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　生物38億年の歴史。数百万とも数千万とも言われる種数。
地球上に存在する生物は進化の産物です。長い歴史の末に、
今あるような多様な生物の姿が生まれました。
　私たち人間を含めて生物の本質を深く理解するには、こ
れら生き物のシステムがどのように作られ進化してきたか
を時空的な広がりを持って捉えることが必要です。時空的
な広がりの理解とは、このシステムが現在の環境の中でど
のように調和しているかを知るとともに、どのようにして
できあがってきたかをたどることです。
　本専攻では、このような生命の総合的理解を基本にしつ
つ、現代社会での科学と技術のあり方も考察していきます。
新しい生命観、人間観を切り拓き、これからの持続可能な
社会の構築に貢献できるよう、高度な専門性と広い視野を
備えた人材を養成します。

生命共生体進化学専攻とは…
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生命共生体進化学専攻は、『進化学』を冠した日本ではまだごく少ない専攻のひとつです。現在の生
命科学の進歩が、社会の中でどんな意味を持っているのか、人間としてどう対応していけばよいのか
という問題を、正面から考える事のできる、広い視野を持った科学者を育てることを目指して作られ
ました。現存する生物は、すべて過去から続いてきた歴史の産物です。多様な生物の一つ一つは、単
に個別のものとして存在するのではなく、進化の結果として互いに関連し、一体となって生命系をつ
くっています。この歴史性と多様性を理解する鍵が、進化なのです。ところが、既存の生物学は、非
常に細分化された分野を深く追究することに専心するあまり、全体像が捉えにくくなってしまいまし
た。本専攻ではこの弊害を打破するために、自分の専門分野に軸足を置きつつ、多様性と歴史性をふ
まえて生命現象を広くとらえることを重視しています。

私たちは、理学、工学、医学、農学などの多様な理系分野のみならず、社会学や哲学といった文系
分野からの入学も歓迎します。文系分野からの入学者には、本専攻で学ぶために必要な理系の知識を
修得する入門科目をおいています。研究領域としては、『統合人類学』『進化生物学』『行動生物学』『理
論生物学』の生物科学系に加え、『科学と社会』という領域を設けてあります。学生はこのいずれかで
学位研究を行います。すべての学生が科学と社会の関わりを見つめるもう一つの目を養えるよう、学
位の取得には、専門とは別の分野での副論文が必須です。学位取得後は、研究者はもちろん、広く産
業界で理系・文系の枠を超えた高度な教養と専門知識とを生かした活躍をしてほしいと願っています。

専門の
研究を深める

1.統合人類学
2.進化生物学
3.行動生物学
4.理論生物学
5.科学と社会

持続可能な
社会の構築

生命の
哲学的考察

新しい
自然観世界観

生命の全体像

進　化
多様性ーシステム
共　生

教育研究の概要・特色
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教育の特徴及び教員紹介
生命共生体進化学専攻
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本専攻における教育の特徴
本専攻の教育プログラムは、自らの生命観を確立し、これからの社会の発展に生かすこと
のできる人材を育成することを目的に編成されています。最大の特徴は全学生の学習・研
究プロセス管理に全教員が関わることであり、従来の大学院教育にはない数多くの斬新な
取り組みがあります。

　入学から学位取得まで、教員 20 名全員で学生ひとりひとりの学習と研究の進捗状況に目
を配り指導します。学生は、随時、指導教員（主任指導教員 1 名＋副指導教員 2 名）以外の
教員からも研究指導・助言を受けることができます。

　自分の専門分野としての主論文だけでなく、副論文の提出が学位授与の要件となります。
生物科学系で主論文を書く学生は科学と社会の観点から、また科学と社会で主論文を書く学
生は生物科学の観点から副論文を書きます。各学生には専門分野以外で副論文を書くための
指導教員（副指導教員）がつきます。

　専攻の教員・学生全員参加型のセミナーです。他の大学や研究所で活躍されている講師を
お招きします。研究の歴史や科学についての考え方などのお話も伺います。

● リサーチ・アシスタントとして採用された場合、年間授業料相当額の支援をします。
● 3ヶ月程度の海外研究室での研究活動、海外で開催される学会での成果発表を支援します。
● 他の専攻や他大学院の講義を受講する際の移動経費や国内学会への参加を支援します。

集団指導体制

博士論文

先導科学考究

学生支援
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研究指導

研 究 者 高度な専門性を
備えた社会人

D1

D2

D3

D4

D5

履修指導
学年

アドバイザーによる指導

先導科学プログレス①・②
研究計画の提出

合 格

学位授与

主・副指導教員決定

主論文・副論文研究
（先導科学特別研究Ⅱ-Ⅴ）

の開始

副論文の提出
主論文の提出

先導科学プログレス③・④

先導科学プログレス⑤・⑥

先導科学プログレス⑦・⑧

予備審査（先導科学プログレス⑨）
本審査（先導科学プログレス⑩）

合否判定

先導科学実習

先導科学特別研究Ⅰ
（ローテーション）

ミクロ・マクロ生物学

科学と社会

本専攻における履修プロセスのモデル

先
導
科
学
考
究

特
論
科
目（
生
命
科
学
・
科
学
と
社
会
）

生
命
科
学
・
科
学
と
社
会
論
文
紹
介
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学
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・
フ
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ッ
シ
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※広い視野を涵養するための全学的取り組み
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人類の歴史におけるヒトと環境との相互関係の変遷を解
明することを目指している。考古遺跡から出土する動・植
物遺体資料（骨、種子、花粉など）を分析し、ヒトの活動
が他の生物や周辺環境にどのような影響を与えたか、また
自然環境の変化がヒトの生業や社会にどのような影響をも
たらしたか探る。家畜化・栽培化は人類史における最も重
要な変化のひとつであり、文明社会の発達を可能にする一
方、後の地球環境悪化を引き起こす遠因となった。現在、
動植物の家畜化・栽培化と食料生産経済への移行過程を解
明する研究に取り組んでおり、西アジア（トルコ、シリア、
ヨルダン）をフィールドに、偶蹄類の家畜化とムギ、マメ
類の栽培化の過程および経済・社会の変化を総合的に解明
する研究を行っている。そのほか、イノシシの家畜化過程
を探るため、ユーラシア全域および東南アジア島嶼部の資
料を用いて国内外の研究者と共同研究を行っている。考古
学以外に、分子遺伝学、環境科学、文化人類学などの分野
の専門家と協力し、過去・現在・未来の人類と環境の総合
的な理解を目指し、研究を進めている。

1.	本郷一美（2018）「家畜化は肉食に貢献したか -	狩猟か
ら牧畜への肉食行為の変化 -」野林厚志編『肉食行為の
研究』,	pp.178-200.	平凡社 .

2.	本郷一美、丹野研一 (2017)　「西アジアにおける動物、
植物のドメスティケーション（家畜化、栽培化）」季刊
考古学 141号『西アジア考古学・最新研究の動向』pp.	
37-40.	

3.	Hongo	H.	(2017)	Introduction	of	domestic	animals	
to	the	Japanese	Archipelago.	Albarella	et	al	(eds),	
Oxford	Handbook	of	Zooarchaeology,	Chap.21.	
Oxford	University	Press.

4.	Arbuckle,	B.S.,	Price,	M.D.,	Hongo,	H.	&	Oksüz,	B.	
(2016)	Documenting	 the	 initial	 appearance	of	
domestic	cattle	 in	 the	Eastern	Fertile	Crescent	
(northern	 Iraq	 and	western	 Iran).	 Journal	 of	
Archaeological	Science,	72:	1-9.

5.	Gündem	CY,	Hongo	H.	 (2013)	Observation	on	 the	
pathology	of	ancient	horse	bone	remains	 from	Japan.	
Zoo-archaeology	30:248-259.

6.	Pearson	JA,	Grove	M,	Özbek	M,	Hongo	H.	(2013)	Food	
and	social	complexity	at	Çayönü	Tepesi,	southeastern	
Anatolia:	Stable	isotope	evidence	of	differentiation	in	diet	
according	to	burial	practice	and	sex	in	the	early	Neolithic.	
Journal	of	Anthropological	Archaeology	32:180-189.	

環境考古学（動物考古学）、先史人類学

本郷　一美　准教授

Tel:	 046-858-1599
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	hongou_hitomi@soken.ac.jp

代表的な論文、著書等

ヒツジの毛刈り（トルコ北東部）

PROFILE
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これまでの研究対象：ミーアキャット、タンチョウヅル、
ニホンザル、ハダカデバネズミ、ライオン

進化行動生態学、動物行動学

沓掛　展之　准教授

Tel:	 046-858-1562
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	kutsu@soken.ac.jp
https://sites.google.com/view/nkutsukake/home

1.	Hasegawa	M,	Kutsukake	N.	2019.	Kin	selection	
and	 reproductive	 value	 in	 social	mammals.	
Journal	of	Ethology,	37:	139-150.

2.	Takeda	FK,	Hiraiwa-Hasegawa	M,	Kutsukake	N.	
2019.	Uncoordinated	dances	 associated	with	
high	reproductive	success	 in	a	crane.	Behavioral	
Ecology,	30:	101–106

3.	Kutsukake	N	et	al.	2018.	The	presence	of	females	
induces	elevated	cortisol	levels	in	an	alpha	male:	
experimental	evidence	in	chimpanzees.	American	
Journal	of	Physical	Anthropology,	167:	327-336.

4.	Ito	MH,	 Yamaguchi	M,	 Kutsukake	 N.	 2018.	
Redirected	aggression	as	a	conflict	management	
tactic	 in	 the	 social	 cichlid	 fish	 Julidochromis	
regani.	 Proceedings	 of	 the	 Royal	 Society	 of	
London.	 Series	 B,	 Biological	 Sciences,	 285:	
20172681

5.	Mizuno	K,	Irie	N,	Hiraiwa-Hasegawa	M,	Kutsukake	
N.	2016.	Asian	elephants	acquire	 inaccessible	
food	by	blowing.	Animal	Cognition.19:	215-222.

代表的な論文、著書等

PROFILE

動物を観察していると「動物はどんな暮らしをしている
のだろうか？」「動物は何を考えているのだろうか？」など
の多くの疑問が生じる。私は、動物の行動や生態を分析す
ることによって、動物の「生き様」を進化生物学的に理解す
ることを目指している。これまで哺乳類を中心として、鳥や
魚などの脊椎動物を対象に研究を行ってきた。具体的には、
野生動物が生息するフィールドに滞在し、それぞれの個体に
名前をつけて、彼らの行動を日々記録するという地道な作業
を行う。データを積み重ねることによって、動物の社会がど
のように成り立っていて、それぞれの個体の行動にはどのよ
うな意味があるのかを理解することができる。長野のニホン
ザル、タンザニアのチンパンジー、カラハリのミーアキャッ
ト。研究してきた動物一頭一頭の姿や振る舞いは、今でも鮮
明に思い出すことができる。研究対象が夢に出てくるほど研
究対象をじっくりと観察することが、動物を理解する王道で
あると思う。その一方で、自分の研究対象にとらわれる事な
く、多くの動物に共通して当てはまる理論を考える事が、動
物を理解するうえで効率的な戦略である。現在の進化行動
生態学は、自然誌（ナチュラルヒストリー）や古典的動物行
動学の成果に、一般的理論からの予測と検証が加わって美
しく発展してきた。この分野の発展に貢献するような一般的
理論を発見できればと考えている。
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−環境変化に適応した生物の特性を支える遺伝的基盤の解明−
科学・技術の発達により空前の繁栄を謳歌した人間は現在様々

な問題に直面している。このような問題の根本原因のひとつには
「人間」が自分自身の生物としての存在を十分認識していないこ
とに起因する。生物としての存在を認識するためには、「人間」
が自然界のなかでどのように進化してきたかを知ることが肝要
である。一方形態や生理などの表現型進化の多くは、その時そ
の時の環境に適応した個体が子孫を残し、生き残ること（「自然
選択」）により進められてきた。「人間」の存在もその様な環境
適応の結果であるといえる。つまり私たちの存在は現在の環境
に適応したものであり、その意味で私たちのゲノムの中には環
境適応の特異的な様子が描かれている。私たちの研究室ではこ
のような環境適応をゲノムレベルで明らかにし、「生物としての
人間」とは何か明らかにすることを目指す。

　現在までに取り組んでいる課題は
1）	環境適応や環境応答関連遺伝子（免疫関連や、感覚受容体

遺伝子、疾病関連遺伝子）の多様性と起原を探る。
2）ヒトの精神活動の基盤となる遺伝子の進化を探る。
3）	ヒト特異的偽遺伝子（機能を失った遺伝子）のヒト進化への

影響を探る。
4）	霊長類の進化過程での集団サイズの変遷と系統関係を探る。

1.	Katsura	Y,	Kondo,	HX,	Ryan	J,	Harley	V,	Satta	Y	(2018)	The	
evolutionary	process	of	mammalian	sex	determination	genes	
focusing	on	marsupial	SRYs.	BMC	Evolutionary	Biology	18:3,	
https://doi.org/10.1186/s12862-018-1119-z.

2.	Fujito	NT,	Satta	Y,	Hane	M,	Matsui	A,	Yashima	K,	Kitajima	K,	
Sato	C,	Takahata	N,	Hayakawa	T(2018)	Positive	selection	on	
schizophrenia-associated	ST8SIA2	gene	in	post-glacial	Asia.	
PLoS	ONE	13(7):	e0200278.	https://doi.org/10.1371/journal.	
pone.0200278.

3.	Satta	Y,	Fujito	NT,	Takahata	N	(2018)	Nonequilibrium	neutral	
theory	for	hitchhikers.Mol.	Biol.	Evol.	36:	1362-1365.	https://
doi.org/10.1093/molbev/msy093.

4.	Saitou	M,	Satta	Y,	Gokcumen	O	(2018)	Complex	Haplotypes	
of	GSTM1	Gene	Deletions	Harbor	Signatures	of	a	Selective	
Sweep	in	East	Asian	Populations.	G3	https://doi.org/10.1534/
g3.118.200462

5.	Saitou	M,	Satta	Y,	Gokcumen	O,	 Ishida	T	(2018)	Complex	
evolution	of	the	GSTM	gene	family	involves	sharing	of	GSTM1	
deletion	polymorphism	in	humans	and	chimpanzees.	BMC	
Genomics	19:293	https://doi.org/10.1186/s12864-018-4676-z

6.	Fujito	NT,	Satta	Y,	Hayakawa	N,	Takahata	N	(2018)	A	new	
inference	method	for	ongoing	selective	sweep.	Genes	Gen	
Syst.	93:146-161		https://doi.org/10.1266/ggs.18-00008

7.	Zheng	W,	Satta	Y	(2018)	Functional	Evolution	of	Avian	RIG-I-
Like	Receptors.	Genes	9:456	DOI:10.3390/genes9090456.

8.	Arakawa	N	 ,	Utsumi	D,	Takahashi	K,	Matsumoto-Oda	A,	
Nyachieo	A,	Chai	D,	Jillani	N,	Imai	H,	Satta,	Y,	Terai	Y	(2019)	
Expression	Changes	of	 Structural	Protein	Genes	May	Be	
Related	to	Adaptive	Skin	Characteristics	Specific	to	Humans.	
Genome	Biol.	Evol.	13(3):613–628.	doi:10.1093/gbe/evz007

生理進化学、ゲノム遺伝学

颯田　葉子　教授

Tel:	 046-858-1574
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	satta@soken.ac.jp

代表的な論文、著書等

PROFILE



10

生物の歴史は染色体に刻まれている、と言われるように、真核
生物のゲノムは、種に固有な染色体という構造物のセットとして収
納されています。｢染色体｣ を観察することによって、その生物種
の細胞ゲノムを俯瞰することができます。私は、細胞周期の間期に
おける核内染色体に着目し、細胞核内空間という観点から染色体や
遺伝子の空間配置がどのような仕組みで制御されているのか、FISH

（Fluorescence	In	Situ	Hybridization）法を中心とした分子細胞生
物学的なアプローチから探っています。間期核の染色体は「染色体
テリトリー」という高度に区画化された構造を持ち、遺伝子密度や
染色体サイズに依存した放射状の核内配置をとっており、発生や細
胞分化の過程、あるいは生理的な環境の変化、老化や腫瘍化などに
よる遺伝子発現状態の変動に伴って、染色体テリトリーや遺伝子領
域の空間配置がダイナミックに変化する現象が見つかってきていま
す。また、特定の遺伝子領域が特定の時期に染色体テリトリーから
ループアウトする興味深い現象も知られています。さらに、ゲノム
進化における染色体転座などの染色体再編成は、染色体テリトリー
の空間配置が関与するものと考えられています。しかしながら、生
物種や細胞種ごとに染色体テリトリーの動態が異なる報告があり、
その空間配置の制御には、どのような因子が関与するのか、あるい
は空間配置に関する統一的なモデルはまだ見出されていません。

そこで、具体的には、ヒトを含む霊長類を中心とした哺乳類、鳥
類の培養細胞（初代培養、腫瘍細胞株、幹細胞、初期胚）を用いた
マルチカラーFISH法、3D-FISH法、マイクロダイセクションによる
染色体顕微切断法、ゲノム編集技術などを駆使し、ゲノム進化、初
期発生、細胞分化、腫瘍化に伴う染色体テリトリー・遺伝子領域の
核内配置分子基盤の解明を目指しています。

1.	 Omori	S,	Tanabe	H,	Banno	K,	Tsuji	A,	Nawa	N,	Hirata	K,	Kawatani	K,	
Kokubu	C,	Takeda	J,	Taniguchi	H,	Arahori	H,	Wada	K,	Kitabatake	Y,	Ozono	
K:	A	pair	of	maternal	chromosomes	derived	from	meiotic	nondisjunction	
in	 trisomy	21	affects	nuclear	architecture	and	transcriptional	 regulation.	
Scientific	Reports	7:	764	(2017).

2.	 Nakaya	M,	Tanabe	H,	Takamatsu	S,	Hosokawa	M,	Mitani	T:	Visualization	
of	the	spatial	arrangement	of	nuclear	organization	using	three-dimensional	
fluorescence	 in	situ	hybridization	 in	early	mouse	embryos:	a	new	"EASI-
FISH	chamber	glass"	for	mammalian	embryos.	J	Reprod	Dev	63:	167-174	
(2017).

3.	 Kawamura	 R,	 Tanabe	H,	Wada	T,	 Saitoh	 S,	 Fukushima	Y,	Wakui	 K:	
Visualization	of	the	spatial	positioning	of	the	SNRPN,	UBE3A,	and	GABRB3	
genes	in	the	normal	human	nucleus	by	three-color	3D	fluorescence	in	situ	
hybridization.	Chromosome	Res	20:	659-672	(2012).

4.	 Ohfuchi-Maruyama	E,	Hori	T,	Tanabe	H,	Kitamura	H,	Matsuda	R,	Tone	S,	
Hozak	P,	Habermann	FA,	von	Hase	J,	Cremer	C,	Fukagawa	T,	Harata	M:	
The	actin	family	member	Arp6	and	the	histone	variant	H2A.Z	are	required	
for	spatial	positioning	of	chromatin	 in	chicken	cell	nuclei.	J	Cell	Sci	125:	
3739-3744	(2012).

5.	 Tanabe	H,	Küpper	K,	 Ishida	T,	Neusser	M,	Mizusawa	H:	 Inter-	and	 intra-
specific	gene-density	correlated	radial	chromosome	territory	arrangements	
are	conserved	in	Old	World	monkeys.	Cytogenet	Genome	Res	108:	255-
261	(2005).

6.	 Tanabe	H,	Müller	S,	Neusser	M,	von	Hase	J,	Calcagno	E,	Cremer	M,	Solovei	I,	
Cremer	C,	Cremer	T:	Evolutionary	conservation	of	chromosome	territory	
arrangements	in	cell	nuclei	from	higher	primates.	Proc	Natl	Acad	Sci	USA	
99:	4424-4429	(2002).

分子細胞遺伝学
染色体ゲノム進化学

田辺　秀之　准教授

Tel:	 046-858-1573
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	tanabe_hideyuki@soken.ac.jp

代表的な論文、著書等
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様々な生物種でゲノムやトランスクリプトーム等のオ
ミックス解析が進むにつれ、遺伝子の複雑な発現産物で
あるシステムとして生物を調べ、その進化を理解すること
が可能な時代になりつつある。我々は、「どのように個々
の遺伝子における突然変異が表現型の変化につながり自然
選択の対象となってきたのか？」「様々な遺伝子での突然
変異を通じていかに複雑なシステムが構築されてきたの
か？」このような問題を集団遺伝学および分子進化学の観
点から解明することを目指している。その目的にために
（１）短柱花と長柱花の二種類の花型形態を支配する遺伝
子と自家不和合性の遺伝子が一つの遺伝子複合体を構成す
るソバの異型花型自家不和合性およびソバを含むタデ科植
物における生殖システムの進化、（２）脊椎動物の免疫の
進化、特に魚類等の脊椎動物の適応免疫および自然免疫を
題材に研究を行っている。

1.	Braasch	 I	et	al.	 (2015)	The	spotted	gar	genome	
illuminates	vertebrate	evolution	and	 facilitates	
human-teleost	comparisons.	Nature	Genetics	48,	
427-437.

2.	Amemiya	CT,	Alföldi	J,	et	al.	 (2013)	The	African	
coelacanth	 genome	 provides	 insights	 into	
tetrapod	evolution.		Nature	496,	311-316.		

3.	Yasui	Y,	Mori	M,	Aii	J,	Abe	T,	Matsumoto	D,	Sato	
S,	Hayashi	Y,	Ohnishi	O,	Ota	T.	 (2012)	S-LOCUS	
EARLY	FLOWERING	3	Is	Exclusively	Present	in	the	
Genomes	of	Short-Styled	Buckwheat	Plants	 that	
Exhibit	Heteromorphic	Self-Incompatibility.	PLoS	
ONE	7,	e31264.

4.	Ota	T,	Rast	JP,	Litman	GW,	Amemiya	CT.	(2003)	
Lineage-restricted	 retention	 of	 a	 primitive	
immunoglobulin	 heavy	 chain	 isotype	within	
the	Dipnoi	 reveals	 an	 evolutionary	 paradox.		
Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	
USA	100,	2501-2506.

分子進化学
生物システム進化学

大田　竜也　准教授

Tel:	 046-858-1575
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	ota@soken.ac.jp
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ヒトという種がどのように成り立ったのか？という疑
問に対して、２つのアプローチを考えています。そのアプ
ローチとは、「ヒトの種特異的形質の進化を理解する事」と、
「アフリカに出現したヒトの世界への拡散の過程を理解す
る事」の２つです。これらの進化の過程を主に分子進化学
的手法と集団遺伝学的手法を用いてDNA	レベルで解析し
ます。現在は遺伝子のモチーフの１つである単一アミノ酸
リピートに着目して解析を行っています。単一アミノ酸リ
ピートが原因となる遺伝病には、中枢神経系と骨格形成に
病変が出るものが多く知られています。これらの病変はヒ
ト特異的形質である脳の大容量化と直立２足歩行に関連す
る事から、単一アミノ酸リピートの進化がヒトの進化を理
解するカギになりうると期待しています。また、日本国内
や国外で様々な現代病を含む遺伝病の原因遺伝子のマー
カーを探索するプロジェクトが進行中ですが、そこから生
まれる大量のヒト遺伝的多型のデータを活用する事で、医
学的データの人類進化学への還元を目指します。
さらには人類進化に限らず、霊長類の進化、ほ乳類の進

化、脊椎動物の進化と、視点を広げての解析も行っています。

1.	 Saito,	S.	Gojobori,	J.	et	al.	(2017)	Characterization	of	TRPA	channels	
in	the	starfish	Patiria	pectinifera:	involvement	of	thermally	activated	
TRPA1	in	thermotaxis	in	marine	planktonic	larvae.	Sci	Rep	7,	510.

2.	Takahashi-Kariyazono,	 S.,	Gojobori,	 J.	et	al .	 (2016)	Acropora	
digitifera	Encodes	the	Largest	Known	Family	of	Fluorescent	Proteins	
that	Has	Persisted	during	 the	Evolution	of	Acropora	Species.	
Genome	Biol	Evol	8,	3271–3283.

3.	Gojobori,	J.	et	al.	(2015)	mtDNA	diversity	of	the	Zapotec	in	Mexico	
suggests	a	population	decline	long	before	the	 first	contact	with	
Europeans.	J	Hum	Genet	60,	557–559.

4.	Mizuno	F,	Gojobori	J	et	al.	(2014)	Complete	mitogenome	analysis	
of	indigenous	populations	in	Mexico:	its	relevance	for	the	origin	of	
Mesoamericans.	J	Hum	Genet	59:	359–367.

5.	Gojobori	 J.	 (2012)	A	 commentary	on	 the	history	of	human	
populations	in	 the	Japanese	Archipelago	inferred	 from	genome-
wide	SNP	data	with	a	 special	 reference	 to	 the	Ainu	and	 the	
Ryukyuan	populations.	J	Hum	Genet	57,	753–754.

6.	Yamamichi	M,	Gojobori	J,	Innan	H.	(2012)	An	autosomal	analysis	
gives	no	genetic	evidence	for	complex	speciation	of	humans	and	
chimpanzees.	Mol	Biol	Evol	29,	145–156.

7.	Kurosaki	T,	Gojobori	J,	Ueda	S.	(2012)	Comparative	genetics	of	the	
poly-Q	tract	of　ataxin-1	and	its	binding	protein	PQBP-1.	Biochem　
Genet	50:	309–317.

8.	Gojobori	 J	and	Ueda	S.	 (2011)	Elevated　evolutionary	 rate	 in	
genes	with	homopolymeric　amino	acid	 repeats	 constituting	
nondisordered　structure.	Mol	Biol	Evol	28:543-550.

9.	Gojobori	 J	 and	 Innan	H.	 (2009)	Potential	of	 fish	opsin	 gene	
duplications	 to	evolve	new	adaptive	 functions.	Trends	Genet	
25:198-202.

10.	Gojobori	J,	Tang	H,	Akey	JM,	Wu	CI.	(2007)	Adaptive	evolution	
in	humans	 revealed	by	 the	negative	correlation	between	 the	
polymorphism	and	fixation	phases	of	evolution.

自然人類学
分子進化学、集団遺伝学

五條堀　淳　講師

Tel:	 046-858-1606
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	gojobori_jun@soken.ac.jp
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現在地球上には300万～500万ともいわれている生物の「種」が生息し
ています。そしてこの膨大な数の生物が異なる生態、形態をもち、お互いに
相互作用することによって生物の多様性を作り出しています。それでは、こ
のような生物多様性はどのようにして生まれてきたのでしょうか？たくさん
の種が生じるためには１つの種が２つの種に分かれる過程、「種分化」を繰り
返し起こすことが必要です。そして種分化を進化の歴史の中で数限りなく繰
り返すことによって、現在の生物多様性は生まれてきたと考えられています。
しかし、実際に種分化がどのようにして起こるのかはよくわかっていません
でした。私はこれまでにシクリッドと呼ばれる小型魚類を用いて、環境への
適応の副産物として種分化が起きてきたことを明らかにしてきました。そし
て現在は種分化が起きて間もない生物種を用いて、種分化の初期に種分化や
種特異的な適応に関わった遺伝子を含む短いゲノム領域だけが種間で分化す
ることを研究しています。ヴィクトリア湖のシクリッドとスラウェシ島のマ
カクは種分化をして間もない生物であり、これらの種を用いて研究を行なっ
ています。適応に関してはキューバのアノールの視覚の適応、南極海のノト
セニア魚類の視覚の適応、１年生魚ノソブランキウス属の視覚の適応と婚姻
色の関連などの研究を行なっています。また大学院生とは、サンゴの蛍光タ
ンパク質、ヒト特異的な皮膚形成の分子機構、ウミヘビの視覚の適応、地衣
類に含まれる細菌類の役割などの研究を進めています。

1.	 Takuno	S,	Miyagi	R,	Onami	J,	Takahashi-Kariyazono	S,	8	authors,	Terai	
Y.	Patterns	of	genomic	differentiation	between	two	Lake	Victoria	
cichlid	species,	Haplochromis	pyrrhocephalus	and	H.	sp.	‘macula’.	
BMC	Evolutionary	Biology,	19:68	(2019).

2	 Arakawa	N,	Utsumi	D,	Takahashi	K,	Matsumoto-Oda	A,	Nyachieo	
A,	Chai	D,	Jillani	N,	Imai	H,	Satta	Y,	Terai	Y.	Expression	changes	
of	 structural	protein	genes	may	be	 related	 to	adaptive	 skin	
characteristics	specific	to	humans.	Genome	Biology	and	Evolution	In	
press.	(2019)

3.	Shiho	Takahashi-Kariyazono,	Kazuhiko	Sakai,	Yohey	Terai.	Presence–
absence	polymorphisms	of	highly	expressed	FP	sequences	contribute	
to	fluorescent	polymorphisms	in	Acropora	digitifera.	Genome	Biology	
and	Evolution,	https://doi.org/10.1093/gbe/evy122	(2018)

4.	Terai	Y,	Miyagi	R,	Aibara	M,	Mizoiri	S,	Imai	H,	Okitsu	T,	Wada	A,	
Takahashi-Kariyazono	S,	Sato	A,	Tichy	H,	Mrosso	HDJ,	Mzighani	SI,	
Okada	N.	Visual	adaptation	in	Lake	Victoria	cichlid	fishes:	depth-
related	variation	of	color	and	scotopic	opsins	in	species	from	sand/
mud	bottoms

	 BMC	Evolutionary	Biology	17:200.	(2017)
5.	Mieko	Kono,	Hideyuki	Tanabe,	Yoshihito	Ohmura,	Yoko	Satta,	and	

Yohey	Terai.	“Physical	contact	and	carbon	transfer	between	a	
lichen-forming	Trebouxia	alga	and	a	novel	Alphaproteobacterium”	
Microbiology	163:678-691		(2017)

6.	Shiho	Takahashi-Kariyazono,	Jun	Gojobori,	Yoko	Satta,	Kazuhiko	
Sakai,	and	Yohey	Terai	“Acropora	digitifera	Encodes	the	Largest	
Known	Family	of	Fluorescent	Proteins	that	Has	Persisted	during	the	
Evolution	of	Acropora	Species”	Genome	Biol.	Evol.1–13	(2016)

7.	Malinsky	M,	Challis	RJ,	Tyers	AM,	Schiffels	S,	Terai	Y,	Ngatunga	BP,	
Miska	EA,	Durbin	R,	Genner	MJ,	Turner	GF.

	 Genomic	islands	of	speciation	separate	cichlid	ecomorphs	in	an	East	
African	crater	lake.

	 Science,	350:1493-1498	(2015)

種分化の機構、
分子進化生態学
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1.	Arikawa	K	(2017)	The	eyes	and	vision	of	butterflies.	
Journal	of	Physiology,	DOI:	10.1113/JP273917

2.	Sato	A,	 Kinoshita	M,	Arikawa	K	 (2016)	 Innate	
preference	and	 learning	of	 colour	 in	 the	male	
cotton	bollworm	Helicoverpa	armigera,	Journal	of	
Experimental	Biology,	219:	3857-3860

3.	Perry	M,	Kinoshita	M,	Saldi	G,	Huo	L,	Arikawa	K,	
Desplan	C	(2016)	Molecular	logic	behind	the	three-
way	stochastic	choices	that	expand	butterfly	colour	
vision.	Nature,	535:280-284

4.	Chen	P-J,	Awata	H,	Matsushita	A,	Yang	E-C,	Arikawa	
K	(2016)	Extreme	spectral	richness	in	the	eye	of	the	
Common	Bluebottle	butterfly,	Graphium	sarpedon.	
Frontiers	in	Ecology	and	Evolution,	4:	1-12

5.	Kawasaki	M,	Kinoshita	M,	Weckström	M,	Arikawa	
K	 (2015)	Difference	 in	 dynamic	properties	 of	
photoreceptors	 in	 a	 butterfly,	Papilio	 xuthus :	
possible	 segregation	 of 	 motion	 and	 color	
processing.	Journal	of	Comparative	Physiology	A,	
201:1115-1123

6.	Futahashi	 R,	 Kawahara-Miki	 R,	 Kinoshita	M,	
Yoshitake	K,	Yajima	S,	Arikawa	K,	Fukatsu	T	(2015)	
Extraordinary	diversity	of	 visual	opsin	 genes	 in	
dragonflies.	Proceedings	of	National	Academy	of	
Science	USA,	112,:E1247–E1256

7.	蟻川謙太郎（2010）紫外線を見る─昆虫の色覚．いろい
ろな感覚の世界─超感覚のしくみを探る（江口・蟻川編）
学会出版センター，95-120

8.	蟻川謙太郎（2009）複眼という眼．見える光，見えない光：
動物と光のかかわり（寺北・蟻川編），共立出版，57-77

ナミアゲハPapilio	xuthus（上）と、その視覚第一次中枢に	
おける神経細胞末端部の形態（下左）。ショウジョウバエの同じ
部分には、ナミアゲハに多く見られる長い側枝が全くない（下右）。
この構造はアゲハ色覚の鋭さと関係していると考えている。

神経行動学、感覚生理学PROFILE

蟻川 謙太郎　教授・専攻長

Tel:	 046-858-1560
Fax:	 046-858-1560
E-mail:	arikawa@soken.ac.jp
http://www.esb.soken.ac.jp/research/index.html#kentaro_arikawa

神経行動学は、動物行動の神経科学的なメカニズムを解
明する広い研究分野である。私の研究室では、視覚の機能
をベースにしてさまざまな行動の基礎にある神経メカニズ
ムを探ることを目指している。私自身は昆虫、とくにチョ
ウ類の色覚に興味を持ち、さまざまな実験手法を取り入れ
ながら主としてアゲハを対象に色覚メカニズムの解明を進
めて来た。最近は色覚メカニズムを様々なレベルで、でき
るだけ多くの種で比較することで、その進化をより深く理
解する方向に研究を進めている。こうした歴史の結果、研
究室では神経生理学・分子生物学・生理光学・光学顕微鏡
および電子顕微鏡による組織学・コンピュータシミュレー
ションなど、応用できる実験手法は多岐にわたっている。

代表的な論文、著書等
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春先、色とりどりの花をひとつひとつ訪れるアゲハチョ
ウは、この世界をどのように感じているのでしょうか？
これまで私は、このアゲハチョウの訪花行動に注目して、
彼らの見ている世界とその視覚能力を生理行動学的実験
によって明らかにしてきました。彼らの知覚世界は、約
1mm3 の小さな脳内で表現されています。この小さな脳で
どのように視覚情報が処理されていくのかを明らかにする
研究も、さまざまな神経生理学的実験を用いて進めていま
す。これからは、鱗翅目昆虫の知覚世界と花の持つ様々な
特徴との関係を、神経行動学と行動生態学の両方の視点か
ら解釈して、異なる生物の共進化についての理解にも研究
の幅を広げていきたいと考えています。

1.	Kinoshita	M,	Stewart	FJ,	Ômura	H.	(2017)	Multisensory	
integration	 in	Lepidoptera:	 insight	 into	 flower-visitor	
interactions.	Bioessays.	doi:	10.1002/bies.201600086

2.	Perry	M,	Kinoshita	M,	 Saldi	G,	Huo	 L,	 Arikawa	K,	
Desplan	C.	(2016)	Molecular	logic	behind	the	three-way	
stochastic	choices	that	expand	butterfly	colour	vision.	
Nature.	535(7611):280-4.	doi:10.1038/nature18616.

3.	Yoshida	M,	 Ito	Y,	Ômura	H,	Arikawa	K,	Kinoshita	M.	
(2015)	Plant	scent	modify	innate	colour	preference	in	
foraging	swallowtail	butterflies.	Biology	Letters.	11(7).	
pii:	20150390.	

4.	Stewart	FJ,	Kinoshita	M,	Arikawa	K.	(2015)	The	roles	
of	visual	parallax	and	edge	attraction	in	 the	 foraging	
behaviour	of	 the	butterfly	Papilio	xuthus.	 Journal	of	
Experimental	Biology.	218:1725-32.

5.	Kinoshita	M,	 Shimohigasi	M,	 Tominaga	Y,	Arikawa	
K,	Homberg	U	(2015)	Topographically	distinct	visual	
and	 olfactory	 inputs	 to	 the	mushroom	body	 in	
the	swallowtail	butterfly,	Papilio	 xuthus.	 Journal	of	
Comparative	Neurology.	523:162-82.

6.	Kinoshita	M,	Arikawa	K	(2014)	Color	and	polarization	
vision	 in	 foraging	Papilio.	 Journal	 of	Comparative	
Physiology	A.	200:	513-26.

7.	木下充代（2015）チョウ類視細胞の光応答—細胞内記録法に
よる光強度と分光反応の測定，研究者が教える動物実験　日
本比較生理性化学会編．共立出版社　第一巻 :130-133

8.	木下充代（2014）行動から探るチョウの色覚，視覚の認知生
態学　生物たちが見る世界（種生物学会　牧野・安元編）　
文一総合出版：51-61

神経行動学、生理行動学PROFILE

代表的な論文、著書等

木下　充代　准教授

Tel:	 046-858-1589
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	kinoshita_michiyo@soken.ac.jp
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エイズウイルスや睡眠病の病原体トリパノソーマは、宿
主に感染したのちに表面抗原を次々と「脱ぎ変える」とい
う巧妙な戦略によって、免疫系の攻撃から逃れます。この
ような病原体の流行と進化を予測するために、感染個体の
なかでのウイルスの表面抗原の進化と免疫応答の数理モデ
ル化が必要になります。下図は数理モデルのシミュレー
ションにおいて、宿主体内でウイルスの新しい抗原型がど
んどん枝分かれして出現する様子（系統樹）を表します。
このようなモデルを使って、免疫不全が起こるための多様
性閾値、毒性の進化、進化速度、最適突然変異率、ワクチ
ンや薬剤の効果などを評価したり、流行予測を行うなどの
研究をしています。このほか、	宿主体内での病原体の増殖
戦略、性の数の進化、性と組み換えの進化、環境変動下の
両賭戦略と遺伝的多様性、表現型可塑性の進化、病原体と
宿主の軍拡共進化、適応度地形と突然変異率進化、有限集
団における協力行動の進化、空間ネットワークと病原体の
毒性、デング熱ウイルス抗原型共存、ミューラー擬態の空
間モザイク分布、共進化サイクルの地理的非同調、同所的
種分化とニッチ分割、制限酵素認識配列の進化等などの
テーマを数理モデルをもとに研究しています。

1.	Suzuki	SU,	Sasaki	A	(2019)	Ecological	and	evolutionary	stabilities	
of	biotrophism,	necrotrophism,	and	saprotrophism.	American	
Naturalist	(in	press)

2.	Uchiumi	Y,	Ohtsuki	H,	Sasaki	A	(2019)	Evolution	of	self-limited	
cell	division	of	symbionts.	Proc	Roy	Soc	Lond	B	286	20182238.

3.	Ito	M,	Ohtsuki	H,	Sasaki	A	(2018)	Emergence	of	opinion	leaders	
in	reference	networks.	PLoS	ONE	13(3)	e0193983.

4.	Saeki	K,	Sasaki	A	(2018)	Evolution	of	cell-to-cell	transmission	in	
relation	to	spatial	structure.	PLoS	Comput	Biol	14(1)	e1005952.

5.	Uchiumi	Y,	Ohtsuki	H,	Sasaki	A	(2017)	Evolutionary	emergence	
and	maintenance	of	horizontally	transmitted	mutualism	that	do	
not	rely	on	the	supply	of	standing	variation	in	symbiont	quality.	
J	Evol	Biol	30:	2211-2221.

6.	Sasaki	A,	Mizuno	A	(2017)	Partitioning	light	spectra:	adaptive	
stratification	of	phytobenthic	communities	in	Antarctic	lakes.	J	
Theor	Biol	424:	1-10.

7.	Yashima	K,	Sasaki	A	(2016)	Spotting	epidemic	keystones	by	R0	
sensitivity	analysis:	High-risk	stations	in	the	Tokyo	metropolitan	
area.	PLoS	ONE	11	e0162406.

8.	Ito	H,	 Sasaki	A	(2016)	Evolutionary	branching	under	multi-
dimensional	evolutionary	constraints.	J	Theor	Biol	407:	409-428.

9.	佐々木　顕	(2016)	ヒトのインフルエンザ．「感染症の生態学」	pp286-
296,	共立出版

ウイルス抗原と免疫応答の「共進化」モデル

数理生物学、理論進化学PROFILE

代表的な論文、著書等

佐々木　顕　教授・研究科長
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進化のプロセスをDNAレベルで解析しています。例えば、
二人のヒトのDNA配列を比べると、平均して約1000塩基
にひとつ違いがあります。これは、ヒトとチンパンジーとの
違いのおよそ1/10-1/15に相当します。このような違いが、
どのような進化モデルで説明できるかということを考えます。
特に、ダーウィンの言うような自然選択の力が、いつ、どこ
で（ゲノム中の）、どのように働いたか、そして、どのように
現存する多様な生物種の形成に貢献したかを、明らかにした
いと考えています。手段としては、理論、データ解析、そし
て、簡単な実験を用います。私自身は長い間、理論を中心に
やってきたのですが、研究室としてはデータ解析や実験も取
り入れていきます。対象生物は、バクテリア、酵母から、植物、
動物まで広く扱っています。この分野の若い世代のレベルアッ
プを目標に、学生教育に力をいれます。ラボのメンバーには、
自分で選んだトピックを自立して研究する姿勢を身につけて
もらいます。トピック（および対象生物）の制限は、DNAの
進化に関するのであれば、基本的にはありません。適応進化、
遺伝子重複、遺伝子水平移動、性の進化、集団遺伝学の理論
的解析など、ラボメンバーの研究テーマは多様です。

1.	Fawcett	 JA,	 Innan	H	 (2013)	The	 role	of	 gene	
conversion	 in	 preservation	 of	 rearrangement	
hotspots	 in	 the	human	genome.	Trends	Genet.	
29:	561-568.	

2.	Innan	H,	Kondrashov	F	 (2010)	The	evolution	of	
gene	duplications:	classifying	and	distinguishing	
between	models.	Nat.	Rev.	Genet.	11:	97-108.	

3.	Osada	N,	 Innan	H	 (2008)	Duplication	and	gene	
conversion	 in	 the	Drosophila	melanogaster	
genome.	PLoS	Genet.	4:	e1000305.

4.	Gao	LZ,	Innan	H	(2004)	Very	low	gene	duplication	
rate	 in	 the	yeast	genome.	 Science	306:	1367-
1370.		

5.	Innan	H	 (2003)	A	 two-locus	 gene	 conversion	
model	with	selection	and	 its	application	 to	 the	
human	RHCE	and	RHD	genes.	PNAS.	100:	8793-
8798.

集団遺伝学、ゲノム進化学PROFILE

代表的な論文、著書等
印南　秀樹　教授

Tel:	 046-858-1600
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	innan_hideki@soken.ac.jp
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飢餓状態に陥ったキイロタマホコリカビでは、一部の個
体が自己犠牲的に長い柄となり仲間の分散を助けます。ア
リやハチなどの社会性昆虫の多くでは、女王が繁殖を担当
しワーカーは労働に徹します。ヒトでは互恵性が社会の基
盤を成しています。このように協力は生物界で普遍的に見
られますが、自らはコストを支払わずに協力の恩恵のみを
享受する「裏切り者」の存在のため、協力の進化的起源は
自明ではありません。数理モデルを用いてこの起源を理論
的に明らかにしています。具体的には細菌の血縁認識、ア
リコロニーの動的最適化、包括適応度理論の一般化、集団
構造と進化動態、ヒトの間接互恵性、罰や報酬の進化、霊
長類の資源分配と提携形成、順位制の進化などのテーマを
扱います。その他、動物行動、生態系、社会ネットワーク、
化学進化、発がんプロセスのモデリングにも取り組んでい
ます。進化ゲーム理論自体の基礎研究も行っています。手
計算やコンピュータシミュレーションの手法をしっかり身
につけた人材の育成を目指しますので、予備知識よりもむ
しろ、新しい事に努力を厭わず積極的に取り組める学生を
歓迎します。

1.	Ohtsuki	H,	Iwasa	Y,	Nowak	MA	(2015)	"Reputation	
effects	in	public	and	private	interactions."

	 PLOS	Computational	Biology.	11(11),	e1004527.

2.	Kobayashi	 Y,	Wakano	 J	 Y,Ohtsuki	 H	 (2015)	
"A	paradox	of	 cumulative	 culture."	 Journal	 of	
Theoretical	Biology.	379,	79-88.

3.	大槻　久　岩波科学ライブラリー 226『協力と罰の生
物学』	

	 岩波書店	(2014)

4.	Úbeda	F,	Ohtsuki	H,	Gardner	A	(2014)	 "Ecology	
drives	intragenomic	conflict	over	menopause."

	 Ecology	Letters.		17(2),	165-174.

5.	Rand	DG,	Tarnita	CE,	Ohtsuki	H,	Nowak	M	A	
(2013)	 "Evolution	 of	 fairness	 in	 the	one-shot	
anonymous	Ultimatum	Game."

	 Proceedings	of	the	National	Academy	of	Sciences	
of	 the	United	States	of	America.	 	110(7),	2581-
2586.

6.	Ohtsuki	H	(2010)	"Evolutionary	games	in	Wright's	
island	model:	 kin	 selection	meets	evolutionary	
game	theory."	Evolution.		64(12),	3344-3353.

理論生物学、進化ゲーム理論PROFILE

代表的な論文、著書等

大 槻　　久　准教授

Tel:	 046-858-1638
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	ohtsuki_hisashi@soken.ac.jp
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エピジェネティクスとは、DNA配列の変化を伴わない細胞分
裂後も継承される遺伝子発現の変化を研究する分野です。生物
は様々な組織・器官で構成されていますが、同一個体内の細胞は
全て同じゲノム配列を持っています。しかし、どの遺伝子が働い
ているかは体の部位ごとに異なっています。これを制御する重要
な機構の一つがエピジェネティック修飾です。エピジェネティッ
ク修飾はゲノムを化学的に修飾する現象の総称で、DNA配列の
シトシンにメチル基を付与するDNAメチル化や、DNAが巻き
付いているヒストンタンパク質にメチル基やアセチル基等を付与
するヒストン修飾が含まれます。これらの修飾の有無が、遺伝子
発現のオン・オフの制御等に重要であると考えられています。

近年の技術の発達により、様々な生物でゲノム全体における
エピジェネティック修飾パターンが明らかになっています。この
パターンをゲノムと対応してエピゲノムと呼びます。エピジェネ
ティック修飾はゲノム中にランダムに付与されるのではなく、ゲ
ノム上に書き込まれている情報と密接に関連しています。例えば、
遺伝子領域、プロモーター領域、トランスポゾンはそれぞれ異な
る修飾パターンを示します。これらエピゲノムの特徴は、様々な
種で保存されています。

当研究室では、エピゲノムがどのように進化してきたかを研
究しています。主に植物をモデル生物として用い、エピゲノムの
進化法則の解明と、ゲノム・エピゲノム進化における両者の相互
作用の検出を目指しています。

1.	Takuno	S,	Ran	JH,	Gaut	BS	(2016)	Evolutionary	patterns	
of	genic	DNA	methylation	vary	across	Land	Plants.	Nature	
Plants	2,	15222.

2.	Takuno	S,	Ralph	P,	 Swarts	K,	Elshire	RJ,	Glaubitz	 JC,	
Buckler	ES,	Hufford	MB,	Ross-Ibarra	J	(2015)	Independent	
molecular	basis	of	convergent	highland	adaptation	 in	
maize.	Genetics	200,	1297-1312.

3.	Takuno	S,	Gaut	BS	 (2013)	Gene	body	methylation	 is	
conserved	between	plant	orthologs	and	is	of	evolutionary	
consequence.	Proceedings	of	 the	National	Academy	of	
Sciences	USA	110,	1797-1802.

4.	Wills	DM, Whipple	C,	Takuno	S,	Kursel	 LE,	 Shannon	
LM,	Ross-Ibarra	J,	Doebley	J	F	(2013)	From	many,	one:	
Genetic	control	of	prolificacy	during	maize	domestication.	
PLoS	Genetics	9,	e1003604.

5.	Takuno	S,	Gaut	BS	 (2012)	Body-methylated	genes	 in	
Arabidopsis	thaliana	are	functionally	important	and	evolve	
slowly.	Molecular	Biology	and	Evolution	29,	219-227.

6.	Takuno	 S,	 Innan	H	 (2011)	 Selection	 fine-tunes	 the	
expression	of	microRNA	 target	genes	 in	Arabidopsis	
thaliana.	Molecular	Biology	and	Evolution	28,	2429-2434.

ゲノム進化
エピジェネティクス

PROFILE

代表的な論文、著書等

宅野　将平　助教
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E-mail:	takuno_shohei@soken.ac.jp



20

日本の物理学・核科学を中心とした20世紀の科学史を研究してい
る。特に、日本の核科学（物理学および生物医学）の発展において重
要な役割をした仁科芳雄が現在の研究の焦点である。並行して、核と
外交の歴史についての研究、総研大の基盤機関の一つであるＫＥＫの
歴史の研究、担当授業である「研究の社会史」に関連した研究テーマ、
とくに学術雑誌の歴史についての研究を行っている。これらの研究テー
マに関係する大学院生のみ受け入れる。

科学史の研究には幅広い能力が必要である。大学院進学時に日本語
はもちろん英語の文献を読みこなす能力があることが望ましい。人文
社会学系の素養、とくに日本史および世界史の基礎と、哲学、社会学
等については、本専攻ではほとんど授業を受ける機会がないので、進
学前に一通り学んでいる必要がある。対象とするディシプリン（たと
えば物理学史を研究するのであれば、物理学）については、最低限学
部程度の知識を得た上で、必要に応じてより専門的な内容を独習でき
る準備が必要である。また、対象によっては英語以外の文献を読む必
要も発生するので、それに対応できなければならない。進学後も学ぶ
ことは多いので、学業に専念できる経済的・家庭的基盤が必要である。

本専攻では生物系の研究者と接触する機会が多く、その分野の	
研究の実際についての理解を深められる上、人文社会系の部局に比べて	
大学院生に対する物質的な支援は手厚いといえる。他方で、本専攻で
科学と社会を専攻する学生は、人文社会系分野等関連分野の学外での
セミナーや学術イベントに積極的に参加して学外のネットワークを維
持することが推奨される。また研究テーマによっては大量の文献取集
が必要になるが、本学の附属と図書館を通してＩＬＬや複写依頼を活用
することになる。また、本専攻は研究者育成を主要な目的とした五年
一貫制プログラムであり、進学希望者は本専攻で提供されている授業
内容と必修科目を十分検討し、それが志望する研究テーマとキャリア
プランに適合するか慎重に判断すべきである。

1.	伊藤憲二 (2019)「竹内時男と人工放射性食塩事件：1940年代初
めの科学スキャンダル」『科学史研究』57（288）、266−283．

2.	Ito	K	 (2018)	“‘Electron	Theory’	and	 the	Emergence	of	
Atomic	Physics	in	Japan,”	Science	in	Context	31(3),	293-320.

3.	Ito	 K	 (2017),	“Cultural	 Differences	 and	 Sameness:	
Historiographic	Reflections	on	Histories	of	Modern	Physics	in	
Japan,”	pp.	49-68	in	Evelyn	Fox	Keller	and	Karine	Chemla,	
eds.,	Cultures	without	Culturalism:	The	Making	of	Scientific	
Knowledge,	Duke	University	Press.

4.	Ito	K	(2015)“	La	science	«	occidentale	»	sous	la	restauration	
Meiji:	Mimétisme	ou	appropriation	intelligente?”,	pp.	346-
365	in	Kapil	Raj	et	Otto	Sibum,	eds.,	Histoire	des	sciences	et	
des	savoirs,	t.	2:	Modernité	et	globalization,	Seuil.

5.	 Ito	K	(2010)	“Vor	Astro	Boy,”	Technikgeschichte	77,	353-
372.

科学史PROFILE

代表的な論文、著書等

伊藤　憲二　准教授

Tel:	 046-858-1504
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	ito_kenji@soken.ac.jp



21

科学や技術は、社会と無関係に発展してきたわけではあ
りません。では、どのような関係を持って発展してきたの
でしょうか。その問いに答える方法の一つが、科学史研究
です。科学史という研究領域では、科学理論の変遷を時間
軸に沿って説明するというよりも、社会の営みの中におけ
る科学知識の生産や利用等さまざまな側面について分析し
ます。これからの科学のあり方を考える上で、このような
歴史的視座は欠かせません。
私の現在の主な研究分野は日本の遺伝学史です。1920

年代から 1960年代にかけて、日本の近代化、戦争、米軍
占領、冷戦等の社会背景の中、遺伝学がどのように発展し、
遺伝学的知識がどのように社会で使われたのかに興味があ
ります。
生物学の歴史や現在の生命科学には、考えるべき題材が

あふれています。「科学と社会」副論文研究では、それら
の題材について、科学と歴史の双方からの視座を持って考
察できる人材を育成していきたいと考えています。

科学史PROFILE

1.	Iida	 K	 and	 Proctor	 RN	 (2018)	‘The	 industry	
mustbe	 inconspicuous’:	 Japan	 Tobacco’s	
corruption	of	 science	and	health	policy	 viathe	
Smoking	Research	Foundation.	Tobacco	Control.	
27:e3-e11.

2.	Iida	K (2015)	A	controversial	 idea	as	a	cultural	
resource : 	 The 	 Lysenko	 cont roversy 	 and	
discussions	of	genetics	as	a	‘democratic’	science	
in	postwar	Japan.	Social	Studies	of	Science	45	
no.4:	546-569.

3.	Iida	 K  (2015)	Genetics	 and	‘breeding	 as	 a	
science’:	Kihara	Hitoshi	and	the	development	of	
genetics	in	Japan	in	the	first	half	of	the	twentieth	
century.	 In	D.	Phillips	and	S.	Kingsland	eds.	New	
Perspectives	on	the	History	of	Life	Sciences	and	
Agriculture	(Archimedes	40,	Springer	International	
Publishing	Switzerland),	pp.	439-458.

4.	Iida	K (2010)	Practice	and	politics	 in	Japanese	
Science:	Hitoshi	Kihara	and	 the	 formation	of	a	
genetics	discipline.  	 Journal	of	 the	History	of	
Biology	43:	529-570.

代表的な論文、著書等

飯田 香穂里　准教授
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科学技術社会論、
科学技術とジェンダー

PROFILE

代表的な論文、著書等

水島　　希　助教

Tel:	 046-858-1538
Fax:	 046-858-1544
E-mail:	mizushima_nozomi@soken.ac.jp

現代の私たちの生活には、科学技術が深く浸透していま
す。日常生活だけでなく、人生のさまざまな局面や、人生
観・生命観そのものにも関わってくる科学や技術。こうし
た科学技術を一般市民はどのように認識し、応答している
のか、それにより社会はどのように変化しているか。また、
人々の認識や社会の変化によって科学技術はどのような影
響を受けているかを研究しています。
特に生殖技術や家電製品といった女性に関わりの深い

科学技術がジェンダー役割や生命観に与える影響や、ま
た、東日本大震災後に生じた母親たちの放射線計測運動、
1960 年代に女性活動家たちが開発した手動中絶器具な
ど、市民主導の科学知や技術が社会に与える影響に興味を
持っています。私のもともとの専門は動物行動学／進化生
態学なので、進化論や生態学が社会に与える影響も調査し
ています。
研究者は自分の研究領域に関しては「専門家」ですが、

他の分野に関しては「非専門家」です。専門家と非専門家、
両方の視点を持って科学と社会のあり方を考えることがで
きる研究者の育成に寄与したいと思っています。

1.	水島希「羊膜は誰のものか——母／胎児の線引き問題
と新マテリアル・フェミニズム」、思想、no.1141、
pp.127-139、2019.

2.	水島希「家事労働とフェミニストのデザイン　——家電
製品は家事労働を増やし続けている？」、5	Designing	
Media	Ecology、Vol.1、pp.92-102、2014.

3.	Nozomi	Mizushima	 and	Osamu	 Sakura,	“A	
Practical	Approach	to	 Identify	Ethical	and	Social	
Problems	during	 Research	 and	Development:	
A	Model	 for	 a	National	 Research	 Project	 of	
Brain-Machine	 Interface,”	East	Asian	 Science,	
Technology	and	Society:	An	International	Journal	
6:335–345,	 2012,	 doi:	 10.1215/18752160-
1730938.

4.	水島希「技術と知をわたしたちの手にとりもどす：原
発事故後の放射線対策と女性」、女たちの 21 世紀、
vol.67、pp.19-23、2011.

5.	水島希「進化生物学とフェミニズム　─『ババァ発言』
と『Ｙ染色体論』を読み解く」、女性学年報、第 29号、
pp.1-24、2008.

6.	水島希「月経吸引器Del-Emと女性の健康運動」、女性
学年報、第 27号、pp.97-118、2006.

手動でごく初期の妊娠中絶を可能にした月経吸引器「Del-Em」
（水島、2006より）
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今日，科学技術は私たちの生活のあらゆる側面に大きな
影響を及ぼしています。それは私たちに多大な恩恵をもた
らす一方，新たな科学技術の登場により，これまでにはな
かったような災害や倫理的課題が生じることもあります。
そのため，科学と社会との関係は様々な側面から，様々な
分野の知見を用いて盛んに論じられてきました。科学哲学
もそうした諸分野のひとつです。	
「科学と社会」との関係を十分に理解しようとすれば，

まずは「科学とはいかなるものか」ということをより深く
理解する必要があるでしょう。例えば，科学のどのような
特徴が，それを特別なものたらしめ，「疑似科学」などと
よばれるその他の活動から区別するのでしょうか。あるい
はまた，科学とは，社会的価値の影響を受けない営みなの
でしょうか。個々の科学者が特定の社会的・文化的背景の
中で研究を行なっているにもかかわらず，もしそれらの影
響を受けないとすれば，それはどのようにして可能になっ
ているのでしょうか。もし受けるとすれば，そのことは科
学の権威や合理性を損なうことになるのでしょうか。こう
いった問題は，科学哲学で論じられてきたものです。	
この分野での私自身の関心は，主に科学的知識の分析に

あります。中でも，「科学的実在論論争」とよばれる論争（観
察不可能な事柄も含めて，科学理論が世界について述べる
ことの近似的真理性をめぐる論争）について研究し，認識
論（知識論，認知的正当化論，あるいは認知的保証論）に
おける様々な理論を本論争へ適用する試みを行なってきま
した。関連して，いわゆる「データのモデル」といわれる
ものと生データとの関係など，科学的表象（科学理論が世
界をどのように表象しているか）に関する諸問題にも関心
があります。

科学哲学PROFILE

1.	Onishi,	 Y.	 (2017).	 "Defending	 the	 selective	
confirmation	 strategy."	 Studies	 in	History	 and	
Philosophy	of	Science	Part	A	64,	1-10.

2.	大西勇喜謙 .「認識論的観点からの実在論論争」，『科学
哲学』44号，pp.	65-81，2012年 2月	

3.	大西勇喜謙 .「調和主義的観点からの実在論論争」，『科
学哲学科学史研究』	第６号，pp.	39-59，2012年 2月．	

代表的な論文、著書等

大西 勇喜謙　助教
Tel:	 046-858-1538
E-mail:	oonishi_yukinori@soken.ac.jp
http://www.y-onishi.sakura.ne.jp
http://researchmap.jp/y_onishi/	
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生命共生体進化学専攻の授業科目

総合・国際
教育科目群 科学論文の書き方	 科学・技術と社会Ⅰ・Ⅱ	 生命科学と社会Ⅰ・Ⅱ

先導科学
プログレス

先導科学プログレスⅠ	 先導科学プログレスⅡ	 先導科学プログレスⅢ
先導科学プログレスⅣ	 先導科学プログレスⅤ

先導科学考究 先導科学考究Ⅰ	 先導科学考究Ⅱ	 先導科学考究Ⅲ
先導科学考究Ⅳ	 先導科学考究Ⅴ

専門教育科目群

〈統合人類学特論群〉
統合人類学特論	 環境考古学特論	 人類遺伝学特論

〈行動生物学特論群〉
感覚生理学特論	 神経行動学特論	 進化行動生態学特論

〈理論生物学特論群〉
集団遺伝学特論	 数理生物学特論	 進化ゲーム理論特論

〈科学と社会科目群〉	 	
科学史・科学技術社会論Ⅰ	 科学史・科学技術社会論Ⅱ	 科学史・科学技術社会論Ⅲ

基礎教育科目群
科学と社会副論文入門	 生物科学副論文入門	 科学技術社会論入門
生物統計学	 先導科学実習	 ミクロ・マクロ生物学
統合進化学	 科学英語（基礎）Ⅰ～Ⅴ	 科学英語（応用）Ⅰ～Ⅴ

先導科学
特別研究

先導科学特別研究Ⅰ	 先導科学特別研究Ⅱ	 先導科学特別研究Ⅲ
先導科学特別研究Ⅳ	 先導科学特別研究Ⅴ	 副論文特別研究

先導科学特論 先導科学特論Ⅰ～XX

（注）上記授業科目は、基本的には葉山専任教員が担当しますが、一部の授業科目は、総研大の基盤となる各大学共同利用機関等の教員
が担当する場合もあります。

〈進化生物学特論群〉
進化生理学特論	 細胞生物学特論	 分子進化学特論
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オープンキャンパス・専攻説明会

学術講演会

　入試広報の一環として、全国各地から受験生を招き葉山キャ
ンパスにおいて、毎年、初夏と冬に開催します。平成 29 年度
は参加者に対して、本学の教員からそれぞれの研究分野・研
究テーマの説明及びポスターセッションや情報交換会を行い
ました。また、各研究室を回り、最先端の技術を見学すると
ともに、実際の大学の雰囲気を感じ取ることができる企画を
行いました。
　また、東京に会場を設け、専攻での研究内容の紹介を講演
会として開催する専攻説明会も年２回開催しています。

　先導科学研究科の先端的な研究活動の成果のなかから、「生命・
進化」に関連したテーマを取り上げた学術講演会を毎年開催し、
研究の最前線を一般の人々に伝え、また、地域社会との交流を
深めることを目的として実施しています。

平成 29年度（第 20回）
演目：「ヴェールの向こう側：科学は我々に何を教えるのか」

大西　勇喜謙（生命共生体進化学専攻　助教）
演目：「キューバに住むならどこに住む？～アノールトカゲの多様性と生息地選択～」

赤司　寛志（先導科学研究科　特別研究員）

オープンキャンパス：平成 30 年 6 月 8 日 、平成 31 年 1月 11日 開催
専 攻 説 明 会：平成 30 年 5 月 19 日、平成 30 年 11月 17 日 開催

平成29年11月3日 開催

生命共生体進化学専攻による主な行事
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総合研究大学院大学の特徴

■ ５年一貫制博士課程と博士後期課程の併設
■ 先端研究の現場を活用した教育プログラム
■ 個の能力に即したカスタムメイド教育プログラム
■ 社会人学生・留学生受入れプログラム

特色ある博士課程教育

■ 多様な専門教育プログラム
■ 各専門分野の最先端研究者による研究指導
■ 基盤機関が有する世界最高水準の資料・施設・設備

高い専門性の育成

■ 全学の学生が一堂に会する合宿型授業「フレッシュマンコース」
■ 研究科や専攻の枠を越えた分野横断教育プログラム
■ 遠隔授業システムを活用した専攻横断的教育の提供
■ 複数専攻で研究交流を行う「研究合同セミナー」

広い視野の養成

■ 最先端研究技術・研究者の交流拠点における教育
■ 国際共同学位プログラム等の構築・実施
■ 「SOKENDAI 研究派遣プログラム」の実施
■ アカデミック・コミュニケーション教育

国際的な通用性の涵養

■ 研究科・専攻を横断する学際的教育
■ 先導科学研究科を中心とした国際協働研究
■ 「科学と社会」教育プログラムの全学的な展開

先導的学問分野の創出
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近年、従来の学問分野の枠を超えた独創的、国際的な学術研
究の推進や、科学の新しい流れを創造する先導的学問分野の開
拓の重要性が強く要請されております。

本学は、このような要請に対応する研究者を養成するため、
我が国最初の独立大学院大学として創設されました。学問諸分
野で先端的な研究を行い、国内外の研究者の共同研究の推進に
中心的な役割を果たしている大学共同利用機関等の高度で優れ
た研究環境を活用して教育を行っています。

本学は、新しい問題を発掘して課題を解決できる、幅広い視
野を持った国際的で独創性豊かな研究者を養成します。また、
従来の学問分野の枠を超えた異分野連繋的、国際的な学術研究
の推進並びに先導的学問分野を開拓します。

大学共同利用機関とは、国内外の大学研究者が共同で利用で
き、各種の高度で大型の研究施設・実験設備又は貴重な学術資
料等を保有する、日本が世界に誇れるトップレベルの研究機関
です。

例えば TV のニュースや新聞で、ハワイで活躍中の大型望遠
鏡「すばる」や南極に向かう観測船「しらせ」などのことを耳
にしたことがありませんか。「すばる」は総研大を構成してい
る国立天文台が建設したものですし、「南極観測」は同じく国
立極地研究所が行っています。

研究活動の多くは非常に基礎的であるとともに大規模な施設
等を要し、莫大な投資を必要とします。そのため、予算や研究
効率等の面から大規模な研究活動に必要な人材や研究資金等を
重点的に投入し、独創的で最先端の研究を行っています。

本学の博士課程は、日本が世界に誇るトップレベルの研究機
関（大学共同利用機関等）が保有する大型または特殊な実験・
観測施設あるいは学術的に価値のある資料やデータ等を授業に
直接活用するとともに、国際的な研究拠点として第一線で活躍
する国内外からの多数の研究者集団と日常的に接触できる理想
的な教育研究環境にあります。また、教員スタッフは、学生 1 
人に対して教員 2 ～ 3 人を擁しており、本学は高度の専門教
育と広い視野を養う総合教育を実施します。

創設の趣旨・目的

大学共同利用機関とは

研究現場での高度専門教育と広い視野を養う総合教育
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本学は、６研究科20	専攻を設置しています。文化科学、物理科学、高エネルギー加速器科学、複合科学、生命科
学の各研究科は、４つの大学共同利用機関法人と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が設置する18の研究所等
を基盤機関とする19の専攻から構成されています。
先導科学研究科は、大学本部にあってこのような基盤機関を持たず、「進化学」と「科学と社会」に関する教育・

研究を通して総研大の理念を達成することを目指す、生命共生体進化学専攻の単一専攻研究科です。大学本部が行
う総研大全専攻に向けた各種教育プログラムの運営にも協力しています。
また、全学共同教育研究施設として、教育開発センターを設置しているほか、附属図書館及び学術情報基盤センター

を設置しています。

教育研究組織

■ 2019 年度教育研究組織

研究科 専　攻 基盤機関

教授会

文化科学研究科

地域文化学専攻

比較文化学専攻

国際日本研究専攻

日本歴史研究専攻

日本文学研究専攻

国立民族学博物館

国立歴史民俗博物館

国文学研究資料館

国際日本文化研究センター 人間文化研究機構

教授会

物理科学研究科

構造分子科学専攻

機能分子科学専攻

天文科学専攻

核融合科学専攻

宇宙科学専攻

分子科学研究所

核融合科学研究所

国立天文台

宇宙科学研究所

自然科学研究機構

宇宙航空研究
開発機構

教授会

高エネルギー加速器
科学研究科

加速器科学専攻

物質構造科学専攻

素粒子原子核専攻

加速器研究施設・共通基盤研究施設

物質構造科学研究所

素粒子原子核研究所

高エネルギー
加速器研究機構

教授会

複合科学研究科

統計科学専攻

極域科学専攻

情報学専攻

統計数理研究所

国立極地研究所

国立情報学研究所

情報・システム
研究機構

教授会

生命科学研究科

遺伝学専攻

基礎生物学専攻

生理科学専攻

国立遺伝学研究所

基礎生物学研究所

生理学研究所

附属図書館

教育開発センター

事務局

内部監査室

学術情報基盤センター

教授会

先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 上記の大学共同利用機関等との緊密な連係
・協力体制により教育研究を実施

大学共同利用機関法人等

5 年一貫制博士課程

5年一貫制博士課程

5年一貫制博士課程

5年一貫制博士課程

5年一貫制博士課程

博士後期課程

総合研究
大学院大学

大学院

運営会議

全学教育委員会
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湘南国際村
間門沢調整池

●電車・バス利用
・ JR横須賀線逗子駅東口下車
　▶京急バス①番乗り場より16系統・26系統「湘南国際村」行き、「湘南国際村センター前」下車
　　乗車時間：約25分　運賃：350円　　　　
　▶京急バス②番乗り場より「湘南佐島なぎさの丘」行き、「湘南国際村間門沢調整池」下車
　　乗車時間：約20分　運賃：330円

・ 京浜急行逗子線新逗子駅南口下車
　▶京急バス①番乗り場より16系統・26系統「湘南国際村」行き、「湘南国際村センター前」下車
　　乗車時間：約23分　運賃：350円
　▶京急バス①番乗り場より「湘南佐島なぎさの丘」行き、「湘南国際村間門沢調整池」下車
　　乗車時間：約18分　運賃：330円

・ 京浜急行本線汐入駅下車
　▶京急バス②番乗り場より16系統「湘南国際村」行き、「湘南国際村センター前」下車
　　乗車時間：約30分　運賃：380円

・ YCAT 
　▶横浜ｼﾃｨｰｴｱｰﾀｰﾐﾅﾙ⑥番乗り場  横須賀西部行き（電力中央研究所行きバス）、「湘南国際村センター前」下車
　　乗車時間：約45分　運賃：920円

湘南国際村センター前」下車徒歩3分、「湘南国際村間門沢調整池」下車徒歩10分

●車利用
・ 横浜横須賀道路（有料）「逗子インター」より
  逗葉新道（有料）出口より交差点左折
  南郷トンネルを抜け直進約5分
  「湘南国際村センター入口」交差点を左折約1分

ファミリー
マート

馬堀海岸 I.C

浦賀 I.C

汐入 ▼

葉山キャンパスアクセスマップ


