我ら哺
乳類のご先祖は二色型になっていた︒二種類の
オプシンを手放したのである︒代わりに薄明視
に特化した桿体視細胞を増量し︑加えて多数の
色覚視細胞がひとつの視神経に出力する方式に
網膜を改造した︒彼らは夜行性の小動物だった
と考えられている︒解像度を犠牲にして昼間の
夜行性への適応だ︒

高度色覚より夜の高感度ビジョンを選んだのだ︒
さらにときは流れて恐竜絶滅後の新生代に
霊長類は視覚装置のさまざまな改造をおこなっ
を向いた︒これにより両眼の視野の重なりが増

ている︒顔面が平たくなりふたつの眼球が正面

旧世界ザル類︑新世界ザル類︶は網膜中央部に

え立体視が発達した︒真猿類︵ ヒト︑類人猿︑
視細胞密度の極めて高いフォベアという部位が

河 村 正二

ラヤ山脈にしかないと聞くと︑ヒマラヤまでひ

ハヌマーンは人びとの生活に根ざした悩みや

つはヴィシュヌ神の化身︶は︑愛する妻シーター

ろう︒
﹃ラーマーヤナ﹄の主人公ラーマ王︵ じ

町の辻のハヌマーン神。巨石に眼をうがち、
持ち物や装束はスパンコールできれいに作
られている。
（ラージャスターン州ウダイプ
ル市。2006年）

遠いカンブリア紀に脊椎動物はすでに四色型

脊椎動物全体のなかでは中くらい

一筋 縄 で はい か ない 霊 長 類の 色 覚
そもそも色覚とは
色覚とは波長の違いで光を識別する感覚で
ある︒それにより同じ明るさでも五〇〇ナノ
メートルの光は緑︑六五〇ナノメートルの光は
赤というふうに区別できる︒その仕組みはこう
だ︒目の網膜には光のセンサーとして働く細胞
がある︒視細胞という︒視細胞にはオプシンと
いうセンサーの実体となる物質が作られている︒
なく︑もっとも敏感な波長を中心に徐々に鈍感

オプシンはすべての波長に均等に敏感なのでは

光を受けると視細胞は強く応答し︑強い電気

になる山型の波長感受性をもつ︒敏感な波長の
信号を視神経に出力し脳に伝える︒もっとも敏
感な波長が異なる二種類以上の視細胞がある
と︑色覚が可能になる︒
同じ光に対して︑違う種類のオプシンをもつ
視細胞は違う強さの出力をする︒視細胞の種
プシンが二種類だと二色型︑三種類だと三色型︑

類間の出力の比を色として感じているのだ︒オ

覚の場合︑数百万種類くらいの色を区別できる

四種類だと四色型色覚とよぶ︒ヒトの三色型色

力比︑三色型は三種類の視細胞の出力比︑四色

といわれている︒二色型は二種類の視細胞の出
型は四種類の視細胞の出力比を色として感じ
るため︑数字が高いほど区別できる色の種類数
は格段に増える訳である︒

赤い果実を採食するクモザル。左：通常の3色型の画像。右：2色型のシミュレーション画像。3色型では果実を葉との色味の違いで
見いだせるが、2色型でも明るさの違いで見いだせる
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ヒマラヤからドローナギリ山を運ぶハヌマーン。
（神話を描いたポスター）

祭礼のパレードでハヌマーンに扮装した信者。
（ラージャスターン州ウダイプル市。2000年）

度を大幅に上げたのである︒そう︑霊長類とは

る視細胞の数がひとつである︒正面視野の解像

ある︒そこでは視神経ひとつ当りに中心投射す
森で生活するサルたちにとっては食べられる果

爬虫類ならこれらを明瞭に区別できる︒しかし︑

手である︒皆一様に﹁緑色﹂に見えるのだ︒鳥・
率において遜色がないということだ︒さらに三

ことは二色型も条件によっては三色型に採食効

見破るうえで役に立つのだ︒これらからいえる

成熟した木の葉のバックグラウンドから検出す

実や若葉︑そして仲間や敵対個体や捕食者を︑
ると二色型と三色型の生存・繁殖率に有意な差

〇年におよぶオマキザルの観察記録を調べてみ

た

ある︒こうして昼の世界の素早い樹上移動への

正面の一点を注視することに長けた動物なので
は見られなかった︒

くく

なぜ旧世界霊長類でヒトにだけ色覚変異が？

ることが大事なのだ︒それには木々の葉は一括

かじ

色﹂として浮かび上がる︑ほどほどに良い色覚

りに﹁緑色﹂で果実や若葉や体色が﹁赤﹂や﹁黄

適応に大きく舵を切ったのである︒
霊長類の視覚のもうひとつの重要な改造が三
ヒトには﹁赤緑色盲﹂
︵ 二色型色覚︶や﹁色弱﹂
︵ 変異三色型色覚︶といった呼称で知られる色覚

ンのハイブリッド遺伝子によって変異三色型が

ン遺伝子の欠失により二色型が生じ︑両オプシ

のバリエーションがある︒赤あるいは緑オプシ

わたしたちの研究チームは中米のコスタリカ
生じる︒これらは多数派の﹁正常三色型色覚﹂

じつは二色型の方がよいこともある

が霊長類にとっては絶妙な適応なのである︒

色型色覚の獲得である︒哺乳類に残された二種
プシンで︑もう一方はいわゆる 赤オ プシンで

類の色覚オプシンのうちの一方はいわゆる青オ
あった︒大まかな言い方をするならこの赤オプ
で新世界ザルであるオマキザルとクモザルの野
に対して﹁異常色覚﹂とされ︑それほど希でな

シンから緑オプシンを産み出した︒血液型の
生群の採食行動を観察した︒個体のわかってい
い変異となっている︒他の旧世界霊長類は正常

︑ ︑ はひとつの遺伝子の三つの変異型︵ア

リールという︶だが︑当初の赤オプシンと緑オ

体のオプシンのアリールを知ることができる︒

る糞を集め︑ＤＮＡ分析をすることで︑その個

る︒行動観察の結果は︑予測に反して果実の時

一種類しかないメスはオス同様に二色型とわか

二種類のアリールをもっているメスは三色型で︑

覚は森林の樹上生活への適応としては重要だが︑

え直す根拠が見えてくる︒霊長類の三色型色

ブなものではなく︑意味があると積極的にとら

くると︑ヒトにみられる色覚の変異はネガティ

ぜヒトだけが？ しかし︑このように概観して

三色型ばかりで変異はほとんど見られない︒な

染色

体を二本もつメスにのみ三色型が実現した︒そ

体と同等であった︒果実と葉は色だけでなく明

間当たり摂食量において二色型個体は三色型個

カモフラージュを見破るには二色型の方が優れ

染色体に乗っていたため︑

れが中南米に生息する新世界ザルである︒一方

るさも違う︒明るさの違いなら二色型でもわか

まれ

プシンの関係もアリールとして始まった︒この

アフリカ・アジアに生息する旧世界霊長類︵ ヒ

るからであった︒さらに︑嗅覚も重要な役割を
進出し石器を使って狩猟をしてきた我々の祖先

ている︒約二〇〇万年前から森林を離れ平原に

遺伝子は

染色体上に並べ直した︒これによ

ト︑類人猿︑旧世界ザル類︶では赤と緑のアリー

果たしていた︒色調を周囲にカモフラージュさ

ルを一本の
色覚の強みが発揮できる環境のなかで三色型色

りオスも三色型になった︒霊長類は森林という

せている昆虫の採食効率をオマキザルで観察し

なく︑むしろ色覚に多様性があることが重要

にとっては霊長類型三色型色覚の重要性は高く

吹田市立博物館館長／民博名誉教授

だったかもしれないのだ︒

かった︒二色型は明るさや輪郭など色以外の情

覚を育み︑他の哺乳類に抜きんでた訳である

霊長類の三色型色覚は成熟した緑葉の色調

およばない点に留意されたい︒

ひろちか

報により敏感であることが︑カモフラージュを

なかまき

中牧 弘允

民博には世界中から集めた三猿が一二五〇点
プだった︒

登場した︒それが﹁見ろ︑聞け︑言え﹂のタイ

の掛け声とともに解放感に満ちた﹁文化猿﹂が

の種類もふくまれている︒終戦直後︑民主主義

あまり収蔵されている︒オランダ人のコレク

ざる﹂だが︑
﹁変わり三猿﹂とよばれるものも

大部分はふつうの﹁見ざる︑聞かざる︑言わ

をとった題名の単行本すらある︒となると︑こ

る︒オランダ・コレクションのなかにはその名

アメリカ︑ウルグアイなど欧米の三猿にみられ

ようだが︑彼の独創ではない︒なぜなら︑一三

他方︑後者のほうは︑オランダ︑ベルギー︑

多少含まれている︒それには二種類あり︑﹁見ろ︑

の種の三猿はどうもヨーロッパ起源のにおいが

慎むように﹂という格言はロンバルディ作とい

﹁平安に暮らしたいなら︑見て︑聞いて︑口を

すくなくとも中世のラテン世界までは﹁見ろ︑

われ︑イタリア人に仮託されている︒つまり︑

これ を 解 くヒントはコレクションのなかに
口を慎めば︑平和と安息がえられる﹂という文

きそうだ︒

聞け︑言うな﹂のルーツをさかのぼることがで

パンジーがもっとも身近な存在である︒日本の

ヨーロッパに猿は棲息せず︑動物園にいるチン

せいそく

最後に格言が三猿にどう結びついたかである︒
上司の神父とぶつかり︑ブリュージュの神学校

パンジーに重ねたことは容易に想像できる︒そ

三猿像をみたとき︑彼らがそのイメージをチン

たのではないかと考えられる︒

して地元の格言とチンパンジーが自然に結合し

才も発揮し︑アメリカの詩人ヘンリー・ワーズ

世紀末のフランドル地方でヘゼーレがひろめた

たしかに﹁見ろ︑聞け︑言うな﹂の格言は一九

ワース・ロングフェローの翻訳でも名をはせた︒

の教師に転じている︒ジャーナリストとしての

きた︒理想主義︑郷土愛にも燃えていたようで︑

方の神父として︑また詩人として一九世紀を生

ホイド・ヘゼーレはベルギーのフランドル地

句があったのである︒ホイド・ヘゼーレの名で︒

あった︒とある手紙のなかに﹁見て︑聞いて︑

からである︒

世紀末のフランスのバラードにも詠われていた

うた

聞け︑言 え ﹂というタイ プと︑
﹁ 見ろ︑聞け︑
言うな﹂というものである︒
さか

前者の三猿は﹁逆さ三猿﹂ともよばれ︑イタ
リアのチンパンジーは双眼鏡やラッパを手にし
ている︒日本でも熊本県の木の葉猿のなかにそ

イタリアの三猿（置物）
。
「見ろ、聞け、言え」のタイプ。
「さる」展で展示中。H0199948

三つの格言︑三匹の猿

〇〇年ごろのパリで同様の説教がなされ︑一四

も国内のふたつのコレクションが加わった︒

ションが発端となり︑民博収集の資料のほかに

﹁ざる﹂にあらざる三猿

変 わ り 三 猿コレク ション

を異なる樹種間で識別することが極めて不得

たところ︑むしろ二色型の方が三色型より良

が︑それでも鳥などに一般的な四色型には遠く

X

する︒

ベルギーの三猿（壁掛け）
。
「見ろ、聞け、言うな」のタイプ。
「さる」展で展示中。H0199923
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