






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。

教育研究の概要・特色

進化生物学

行動生物学

理論生物学

科学と社会

統合人類学
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代表的な論文、著書等

動物はどのように生きて、何を考えているのだろうか

動物行動学、行動生態学、霊長類学

❶ Haba Y, Kutsukake N. (2019) A multivariate phylogenetic comparative method incorporating a 　
　 flexible function between discrete and continuous traits. Evolutionary Ecology 33: 751-768.  　　
　 doi: 10.1007/s10682-1019-10011-6

❷ Hasegawa M, Kutsukake N. (2019) Kin selection and reproductive value in social mammals. 　　
　 Journal of Ethology. 37: 139-150. doi: 10.1007/s10164-019-00586-6

❸ Takeda FK, Hiraiwa-Hasegawa M, Kutsukake N. (2019) Uncoordinated dances associated with high 

　 reproductive success in a crane. Behavioral Ecology 30: 101-106. doi: 10.1093/beheco/ary159

❹ 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: 2017.2681. doi: 10.1098/rspb.2017.2681

❺ Mizuno K, Irie N, Hiraiwa-Hasegawa M, Kutsukake N. (2016) Asian elephants acquire  　 　 　 　 
inaccessible food by blowing. Animal Cognition.19: 215-222. doi: 10.1007/s/1007/-015-0929-2

❻ 沓掛展之・古賀庸憲 2012 行動生態学 共立出版

 沓掛 展之 教授
Nobuyuki Kutsukake

大学院では霊長類の社会行動を研
究。その後、哺乳類を中心とする
脊椎動物の行動、生態、認知、進化
を研究。

　　 動物行動学会、進化学会

大学院生の研究テーマ・研究対象
は基本的に自由で、自主的な研究
提案を尊重しています（放任という
意味ではありません）。
動物が好きで、自主的に研究を行
いたい学生と一緒に研究すること
を楽しみにしています。

　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ます。我々ヒトとは似ても似つかない動物が、時間を遡ると同

じ存在であったことを考えてみます。その時間の長さをうまく理解することはできないが、分岐した

後、あちら側とこちら側で、なぜ、これほど違う存在になったのだろうという疑問を持ちます。これら

の疑問は、動物の行動や生態を分析し、動物の「生き様」を進化生物学的に考えることで、ある程度、

解決できます。これまで哺乳類を中心として、鳥、両生類、魚などの脊椎動物を対象に研究を行って

きました（爬虫類はまだ、誰か一緒にやりましょう）。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いま

す。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ます。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ます（ハダカデバネズミはみな同じに見えるのでよく思い出せません）。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

います。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す。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

してきました。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ます。

E-mail

kutsu@soken.ac.jp

 URL

https://sites.google.com/view/
nkutsukake/

https://sites.google.com/site/
sokendarwin
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豪雪地帯のニホンザル 真社会性のハダカデバネズミ カラハリのミーアキャット

所属学会

志望者へメッセージ

研究キーワード
行動 , 社会 , 生態 , 認知 , 進化 ,

脊椎動物

過去・現在・未来の人類と環境の総合的な理解を目指す

環境考古学（動物考古学）・先史人類学

代表的な論文、著書等

❶ 本郷一美　(2019)「ヒツジ・ヤギの家畜化」畜産の研究73（10）：853-862.

❷ 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.

❸ 本郷一美　(2018)「西アジアー動物考古学による家畜化過程に関する研究の進展」季刊

　 考古学144号『動物考古学の今』, pp. 69-73. 雄山閣.

❹ 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.

本郷 一美 准教授
Hitomi Hongo

'96　ハーバード大学人類学部
博士課程修了 (PhD)
'95 ｰ '97  国際日本文化研究セン
ター 講師（COE 研究員）
'97 ー  '06 京都大学霊長類研究所 助手
'06 ～現在　総合研究大学院大学
先導科学研究科 准教授

International Council for 
Archaeozoology (ICAZ)、
日本人類学会、日本動物考古学会、
日本西アジア考古学会、日本第四
紀学会、日本文化財科学会、日本
考古学協会、生き物文化誌学会、
在来家畜研究会、生態人類学会

先導科学研究科は小規模な研究科
ですが、多岐にわたる分野の研究
者が所属しており、色々な分野横
断的な研究をすることが可能です。
ぜひ、既存の学問分野の枠を超え
た研究テーマを見つけてください。

　人類の歴史におけるヒトと環境との相互関係の変遷を通して、社会・経済・文化の変容

を考察する研究を行っております。約15000年前の人類の定住化と、約12500年前ド

メスティケーション（栽培化、家畜化）は人類史における最も重要な変化であり、文明社会

の発達を可能にしました。一方、人類活動が生態系に与える負荷は増大し、現在に至る地

球環境問題の原因となりました。過去・現在・未来の人類と環境の総合的な理解を目指

し、栽培化と家畜化の起源地の一つであるトルコ南東部ほか西アジア各地で調査を行い、

考古学、分子遺伝学、環境科学、行動生態学、文化人類学などの分野の研究者と共同研究

をしています。ドメスティケーションは、ヒトと動植物の共進化的な変化であり、生物学

的な側面とヒトの文化的な側面の両面からその過程の詳細を明らかにすることをめざして

います。
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色恒常性を調べる行動実験風景。実験室（左），黄色を学習したアゲハ
チョウは、照明光が白色光（上）でも赤色光でも黄色の色紙の上で蜜
を探す様子。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。

アゲハチョウの頭部外形（左）、頭部神経節（脳）、神経叢三次元脳マップ

木下 充代 准教授
Michiyo Kinoshita

横浜市立大学大学院　博士（理学），
日本学術振興会博士特別研究員・
キャノンフェロー（マールブルグ大・
ドイツ）を経て現職．生き物と遊び、
生き物から学ぶをモットーに研究
を進めている。

日本動物学会
日本比較生理生化学会
国際神経行動学会

神経行動学は、行動の観察から彼
らの知覚している世界を推測し、
さらにその背景にある神経系の仕
組みを様々な実験生物学的研究に
よって明らかにすることを目指して
いる分野です。学生時代に、生き
ている動物と直接対峙するこの研
究分野の醍醐味を存分に味わって
ほしいと思います。

　動物が感じている世界は、我々ヒトとは随分違っています。その彼らの感じている主観

的な世界を明らかにする分野のひとつが、行動の神経科学（神経行動学）です。

私たちは「チョウの訪花行動を対象とした生物学」をテーマに、これまでアゲハチョウの視

覚知能力とその感覚器である複眼の仕組みを調べてきました。アゲハチョウは人を凌駕す

るほど非常鋭い色覚を持ち、一方明るさや偏光の振動も見分ける能力があります。一方視

覚情報の最初の入り口である複眼には、６種類もの異なる色受容細胞が複雑な構成で並ん

でいます。これらの知見をもとに、現在はより高次の視覚情報処理機構・嗅覚と視覚の統

合に関わる研究を進めています。

　最近、鱗翅目昆虫を対象とした脳の比較と、アゲハチョウが野外で訪れる花とその見え方

を明らかにする研究を立ち上げました。感覚系の多様性と環境適応の理解は、訪花行動の

進化を理解するに大切な知見となるからです。特に視覚生態学的研究では、花と訪花昆虫

の共進化の理解に繋がる知見を得られることを期待しています。

E-mail

kinoshita_michiyo@soken.ac.jp

https://sites.google.com/view/
soken-biology-of-butterfly-j/
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 蔦谷 匠 助教
Takumi Tsutaya

東京都立大学・理学部卒。東京大
学大学院・新領域創成科学研究科
修了。日本列島の過去の授乳習慣
の復元の研究で生命科学博士取得。
専門は自然人類学。京都大学、海洋
研究開発機構でのポスドクを経て、
2020年より現職。趣味は海外文学
と自転車。

日本人類学会、日本霊長類学会

本研究室には以下 4 点の特徴があ
ります。進学や研究員に興味を持
たれた方はお気軽にご連絡下さい。

1. 調査地でのフィールドワークから
実験室でのラボワークまで、様々な
アプローチが利用できます。
2. 人類の進化・適応を核となる研
究課題に据えています。
3.分野横断的・文理融合的で、多様な
研究分野を横断した議論ができます。
4.研究と人生の両立を本気で支援し
ます。

　分野横断・文理融合的にさまざまな手法を利用して、いろいろな「わたしたち」(ホモ・

サピエンスや進化的に近しい霊長類)の生きざまやライフヒストリーを復元し記述してい

ます。

人類や霊長類の個体がどのように生まれ、成長し、毎日を過ごし、子供を産んだり産まな

かったりして、そして亡くなっていったか？ そうした人生を明らかにすることで、文化や自

然環境の違いがわたしたちの生きざまに与える影響を調べ、ひとりひとりの生きざまの

違いが長い時間軸での進化適応や大きな社会情勢にどう影響していくのかを明らかにし

ようとしています。具体的には、進化人類学、霊長類学、考古学などの研究分野で得られ

た標本や資料に対して、質量分析や古代DNA分析をはじめとした自然科学的な分析を適

用することでデータを得ます。そうしたデータを、生態学、歴史学、進化学などの枠組み

で解釈して議論します。これにより、熱帯雨林に暮らすチンパンジーやオランウータン、

縄文時代から江戸時代までの過去のヒト、もっと昔に暮らした古人類などが、どのように

生きて亡くなったかを復元したりしています。

https://sites.google.com/
view/anthr/

遺跡から発掘された約 1千年前のイヌの頭蓋骨 野生オランウータンのアカンボウ 安定同位体比質量分析計

E-mail

tsutaya_takumi@soken.ac.jp

 URL

経歴

所属学会

志望者へメッセージ

研究キーワード
自然人類学 , 生物考古学 , 霊長類学 , 安

定同位体分析,古代プロテオミクス分析,

フィールドワーク ,ライフヒストリー ,オ

ランウータン,R言語,チンパン

ジー ,古代 DNA 分析

研究詳細QR

行
動
生
物
学

統
合
人
類
学



��

 URL

所属学会

志望者へメッセージ

チョウの感覚世界を体験する

神経行動学・視覚生態学

代表的な論文、著書等

❶ Kinoshita M, Stewart FJ (2020) Retinal organization and visual abilities for flower foraging  　　
　 butterflies. Current Opinion of Insect Science. 42:76-83. doi: 10.1016/j.cois.2020.09.009

❷ Nagloo N, Kinoshita M, Arikawa K (2020) Spectral organization of the compound eye of a 　 　 　 
　 migrating butterfly Parantica sita. Journal of Experimental Biology. 223,3. doi: 10.1242/jeb.217703

❸ Nagata T, Arikawa K, Kinoshita M (2019) Photoreceptor projection from a four-tiered retina to four 

　 distinct regions of the first optic ganglion in a jumping spider. Journal of Comparative Neurology.  

　 527(8)1348-1361. doi: 10.1002/cne.24584

❹ Stewart FJ, Kinoshita M, Arikawa K (2019) Monopolatic motion vision in the butterfly Papilio 　 
　 xuthus. Journal of Experimental Biology. 222(1). pii: jeb191957. doi: 10.1242/jeb.191957.

❺ Kinoshita M, Stewart FJ, Ômura H. (2017) Multisensory integration in Lepidoptera: insight into 　 
　 flower-visitor interactions. Bioessays. 39 (4): 1600086 doi: 10.1002/bies.201600086

色恒常性を調べる行動実験風景。実験室（左），黄色を学習したアゲハ
チョウは、照明光が白色光（上）でも赤色光でも黄色の色紙の上で蜜
を探す様子。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。

アゲハチョウの頭部外形（左）、頭部神経節（脳）、神経叢三次元脳マップ

木下 充代 准教授
Michiyo Kinoshita

横浜市立大学大学院　博士（理学），
日本学術振興会博士特別研究員・
キャノンフェロー（マールブルグ大・
ドイツ）を経て現職．生き物と遊び、
生き物から学ぶをモットーに研究
を進めている。

日本動物学会
日本比較生理生化学会
国際神経行動学会

神経行動学は、行動の観察から彼
らの知覚している世界を推測し、
さらにその背景にある神経系の仕
組みを様々な実験生物学的研究に
よって明らかにすることを目指して
いる分野です。学生時代に、生き
ている動物と直接対峙するこの研
究分野の醍醐味を存分に味わって
ほしいと思います。

　動物が感じている世界は、我々ヒトとは随分違っています。その彼らの感じている主観

的な世界を明らかにする分野のひとつが、行動の神経科学（神経行動学）です。

私たちは「チョウの訪花行動を対象とした生物学」をテーマに、これまでアゲハチョウの視

覚知能力とその感覚器である複眼の仕組みを調べてきました。アゲハチョウは人を凌駕す

るほど非常鋭い色覚を持ち、一方明るさや偏光の振動も見分ける能力があります。一方視

覚情報の最初の入り口である複眼には、６種類もの異なる色受容細胞が複雑な構成で並ん

でいます。これらの知見をもとに、現在はより高次の視覚情報処理機構・嗅覚と視覚の統

合に関わる研究を進めています。

　最近、鱗翅目昆虫を対象とした脳の比較と、アゲハチョウが野外で訪れる花とその見え方

を明らかにする研究を立ち上げました。感覚系の多様性と環境適応の理解は、訪花行動の

進化を理解するに大切な知見となるからです。特に視覚生態学的研究では、花と訪花昆虫

の共進化の理解に繋がる知見を得られることを期待しています。

E-mail

kinoshita_michiyo@soken.ac.jp

https://sites.google.com/view/
soken-biology-of-butterfly-j/

研究詳細QR

研究キーワード
訪花行動 , 鱗翅目昆虫 , 視覚 ,

嗅覚 ,神経情報処理 , 認知 , 脳

経歴

代表的な論文、著書等

いろいろな「わたしたち」の多様な
生きざまやライフヒストリーを調べる

生物人類学、生物考古学、霊長類学

❶ Tsutaya T. (2020). Blurred time resolution of tooth dentin serial sections. American Journal of 　
　 Physical Anthropology 173: 748–759. doi: 10.1002/ajpa.24113

❷ Halffman CM, Potter BA, McKinney HJ, Tsutaya T, Finney BP, Kemp BM, Bartelink EJ, Wooller 

　 MJ, Buckley M, Clark CT, Johnson JJ, Bingham BL, Lanoë FB, Sattler RA, Reuther JD. (2020) 　
　 Ancient Beringian paleodiets revealed through multiproxy stable isotope analyses. Science  　　　  
　 Advances 6: eabc1968. doi: 10.1126/sciadv.abc1968

❸ 澤藤りかい, 蔦谷匠.(2020). 質量分析を利用したプロテオミクスの考古学・古人類学における応用. 
　 Anthropological Science (Japanese Series) 128: 1–19. doi: 10.1537/asj.200213

❹ Tsutaya T, Shimatani K, Yoneda M, Abe M, Nagaoka T. (2019) Societal perceptions and lived 　　
　 experience: infant feeding practices in premodern Japan. American Journal of Physical 　　　　
　 Anthropology 170: 484–495. doi: 10.1002/ajpa.23939

❺ Tsutaya T, Meaghan M, Koenig C, Sato T, Weber AW, Kato H, Olsen JV, Cappellini E. (2019) 　　
　Palaeoproteomic identification of breast milk protein residues from the archaeological skeletal 　　
　remains of a neonatal dog. Scientific Reports 9: 12841. doi: 10.1038/s41598-019-49183-0

 蔦谷 匠 助教
Takumi Tsutaya

東京都立大学・理学部卒。東京大
学大学院・新領域創成科学研究科
修了。日本列島の過去の授乳習慣
の復元の研究で生命科学博士取得。
専門は自然人類学。京都大学、海洋
研究開発機構でのポスドクを経て、
2020年より現職。趣味は海外文学
と自転車。

日本人類学会、日本霊長類学会

本研究室には以下 4 点の特徴があ
ります。進学や研究員に興味を持
たれた方はお気軽にご連絡下さい。

1. 調査地でのフィールドワークから
実験室でのラボワークまで、様々な
アプローチが利用できます。
2. 人類の進化・適応を核となる研
究課題に据えています。
3.分野横断的・文理融合的で、多様な
研究分野を横断した議論ができます。
4.研究と人生の両立を本気で支援し
ます。

　分野横断・文理融合的にさまざまな手法を利用して、いろいろな「わたしたち」(ホモ・

サピエンスや進化的に近しい霊長類)の生きざまやライフヒストリーを復元し記述してい

ます。

人類や霊長類の個体がどのように生まれ、成長し、毎日を過ごし、子供を産んだり産まな

かったりして、そして亡くなっていったか？ そうした人生を明らかにすることで、文化や自

然環境の違いがわたしたちの生きざまに与える影響を調べ、ひとりひとりの生きざまの

違いが長い時間軸での進化適応や大きな社会情勢にどう影響していくのかを明らかにし

ようとしています。具体的には、進化人類学、霊長類学、考古学などの研究分野で得られ

た標本や資料に対して、質量分析や古代DNA分析をはじめとした自然科学的な分析を適

用することでデータを得ます。そうしたデータを、生態学、歴史学、進化学などの枠組み

で解釈して議論します。これにより、熱帯雨林に暮らすチンパンジーやオランウータン、

縄文時代から江戸時代までの過去のヒト、もっと昔に暮らした古人類などが、どのように

生きて亡くなったかを復元したりしています。

https://sites.google.com/
view/anthr/

遺跡から発掘された約 1千年前のイヌの頭蓋骨 野生オランウータンのアカンボウ 安定同位体比質量分析計

E-mail

tsutaya_takumi@soken.ac.jp

 URL

経歴

所属学会

志望者へメッセージ

研究キーワード
自然人類学 , 生物考古学 , 霊長類学 , 安

定同位体分析,古代プロテオミクス分析,

フィールドワーク ,ライフヒストリー ,オ

ランウータン,R言語,チンパン

ジー ,古代 DNA 分析

研究詳細QR

行
動
生
物
学

統
合
人
類
学



���

行
動
生
物
学

原始的な昆虫の脳の発達メカニズムの研究から
昆虫神経系の進化を解き明かす
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東京大学理学系研究科生物科学専
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日本学術振興会特別研究員、北海
道大学理学研究院学術研究員など
を経て、2020年10月より現職。
専門は神経遺伝学、分子進化学。

日本動物学会、日本進化学会、
ニューロエソロジー談話会

2020 年秋より総研大先導研に着
任し、新たな環境で研究をスター
トしました。分子 - 神経回路 - 行動
そして進化までを包括的に理解す
るために、地に足のついた研究を
進めていきます。コオロギの分子
遺伝学という萌芽的な研究アプ
ローチを武器に、脳の発達・変態
や性行動の進化など、さまざまな
視点から昆虫脳の進化を理解して
いきたいと考えています。

　昆虫を含む多くの動物は、成体へと至る過程で変態という発生学的プロセスを経て、ボ

ディープランをダイナミックに変化させます。

変態を介した新たなボディープランの獲得には神経系の再編成が必要となります。 

ショウジョウバエやハチなどの完全変態昆虫では、蛹期に起こる神経系の大規模な再編成を

経て、成虫としての神経系を獲得します。蛹期を持たない不完全変態昆虫では大規模な神

経系の構造的改変は起こりませんが、成虫は幼虫期には見せなかった配偶行動などの新た

な行動を示すようになります。この行動獲得には、神経回路の構造的・機能的再編成が必要

だと考えられますが、それがいつ、どの程度の規模で、どのような分子・細胞メカニズムによ

り引き起こされるのかは全く明らかになっていません。

　私たちは不完全変態昆虫を材料に、「成虫の示す社会行動（求愛や配偶行動）を司る神経

基盤が脳の変態を経てどのように発達していくのか？」というテーマを主軸に、分子遺伝学

的方法を積極的に活用した研究を進めています。

E-mail
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学位取得後、免疫に関与する遺伝
子の分子進化の研究を遂行した。
その過程で、環境とゲノムの関わり
について興味を持ち、特に人の文
化や社会がヒトのゲノムの進化に及
ぼす影響に興味を持つ様になった。
現在は、食物、毒物、文化変容が
ヒトのゲノム進化に与えた影響に興
味を持って研究を進めている。

日本遺伝学会、日本進化学会、日
本人類学会、日本霊長類学会、日
本分子生物学会、日本免疫学会、
Society of Molecular Biology 
and Evolution

ヒトの様々な民族のゲノムや古代ゲ
ノムデータが入手可能であり、その
進化を解析するために必要な方法
が多数開発されている。材料と方
法は揃っている。それらを使って、
“どんな問い”を発することができ
るかが、研究のキーになる。面白
い問題を一緒に見つけ、その謎を
といていきましょう。

　約6万年前の出アフリカ以後、世界に拡散した現生人類ホモ・サピエンスは多様な外

的環境に適応するとともに、地域特異的な文化を発展させました。乳糖分解酵素や統

合失調症関連遺伝子に見られるように、自ら生み出した文化という強い「内的環境」は、

自然選択の新たな原因となり、類例を見ない進化をヒトゲノムに引き起こしました。こ

のことは逆に、ゲノムに刻まれた自然選択のシグナルから、“文化駆動的”な進化(文化が

自然選択圧となる進化)の痕跡を検出し得ることことを示しています。この痕跡を検出

するために、(1)代謝酵素遺伝子群、(2)解毒酵素遺伝子群、(3)精神疾患関連遺伝子群

の３つに焦点を当てて、進化学的な研究を進めています。特に解毒酵素遺伝子群の変

異は、現代の生活では欠かせない香辛料やコーヒなどの嗜好品の代謝や、薬の代謝速

度にも大きく関わってきています。この様な遺伝子群の歴史を明らかにすることは、

我々の存在そのものを問うことにもつながっていきます。
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が、これらの変異が自然選択の標的になっているこ
とを示しています (右の図）。

世界各地での 4 種類のプロモータータイプの頻
度を示しています。CGC タイプが東アジアに多い
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様々な動物種の解毒酵素遺伝子チトクローム
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原始的な昆虫の脳の発達メカニズムの研究から
昆虫神経系の進化を解き明かす
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卒業。
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2020 年秋より総研大先導研に着
任し、新たな環境で研究をスター
トしました。分子 - 神経回路 - 行動
そして進化までを包括的に理解す
るために、地に足のついた研究を
進めていきます。コオロギの分子
遺伝学という萌芽的な研究アプ
ローチを武器に、脳の発達・変態
や性行動の進化など、さまざまな
視点から昆虫脳の進化を理解して
いきたいと考えています。

　昆虫を含む多くの動物は、成体へと至る過程で変態という発生学的プロセスを経て、ボ
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基盤が脳の変態を経てどのように発達していくのか？」というテーマを主軸に、分子遺伝学
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代表的な論文、著書等

マルチカラーFISH法でみる染色体と細胞核の世界

分 子 細 胞 遺 伝 学 ・ 染 色 体 生 物 学

❶ Tanabe H, Kusakabe KT, Imai H, Yokota SI, Kuraishi T, Hattori S, Kai C, Koga A* (2021) The  　 　 　 
　 heterochromatin block that functions as a rod cell microlens in owl monkeys formed within a 15 million  
　 year time span. Genome Biology and Evolution Feb 3:evab021. doi: 10.1093/gbe/evab021.
❷ Shioda N*, Yamaguchi K, Onozato M, Yabuki Y, Li Y, Shimbo H, Kurosawa K, Tanabe H, Okamoto N,  　 
　 Kondo T, Inoue H, Era T, Sugiyama H, Wada T*, Fukunaga K*(2018) Targeting G-quadruplex DNA as 　
　 cognitive function therapy for ATR-X syndrome. Nature Medicine 24: 802-813. doi: 10.1038/s41591-018-0018-6
❸ Koga A*, Tanabe H, Hirai Y, Imai H, Imamura M, Oishi T, Stanyon R, Hirai H(2017) Co-opted 　 　 　 
　 megasatellite DNA drives evolution of secondary night vision in Azara's owl monkey. Genome Biology 　 
　 and Evolution 9: 1963-19702 doi: 10.1093/gbe/evx142
❹ Nakaya M, Tanabe H, Takamatsu S, Hosokawa M, Mitani T*(2017) 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. Journal of  Reproduction 
　 and Development 63: 167-174. doi: 10.1262/jrd.2016-172
❺ 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 (2017) A pair of maternal chromosomes derived from  　 
　 meiotic nondisjunction in trisomy 21 affects nuclear architecture and transcriptional regulation.  　 　  　 
　 Scientific Reports 7: 764. doi: 10.1038/s41598-017-00714-7
❻ Kono M*, Tanabe H, Ohmura Y, Satta Y, Terai Y* (2017) Physical contact and carbon transfer between a 
　 ichen-forming Trebouxia alga and a novel Alphaproteobacterium. Microbiology 163: 678-691. 　　　　 
　 doi: 10.1099/mic.0.000461

田辺 秀之 准教授
Hideyuki Tanabe

東京大学理学部生物学科（人類学）
卒業、同大学院人類学専攻を経て、
1998年理学博士（北海道大学・理・
論文博士）。国立医薬品食品衛生研
究所・変異遺伝部研究員、同主任
研究官を経て、総合研究大学院大
学・先導科学研究科へ。ドイツ・ミュ
ンヘン大学（Thomas Cremer 教
授）へ留学（1999-2001年）。

染色体学会、日本人類遺伝学会、
日本遺伝学会、日本進化学会、日
本細胞生物学会、日本分子生物学
会、日本癌学会、日本再生医療学会、
日本サンゴ礁学会

FISH法によるマルチカラーの世界
に魅かれて、染色体の構造と機能の
解析ならびに染色体進化の研究を
行っています。ヒトと霊長類が最初
の研究対象でしたが、哺乳類、鳥類、
爬虫類、両生類、魚類、海産無脊椎
動物へと観察対象が拡がりつつあり
ます。染色体はゲノムの鳥瞰図であ
り、分子と細胞の橋渡しとなる構造
体です。ご自身の興味のある生物
種の染色体をまず観てみませんか？

　染色体を観察することで、生命の営みの歴史や進化を垣間見ることができ、その生物種の

ゲノムを俯瞰することが可能です。私は細胞核内の染色体に着目し、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、各種培養細胞を用いて、FISH 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。間期核における「染色体テリトリー」

は、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、生理的な環境変化、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、ダイナ

ミックな動態を示します。染色体テリトリーからDNA に至る階層構造として、コンパートメン

ト、TADs（Topologically Associating Domains）、クロマチン構造が知られており、それ

ぞれの空間配置の制御の仕組みは未知な部分が多く、ゲノム進化や腫瘍化における染色体再

編成との詳細な関係性は明らかにされていません。

　そこで、3D-FISH 法、ゲノム編集技術などを駆使し、染色体テリトリーの核内配置分子基盤

の解明を目指しています。

http://researchmap.jp/
hayama_nanafushi/
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脊椎動物における免疫の進化や植物における生殖の進化などを例に
生物システムの進化を分子レベルで探る。
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　 human-teleost comparisons.  Nature Genetics 48, 427-437. doi: 10.1038/ng.3526
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　 evolution.  Nature 496, 311-316. doi: 10.1038/nature12027

❸ Y. Yasui, M. Mori, J. Aii, T. Abe, D. Matsumoto, S. Sato, Y. Hayashi, O. Ohnishi, and T. Ota (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. 　　　　　　　　　　 
　 doi: 10.1371/journal.pone.0031264

❹ T. Ota, J. P. Rast, G. W. Litman, and C. T. Amemiya (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. doi: 10.1073/pnas.0538029100

❺ T. Ota, and M. Nei (1994) Divergent evolution and evolution by the birth-and-death process in the 　　　 
　 immunoglobulin V(H) gene family. Molecualr Biology and Evolution 11, 469-482. 
　 doi: 10.1093/oxfordjournals.molbev.a040127
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化学会監事および Plant Gene 編
集委員

日本進化学会、日本育種学会、
Genetics Society of America
Society for Molecular Biology 
and Evolution

大学院は研究を中心とした人生の
始まりです。今後の研究生活につ
ながるテーマを一緒に探しません
か？

　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ります。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ます。そのために（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、特に硬骨魚類等の脊椎動物の適

応免疫および自然免疫などを題材に研究を行っております。
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マルチカラーFISH法でみる染色体と細胞核の世界

分 子 細 胞 遺 伝 学 ・ 染 色 体 生 物 学

❶ Tanabe H, Kusakabe KT, Imai H, Yokota SI, Kuraishi T, Hattori S, Kai C, Koga A* (2021) The  　 　 　 
　 heterochromatin block that functions as a rod cell microlens in owl monkeys formed within a 15 million  
　 year time span. Genome Biology and Evolution Feb 3:evab021. doi: 10.1093/gbe/evab021.
❷ Shioda N*, Yamaguchi K, Onozato M, Yabuki Y, Li Y, Shimbo H, Kurosawa K, Tanabe H, Okamoto N,  　 
　 Kondo T, Inoue H, Era T, Sugiyama H, Wada T*, Fukunaga K*(2018) Targeting G-quadruplex DNA as 　
　 cognitive function therapy for ATR-X syndrome. Nature Medicine 24: 802-813. doi: 10.1038/s41591-018-0018-6
❸ Koga A*, Tanabe H, Hirai Y, Imai H, Imamura M, Oishi T, Stanyon R, Hirai H(2017) Co-opted 　 　 　 
　 megasatellite DNA drives evolution of secondary night vision in Azara's owl monkey. Genome Biology 　 
　 and Evolution 9: 1963-19702 doi: 10.1093/gbe/evx142
❹ Nakaya M, Tanabe H, Takamatsu S, Hosokawa M, Mitani T*(2017) 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. Journal of  Reproduction 
　 and Development 63: 167-174. doi: 10.1262/jrd.2016-172
❺ 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 (2017) A pair of maternal chromosomes derived from  　 
　 meiotic nondisjunction in trisomy 21 affects nuclear architecture and transcriptional regulation.  　 　  　 
　 Scientific Reports 7: 764. doi: 10.1038/s41598-017-00714-7
❻ Kono M*, Tanabe H, Ohmura Y, Satta Y, Terai Y* (2017) Physical contact and carbon transfer between a 
　 ichen-forming Trebouxia alga and a novel Alphaproteobacterium. Microbiology 163: 678-691. 　　　　 
　 doi: 10.1099/mic.0.000461
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FISH法によるマルチカラーの世界
に魅かれて、染色体の構造と機能の
解析ならびに染色体進化の研究を
行っています。ヒトと霊長類が最初
の研究対象でしたが、哺乳類、鳥類、
爬虫類、両生類、魚類、海産無脊椎
動物へと観察対象が拡がりつつあり
ます。染色体はゲノムの鳥瞰図であ
り、分子と細胞の橋渡しとなる構造
体です。ご自身の興味のある生物
種の染色体をまず観てみませんか？

　染色体を観察することで、生命の営みの歴史や進化を垣間見ることができ、その生物種の

ゲノムを俯瞰することが可能です。私は細胞核内の染色体に着目し、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、各種培養細胞を用いて、FISH 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。間期核における「染色体テリトリー」

は、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、生理的な環境変化、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、ダイナ

ミックな動態を示します。染色体テリトリーからDNA に至る階層構造として、コンパートメン

ト、TADs（Topologically Associating Domains）、クロマチン構造が知られており、それ

ぞれの空間配置の制御の仕組みは未知な部分が多く、ゲノム進化や腫瘍化における染色体再

編成との詳細な関係性は明らかにされていません。

　そこで、3D-FISH 法、ゲノム編集技術などを駆使し、染色体テリトリーの核内配置分子基盤

の解明を目指しています。

http://researchmap.jp/
hayama_nanafushi/
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脊椎動物における免疫の進化や植物における生殖の進化などを例に
生物システムの進化を分子レベルで探る。

分 子 進 化 学

代表的な論文、著書等

❶ I. Braasch et al., (2016) The spotted gar genome illuminates vertebrate evolution and facilitates 　　　　 
　 human-teleost comparisons.  Nature Genetics 48, 427-437. doi: 10.1038/ng.3526

❷ C.T. Amemiya, J. Alföldi, et al. (2013) The African coelacanth genome provides insights into tetrapod 　 
　 evolution.  Nature 496, 311-316. doi: 10.1038/nature12027

❸ Y. Yasui, M. Mori, J. Aii, T. Abe, D. Matsumoto, S. Sato, Y. Hayashi, O. Ohnishi, and T. Ota (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. 　　　　　　　　　　 
　 doi: 10.1371/journal.pone.0031264

❹ T. Ota, J. P. Rast, G. W. Litman, and C. T. Amemiya (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. doi: 10.1073/pnas.0538029100

❺ T. Ota, and M. Nei (1994) Divergent evolution and evolution by the birth-and-death process in the 　　　 
　 immunoglobulin V(H) gene family. Molecualr Biology and Evolution 11, 469-482. 
　 doi: 10.1093/oxfordjournals.molbev.a040127
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大学院は研究を中心とした人生の
始まりです。今後の研究生活につ
ながるテーマを一緒に探しません
か？

　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ります。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ます。そのために（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、特に硬骨魚類等の脊椎動物の適

応免疫および自然免疫などを題材に研究を行っております。
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遺伝的多様性からヒトの進化を解明する。

分子進化学・集団遺伝学・自然人類学

代表的な論文、著書等

❶ Kumiko V Nishiyama,Yoko Satta, Jun Gojobori (2020) Do Genes Associated with Dyslexia of Chinese 
　 Characters Evolve Neutrally? Genes 11(6), article # 658:1-17. doi: 10.3390/genes11060658 
❷ Shigeru Saito, Gen Hamanaka, Narudo Kawai, Ryohei Furukawa, Jun Gojobori, Makoto Tominaga, 　
　 Hiroyuki Kaneko, Yoko Satta (2017) Characterization of TRPA channels in the starfish Patiria 　　　
　 pectinifera: involvement of thermally activated TRPA1 in thermotaxis in marine planktonic larvae 　　
　 Scientific Reports 7(1), article # 2173. doi: 10.1038/s41598-017-02171-8 
❸ Jun Gojobori, Fuzuki Mizuno, Li Wang, Keisuke Onishi, Julio Granados, Celta Gomez-Trejo, Vctor 　 
　 Acuna-Alonzo, Shintaroh Ueda (2015) mtDNA diversity of the Zapotec in Mexico suggests a population 
　 decline long before the first contact with Europeans Journal of Human Genetics 60(9): 557-559.
　 doi: 10.1038/jhg.2015.55 
❹ Fuzuki Mizuno, Jun Gojobori, Li Wang, Keisuke Onishi, Saburo Sugiyama, Julio Granados, Celta 　 
　 Gomez-Trejo, Victor Acuna-Alonzo, Shintaroh Ueda (2014) Complete mitogenome analysis of 　 　 　 
　 indigenous populations in Mexico: its relevance for the origin of Mesoamericans Journal of Human 　 
　 Genetics 59(7): 359-367. doi: 10.1038/jhg.2014.35 
❺ Jun Gojobori (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 Journal of Human Genetics 57(12): 753-754. doi: 10.1038/jhg.2012.121 

五條堀 淳 准教授
Jun Gojobori

東京大理学部生物学科人類学課程卒。
米国シカゴ大学 Visiting Studentを
経て、東京大学大学院理学系研究科・
生物科学専攻修了。
東京大学大学院理学系研究科、総合
研究大学院大学・先導科学研究科で
のポスドク、総合研究大学院大学・
先導科学研究科・助教を経て2016
年より現職。

日本人類学会、日本遺伝学会、
日本人類遺伝学会、日本進化学会、
日本分子生物学会

当研究室では、主にヒトを対象に分
子進化学的手法と集団遺伝学的手
法を用いて、その遺伝的多様性と成
り立ちを研究しています。全ゲノム
塩基配列決定から、確率・統計をベー
スにした進化の理論、コンピュータ
を使ったゲノム情報の扱いまで、研
究に必要な様々な知識やテクニッ
クを一緒に勉強しましょう。

　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。

E-mail
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寺井 洋平 助教
Yohei Terai

東京工業大学 生命理工学研究科 
修了 博士（理学）
日本学術振興会特別研究員、東京
工業大学 生命 GCOE 特任助教
などを経て総合研究大学院大学 先
導科学研究科
生命共生体進化学専攻 助教

日本進化学会
日本霊長類学会
Society for Molecular Biology 
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「鶏口牛後」
生物進化に興味があり、自分の研
究テーマを独立して行いたいなら、
生命共生体専攻で研究しましょう。

代表的な論文、著書等

生物多様性創出を探る

適応と種分化を主とした生物進化の研究

❶ Kono M, Kon Y, Ohmura Y, Satta Y, Terai Y(2020) In vitro resynthesis of lichenization reveals the 　 　  
　 genetic background of symbiosis-specific fungal-algal interaction in Usnea hakonensis. 

 　BMC Genomics, 21:671 doi: 10.1186/s12864-020-07086-9 

❷ Takahashi-Kariyazono S, Sakai K, Terai Y(2020) Presence–absence polymorphisms of single-copy 　 　  
　 genes in the stony coral Acropora digitifera. BMC Genomics 21:158. doi: 10.1186/s12864-020-6566-4.

❸ Takuno S, Miyagi R, Onami J, Takahashi-Kariyazono S, 8 authors, Terai Y(2019). Patterns of genomic 

　 differentiation between two Lake Victoria cichlid species, Haplochromis pyrrhocephalus and H. sp. 　 
　 ‘macula’. BMC Evolutionary Biology, 19:68. doi: 10.1186/s12862-019-1387-2

❹ 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 Biology and Evolution 11:613-628. doi: 10.1093/gbe/evz007

❺ Shiho Takahashi-Kariyazono, Kazuhiko Sakai, Yohey Terai(2018) Presence–absence polymorphisms 　  
　 of highly expressed FP sequences contribute to fluorescent polymorphisms in Acropora digitifera.　  　　 
　 Genome Biology and Evolution, 10:1715-1729. doi:10.1093/gbe/evy122

❻ 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 (2017) 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. doi: 10.1186/s/2862-020-01725-1

　進化の歴史の中で種分化と適応を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。私は種分化と適応がどのようにして起こるのかをゲノムや生

態、遺伝子の機能から明らかにしようとしています。

現在進行中の研究は、

1) スラウェシ島固有の7種のマカクの地域環境への適応と種分化、

2) ニホンオオカミゲノムと古代日本犬ゲノムから明らかにする日本犬の成立、

3) 地衣類の共生細菌との共生による極限環境への適応、

4) 魚類の視覚の光環境への適応、

5) 物理的障壁のない海洋でのサンゴの種分化、

6) ヒト特異的な皮膚形成の分子機構、

7) 海棲爬虫類の視覚の海棲適応、などです。

　研究手法としては、生息地での生態情報や試料の収集、ゲノムの解読と解析、遺伝子の分子進

化解析、遺伝子の機能解析などを行い、種分化と適応がどのようにして起こるのかを明らかにし

ようとしています。

http://adaptive-speciation.com
https://researchmap.jp/speciation
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遺伝的多様性からヒトの進化を解明する。

分子進化学・集団遺伝学・自然人類学

代表的な論文、著書等

❶ Kumiko V Nishiyama,Yoko Satta, Jun Gojobori (2020) Do Genes Associated with Dyslexia of Chinese 
　 Characters Evolve Neutrally? Genes 11(6), article # 658:1-17. doi: 10.3390/genes11060658 
❷ Shigeru Saito, Gen Hamanaka, Narudo Kawai, Ryohei Furukawa, Jun Gojobori, Makoto Tominaga, 　
　 Hiroyuki Kaneko, Yoko Satta (2017) Characterization of TRPA channels in the starfish Patiria 　　　
　 pectinifera: involvement of thermally activated TRPA1 in thermotaxis in marine planktonic larvae 　　
　 Scientific Reports 7(1), article # 2173. doi: 10.1038/s41598-017-02171-8 
❸ Jun Gojobori, Fuzuki Mizuno, Li Wang, Keisuke Onishi, Julio Granados, Celta Gomez-Trejo, Vctor 　 
　 Acuna-Alonzo, Shintaroh Ueda (2015) mtDNA diversity of the Zapotec in Mexico suggests a population 
　 decline long before the first contact with Europeans Journal of Human Genetics 60(9): 557-559.
　 doi: 10.1038/jhg.2015.55 
❹ Fuzuki Mizuno, Jun Gojobori, Li Wang, Keisuke Onishi, Saburo Sugiyama, Julio Granados, Celta 　 
　 Gomez-Trejo, Victor Acuna-Alonzo, Shintaroh Ueda (2014) Complete mitogenome analysis of 　 　 　 
　 indigenous populations in Mexico: its relevance for the origin of Mesoamericans Journal of Human 　 
　 Genetics 59(7): 359-367. doi: 10.1038/jhg.2014.35 
❺ Jun Gojobori (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 Journal of Human Genetics 57(12): 753-754. doi: 10.1038/jhg.2012.121 
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Jun Gojobori

東京大理学部生物学科人類学課程卒。
米国シカゴ大学 Visiting Studentを
経て、東京大学大学院理学系研究科・
生物科学専攻修了。
東京大学大学院理学系研究科、総合
研究大学院大学・先導科学研究科で
のポスドク、総合研究大学院大学・
先導科学研究科・助教を経て2016
年より現職。
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日本人類遺伝学会、日本進化学会、
日本分子生物学会

当研究室では、主にヒトを対象に分
子進化学的手法と集団遺伝学的手
法を用いて、その遺伝的多様性と成
り立ちを研究しています。全ゲノム
塩基配列決定から、確率・統計をベー
スにした進化の理論、コンピュータ
を使ったゲノム情報の扱いまで、研
究に必要な様々な知識やテクニッ
クを一緒に勉強しましょう。

　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。

E-mail

gojobori_jun@soken.ac.jp

http://researchmap.jp/jgojobor/

ヒトの有効集団サイズの変化の例

単一アミノ酸リピートの例

単一アミノ酸リピートの不確定領域のなりやすさ
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寺井 洋平 助教
Yohei Terai

東京工業大学 生命理工学研究科 
修了 博士（理学）
日本学術振興会特別研究員、東京
工業大学 生命 GCOE 特任助教
などを経て総合研究大学院大学 先
導科学研究科
生命共生体進化学専攻 助教

日本進化学会
日本霊長類学会
Society for Molecular Biology 
and Evolution

「鶏口牛後」
生物進化に興味があり、自分の研
究テーマを独立して行いたいなら、
生命共生体専攻で研究しましょう。

代表的な論文、著書等

生物多様性創出を探る

適応と種分化を主とした生物進化の研究

❶ Kono M, Kon Y, Ohmura Y, Satta Y, Terai Y(2020) In vitro resynthesis of lichenization reveals the 　 　  
　 genetic background of symbiosis-specific fungal-algal interaction in Usnea hakonensis. 

 　BMC Genomics, 21:671 doi: 10.1186/s12864-020-07086-9 

❷ Takahashi-Kariyazono S, Sakai K, Terai Y(2020) Presence–absence polymorphisms of single-copy 　 　  
　 genes in the stony coral Acropora digitifera. BMC Genomics 21:158. doi: 10.1186/s12864-020-6566-4.

❸ Takuno S, Miyagi R, Onami J, Takahashi-Kariyazono S, 8 authors, Terai Y(2019). Patterns of genomic 

　 differentiation between two Lake Victoria cichlid species, Haplochromis pyrrhocephalus and H. sp. 　 
　 ‘macula’. BMC Evolutionary Biology, 19:68. doi: 10.1186/s12862-019-1387-2

❹ 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 Biology and Evolution 11:613-628. doi: 10.1093/gbe/evz007

❺ Shiho Takahashi-Kariyazono, Kazuhiko Sakai, Yohey Terai(2018) Presence–absence polymorphisms 　  
　 of highly expressed FP sequences contribute to fluorescent polymorphisms in Acropora digitifera.　  　　 
　 Genome Biology and Evolution, 10:1715-1729. doi:10.1093/gbe/evy122

❻ 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 (2017) 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. doi: 10.1186/s/2862-020-01725-1

　進化の歴史の中で種分化と適応を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。私は種分化と適応がどのようにして起こるのかをゲノムや生

態、遺伝子の機能から明らかにしようとしています。

現在進行中の研究は、

1) スラウェシ島固有の7種のマカクの地域環境への適応と種分化、

2) ニホンオオカミゲノムと古代日本犬ゲノムから明らかにする日本犬の成立、

3) 地衣類の共生細菌との共生による極限環境への適応、

4) 魚類の視覚の光環境への適応、

5) 物理的障壁のない海洋でのサンゴの種分化、

6) ヒト特異的な皮膚形成の分子機構、

7) 海棲爬虫類の視覚の海棲適応、などです。

　研究手法としては、生息地での生態情報や試料の収集、ゲノムの解読と解析、遺伝子の分子進

化解析、遺伝子の機能解析などを行い、種分化と適応がどのようにして起こるのかを明らかにし

ようとしています。

http://adaptive-speciation.com
https://researchmap.jp/speciation
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❶ Sato M, Sasaki A (2021) Evolution and maintenance of mutualism between tubeworms and 　　　　　 
　 sulfur-oxidizing bacteria. American Naturalist 197 (3), 351-365. doi: 10.1086/712780

❷ Uchiumi Y, Sasaki A (2020) Evolution of division of labour in mutualistic symbiosis. Proceedings of 　 
　 the Royal Society B: Biological Sciences 287: 20200669. doi: 10.1098/rspb.2020.0669

❸ Ito HC, Sasaki A (2020) Evolutionary branching in distorted trait spaces. Journal of Theoretical 　 　 
　 Biology 489: 110152. doi: 10.1016/j.jtbi.2020.110152

❹ Suzuki SU, Sasaki A (2019) Ecological and Evolutionary Stabilities of Biotrophism, Necrotrophism, 　 
　 and Saprotrophism. American Naturalist 194: 90-103. doi: 10.1086/703485

❺ Uchiumi Y, Ohtsuki H, Sasaki A (2019) Evolution of self-limited cell division of symbionts. 　 　 　 　 
　 Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 286: 20182238. doi: 10.1098/rspb.2018.2238
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Akira Sasaki
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日本数理生物学会会長(2017-2018)。
Journal of Theoretical Biology, 
Editor-In-Chief (2020- 現在 )

日本生態学会
日本進化学会
日本数理生物学会

生命現象を数理的に解き明かしたい
方は誰でも歓迎します。

　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。例えば、数理モデルを用いて、宿主体内でウイルスの新しい抗原型

がどんどん多様化して免疫からエスケープするダイナミクスを解析します。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。

https://researchmap.jp/
AkiraSasaki
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植物に感染した菌類は「３種類の食べ方」で植物を資源として利用する。
「生きたまま喰らう」か（バイオトロフィズム）、「殺してから喰う」か（ネクロトロフィズム）、「死
体を喰う」か（サプロトロフィズム）である。
菌類がこの３種類の食べ方のどれを選ぶ方向に進化するか、それを決定する条件は何か等
について数理モデルを用いて明らかにした（Suzuki and Sasaki 2019, Am Nat）。

「殺してから喰う」方式（ネクロトロフィズム）を採用する菌類について、その植物に対する毒性（どれだけ急
速に感染植物を枯死させるか）がどう進化するかを解析したところ、「個体数が永続的に振動していると、個
体数拡大期に強毒株が有利になる効果により、より強毒な菌類が進化する」ことが分かった（B、C）。  
つまり個体数の大きな変動が強毒な菌類を進化させるのである。一方、菌類が強毒であるほど個体群が不安定
化する（振動する）ことから、強毒性と不安定性には正のフィードバックが作用する。その結果、個体数の振
動のもとで菌類の毒性はらせん状に上昇する（A、D：上の 6 本の軌道）。一方、毒性の低い初期状態から出
発すると、菌類は進化的に弱毒化し、個体群はさらに安定化する（D、下の５本の軌道）。この「殺生性」（ネ
クロトロフィズム）への加速的進化現象を我々はネクロトロフ・スパイラルと名付けた。ネクロトロフ・スパイ
ラルのため、一旦始まったネクロトロフ化は進化的に後戻りできない（Suzuki and Sasaki 2019, Am Nat）。
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この「感染菌類による食の作法」の違いは、植物と菌類の個体群動態に大きく影響する。
「生きたまま喰らう」および「死体を喰う」方式を選ぶ菌類のもとでは個体群の動態は安定するのに対し（a）、
「殺してから喰う」（ネクロトロフィズム）方式を主に用いる菌類のもとでは、植物と菌類は大きな振幅でその個
体数を振動させる（b）（Sazuki and Sasaki 2019, Am Nat）。

研究キーワード
病原体 ,ウイルス , 感染症 , 免疫 ,

進化 , 共進化 , 種分化 , 進化予測 ,

力学系 ,ゲーム理論 , 集団遺伝学 ,

空間生態学 , 群集生態学

経歴

所属学会

志望者へメッセージ

遺伝子レベルでの進化メカニズムを理論的に解明する。
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❶ Sakamoto, T., and H. Innan, (2019) The evolutionary dynamics of a genetic barrier to gene flow: from 
　 the establishment to the emergence of a peak of divergence. Genetics 212: 1383-1398.
　 doi:10.1534/genetics.119.302311

❷ Fawcett, J. A., and H. Innan (2016) High similarity between distantly related species of a plant SINE 
　 family is consistent with a scenario of vertical transmission without horizontal transfers. 
　 Mol. Boil. Evol. 33: 2593-2604 doi:10.1093/molbev/msw130

❸ Innan, H., and F. Kondrashov, (2010) The evolution of gene duplications: classifying and 　　　　　
　 distinguishing between models. Nat. Rev. Genet. 11: 97-108. doi:10.1038/nrg2689

❹ Gao, L. Z., and H. Innan, (2004) Very low gene duplication rate in the yeast genome.  　
 　Science 306:1367-1370. doi:10.1126/science.110 2033

❺ 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. doi:10.1073/pnas.1031592100
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Professor。2006 年から総合研
究大学院大学助教授、2018 年か
ら現職。米国財団 Alfred P. Sloan 
Award、日本学術振興会賞、日本
学士院奨励賞受賞。

　　　　　日本遺伝学会

集団遺伝学は、進化のメカニズム
を理論的に考える分野です。数式
を用いて進化の法則を記述したり、
進化のプロセスを、コンピュータシ
ミュレーションを用いて再現したり
します。また、最近は機械学習な
ども取り入れて、推定や予測を試
みています。これらの研究を通して、
論理的に考える能力を養います。
この能力は、集団遺伝学者になる
為に必須であるだけでなく、その
他の研究分野、更にはビジネスや、
投資、賭博にも大切なものです。

E-mail
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https://sites.google.com/
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ヒトの有効集団サイズの変化の例
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　進化のメカニズムを遺伝学ベースに理論的に考えます。遺伝子が親から子に伝わる遺

伝の法則は基本的に全生物で共通なため、汎用性の高い進化理論を構築することができ

ます。その理論を様々なゲノムデータに適用することによって、実際にどのようにゲノムが

進化をしているかを解明します。

　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。
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生命現象を数理的に解き明かしたい
方は誰でも歓迎します。

　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。例えば、数理モデルを用いて、宿主体内でウイルスの新しい抗原型

がどんどん多様化して免疫からエスケープするダイナミクスを解析します。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。

https://researchmap.jp/
AkiraSasaki
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植物に感染した菌類は「３種類の食べ方」で植物を資源として利用する。
「生きたまま喰らう」か（バイオトロフィズム）、「殺してから喰う」か（ネクロトロフィズム）、「死
体を喰う」か（サプロトロフィズム）である。
菌類がこの３種類の食べ方のどれを選ぶ方向に進化するか、それを決定する条件は何か等
について数理モデルを用いて明らかにした（Suzuki and Sasaki 2019, Am Nat）。

「殺してから喰う」方式（ネクロトロフィズム）を採用する菌類について、その植物に対する毒性（どれだけ急
速に感染植物を枯死させるか）がどう進化するかを解析したところ、「個体数が永続的に振動していると、個
体数拡大期に強毒株が有利になる効果により、より強毒な菌類が進化する」ことが分かった（B、C）。  
つまり個体数の大きな変動が強毒な菌類を進化させるのである。一方、菌類が強毒であるほど個体群が不安定
化する（振動する）ことから、強毒性と不安定性には正のフィードバックが作用する。その結果、個体数の振
動のもとで菌類の毒性はらせん状に上昇する（A、D：上の 6 本の軌道）。一方、毒性の低い初期状態から出
発すると、菌類は進化的に弱毒化し、個体群はさらに安定化する（D、下の５本の軌道）。この「殺生性」（ネ
クロトロフィズム）への加速的進化現象を我々はネクロトロフ・スパイラルと名付けた。ネクロトロフ・スパイ
ラルのため、一旦始まったネクロトロフ化は進化的に後戻りできない（Suzuki and Sasaki 2019, Am Nat）。

E-mail

sasaki_akira@soken.ac.jp

この「感染菌類による食の作法」の違いは、植物と菌類の個体群動態に大きく影響する。
「生きたまま喰らう」および「死体を喰う」方式を選ぶ菌類のもとでは個体群の動態は安定するのに対し（a）、
「殺してから喰う」（ネクロトロフィズム）方式を主に用いる菌類のもとでは、植物と菌類は大きな振幅でその個
体数を振動させる（b）（Sazuki and Sasaki 2019, Am Nat）。
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遺伝子レベルでの進化メカニズムを理論的に解明する。

集 団 遺伝 学

代表的な論文、著書等

❶ Sakamoto, T., and H. Innan, (2019) The evolutionary dynamics of a genetic barrier to gene flow: from 
　 the establishment to the emergence of a peak of divergence. Genetics 212: 1383-1398.
　 doi:10.1534/genetics.119.302311

❷ Fawcett, J. A., and H. Innan (2016) High similarity between distantly related species of a plant SINE 
　 family is consistent with a scenario of vertical transmission without horizontal transfers. 
　 Mol. Boil. Evol. 33: 2593-2604 doi:10.1093/molbev/msw130

❸ Innan, H., and F. Kondrashov, (2010) The evolution of gene duplications: classifying and 　　　　　
　 distinguishing between models. Nat. Rev. Genet. 11: 97-108. doi:10.1038/nrg2689

❹ Gao, L. Z., and H. Innan, (2004) Very low gene duplication rate in the yeast genome.  　
 　Science 306:1367-1370. doi:10.1126/science.110 2033

❺ 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. doi:10.1073/pnas.1031592100

 印南 秀樹 教授
Hideki Innan

東京大学理学系研究研究科で博士
課程終了（1999 年）。米国ロチェ
スター大、南カリフォルニア大で博
士研究員を経て、2002 年にテキ
サス大ヒューストン校で Assistant 
Professor。2006 年から総合研
究大学院大学助教授、2018 年か
ら現職。米国財団 Alfred P. Sloan 
Award、日本学術振興会賞、日本
学士院奨励賞受賞。

　　　　　日本遺伝学会

集団遺伝学は、進化のメカニズム
を理論的に考える分野です。数式
を用いて進化の法則を記述したり、
進化のプロセスを、コンピュータシ
ミュレーションを用いて再現したり
します。また、最近は機械学習な
ども取り入れて、推定や予測を試
みています。これらの研究を通して、
論理的に考える能力を養います。
この能力は、集団遺伝学者になる
為に必須であるだけでなく、その
他の研究分野、更にはビジネスや、
投資、賭博にも大切なものです。

E-mail

innan_hideki@soken.ac.jp

https://sites.google.com/
view/innanlab
https://researchmap.jp/hinnan

ヒトの有効集団サイズの変化の例

サラブレッドのゲノム研究  ( ブラストワンピース )
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 URL

　進化のメカニズムを遺伝学ベースに理論的に考えます。遺伝子が親から子に伝わる遺

伝の法則は基本的に全生物で共通なため、汎用性の高い進化理論を構築することができ

ます。その理論を様々なゲノムデータに適用することによって、実際にどのようにゲノムが

進化をしているかを解明します。

　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。

研究キーワード
集団遺伝学 , 理論 , ゲノム進化



����

 URL

経歴

所属学会

志望者へメッセージ

代表的な論文、著書等

数理の力を用いて生命現象の背後にある法則を解明し
生命の普遍的な原理の探求を目指す

数 理 生 物 学

❶ Ohtsuki H, Rueffler C, Wakano JY, Parvinen K & Lehmann L (2020) The components of directional 
　 and disruptive selection in heterogeneous group-structured populations. Journal of Theoretical 　 　 
　 Biology 507,110449. doi: 10.1016/j.jtbi.2020.110449

❷ Parvinen K, Ohtsuki H & Wakano JY (2020) Evolution of dispersal in a spatially heterogeneous 　 　 
　 population with finite patch sizes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
　 States of America 117(13): 7290-7295. doi: 10.1073/pnas.1915881117

❸ Kobayashi Y, Wakano JY & Ohtsuki H (2018) Genealogies and ages of cultural traits: An application 
　 of the theory of duality to the research on cultural evolution. 
　 Theoretical Population Biology 123: 18-27. doi: 10.1016/j.tpb.2018.04.007 

❹ 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. 　 　 
　 Journal of Evolutionary Biology 30:2211-2221. doi: 10.1111/jeb.13187 

❺ Ohtsuki H & Innan H (2017) Forward and backward evolutionary processes and allele frequency 　 
　 spectrum in a cancer cell population. Theoretical Population Biology 117: 43-50.

大槻 久 准教授
Hisashi Ohtsuki

東京大学数学科卒、同大情報理工
学系研究科修士、九州大学理学府
生物科学専攻修了。理学博士。
日本学術振興会特別研究員、ハー
バード大学ポスドク研究員、科学
技術振興さきがけ研究員を経て、
2011年総合研究大学院大学助教。   
講師を経て 2019 年から現職。

日本数理生物学会、日本生態学会、
日本人間行動進化学会

物理学に諸法則があるように進化
にもその背後に色々な法則が隠れ
ています。数理的手法はそのロジッ
クを解明する方法論で、どんな生
物種やどんな生命現象に関する研
究もすることが可能です。日々の
研究では、論文を読み、数理モデ
ルを構築し、それを解いたりコン
ピュータシミュレーションをしたり
して、生命の謎に迫っています。論
理的に深く考えることが好きな人に
向いている分野です。

　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。具体的には微生物の血縁認識、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、順位制の進化などのテーマを扱います。その他、動物行動、種多様性、文化進

化、社会ネットワーク、ヒトの生活史の進化、発がんプロセスのモデリングにも取り組んで

います。進化ゲーム理論やアダプティブダイナミクス理論自体の基礎研究も行っています。

https://researchmap.jp/h_ohtsuki
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協力と非協力の格子シミュレーション

social network の概念図 数理生物学で現れる様々な数式

E-mail

ohtsuki_hisashi@soken.ac.jp

研究キーワード
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代表的な論文、著書等

科学史は「科学の歴史」の研究ではない。

科 学 史

❶ Kenji Ito (2021) The scientific object and material diplomacy: The shipment of radioisotopes from the 
　 United States to Japan in 1950.  Centaurus  63(2): 296 - 319. doi: 10.1111/1600-0498.12379

❷ Kenji Ito (2021) Modelling the apparent spread of science: Some insights from the history of science in  
　 Japan. In David Ludwig, Inkeri Koskinen, Zinhle Mncube, Luana Poliseli and Luis Reyes-Galindo,  　 
　 eds.,Global Epistemologies and Philosophies of Science, London: Routledge (in press).

❸ Kenji Ito (2021) “Three tons of uranium from the International Atomic Energy Agency: Diplomacy over 
　 nuclear fuel for the Japan Research Reactor-3 at the Board of Governors’ meetings, 1958-1959.” History 
　 and Technology 37(1): 67 - 89. doi: 10.1080/07341512.2021.1897963

❹ 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. doi: 10.34336/jhsj.57.288_266

❺ Kenji Ito (2018) “Electron theory” and the emergence of atomic physics in Japan, Science in Context 
　 31(3): 293 - 320. doi: 10.1017/S0269889718000261

❻ Kenji Ito (2017) Cultural difference and sameness: Historiographic reflections on histories of modern 　 
　 physics in Japan. p. 49-68 in Karine Chemla and Evelyn Fox Keller, eds., Cultures without Culturalism: 
　The Making of Scientific Knowledge. Durham: Duke University Press. doi: 10.1215/9780822373094-003.

伊藤 憲二 准教授
Kenji Ito

東京大学理学系研究科で修士号取
得の後、1996 年からフルブライト
留学生としてハーバード大学で科学
史を学び、2002 年にPh.D. 取得。
東京大学先端科学技術センター、
同情報学環を経て、2006年12月
より総合研究大学院大学に着任。

日本科学史学会、日本物理学会、科
学社会学会、科学技術社会論学会

一般論として、現在の日本の大学
が科学史の研究者を目指すのに良
い大学院教育を提供するのは極め
て困難なことです。
ただし、特殊な関心と能力を持つ
人が、たまたま好い環境を得られ
ることがあり、相性が良いかどう
かが重要だと思います。
志願する前に、十分に情報収集を
しましょう。

　日本の核科学を中心に、専門知の生産、移動、物質的なものとのかかわりを歴史学的な方法

で研究しています。

　最近は、特にウランと放射性同位元素に着目して、科学外交の物質的側面に関する研究や、日

本学術会議の創立に関する研究を行いました。また仁科芳雄の伝記を完成させつつあります。

他の研究テーマは日本における高エネルギー物理学の歴史と日本の学術雑誌の歴史です。

https://researchmap.jp/xy2rbmib/
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アメリカ哲学協会図書館

英国国立公文書館 高エネルギー加速器研究機構史料室
における資料調査の準備
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代表的な論文、著書等

科学という営みや科学知識の性質について分析する

科 学 哲 学

❶ Yukinori Onishi and Davide Serpico (Co-first). Homeostatic property cluster theory without 　
　 homeostatic mechanisms: Two recent attempts and their costs. Journal for General Philosophy 
　 of Science, 2021(Online-first). doi: 10.1007/s10838-020-09527-1

❷ Otávio Bueno and Yukinori Onishi (Co-first). The likelihood ratio measure and the logicality 　
　 requirement. Erkenntnis, 2020 (Online first). doi: 10.1007/s10670-019-00202-6

❸ 大西勇喜謙.(2019)「科学哲学と研究公正」『地盤工学会誌』67-9 (740): pp. 52-59.

❹ Yukinori Onishi.(2017) Defending the selective confirmation strategy. Studies in History and 　 
　 Philosophy of Science, Part A. Vol. 64: 1-10. doi: 10.1016/j.shpsa.2017.07.001

❺ 大西勇喜謙.(2012)「認識論的観点からの実在論論争」『科学哲学』44: pp. 65-81.
　 doi: 10.4216/jpssj.44.2_65

大西 勇喜謙 講師
Yukinori Onishi

2015年京都大学より博士号取得。
2015 年度より現職。
2013-2014 年度はフルブライト
奨学生としてマイアミ大学に滞在。

日本科学哲学会、科学基礎論学会、
Philosophy of Science 
Association

本専攻は、科学者との距離が近い
という点で、科学哲学を研究する
にはとても良い環境です。科学の
実践をふまえて研究したいという
人をお待ちしています。

　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。最近はデータ同化や深層

学習など、新たな研究手法の分析にも関心があります。

https://researchmap.jp/xy2rbmib/

http://www.y-onishi.sakura.ne.jp/
index.html
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知識の分布について考えよう。
私たちは何を知り、何を知らないのか。それはなぜだろうか。

科 学 技 術 史

代表的な論文、著書等

❶ Iida, K. (2021) Postwar reconstruction of Japanese genetics: Kihara Hitoshi and the Rockefeller 
　 Foundation Rice Project in Cold War Asia. Historia Scientiarum 30 no.3: 176-194.

❷ Iida, K. (2020) Peaceful atoms in Japan: Radioisotopes as shared technical and sociopolitical 　 　 
　 resources for the Atomic Bomb Casualty Commission and the Japanese scientific community in 　 
　 the 1950s. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy 
　 of Biological & Biomedical Sciences 80, article # 101240. doi: 10.1016/j.shpsc.2019.101240

❸ Iida, K. and R.N. Proctor. (2018) ‘The industry must be inconspicuous’: Japan Tobacco’s corruption 
　 of science and health policy via the Smoking Research Foundation. Tobacco Control 27: e3–e11.
　 doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053971

❹ Iida, K. (2015) A controversial idea as a cultural resource: The Lysenko controversy and discussions 
　 of genetics as a ‘democratic’ science in postwar Japan. Social Studies of Science 45 no.4: 546-569.
　 doi: 10.1177/0306312715596460

❺ 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 (Cham, Switzerland: 　 　 
　 Springer I nternational), pp. 439-458. doi: 10.1007/978-3-319-12185-7_21

飯田 香穂里 准教授
Kaori Iida

筑波大卒業後、渡米。日本語教師
を経て、大学院へ。ペンシルバニア
州立大学で遺伝学博士、のちにジョ
ンズ・ホプキンス大学で科学技術
史博士号取得。2010 年に総研大
着任。助教、講師を経て、2016
年より現職。

日本科学史学会
日本科学史学会生物学史分科会
History of Science Society
International Society for the 
History, Philosophy and 
Social Studies of Biology

科学と社会の関係について私たち一
人一人が考察することは、これから
の時代ますます必要となるでしょ
う。批判的かつ柔軟な思考力で新し
い時代を切り拓いていってください。

　科学や技術は、社会の歩みとともに発展してきました。科学史の研究分野では、社会の

中において科学知識がどのように生産され、利用されてきたのかを多角的に分析します。

　私の研究テーマは多岐にわたりますが、主な関心は、日本の生物学・医学系分野の歴史

にあります。これまでの研究では、１９２０年代から１９６０年代にかけて、日本の近代化、

帝国拡大、戦後復興、冷戦等の社会背景の中、遺伝学がどのように発展してきたのかにつ

いて調査・分析してきました。最近では、原子力・放射線に関する概念がどのように形作ら

れてきたのか、その国際的な知識形成に日本がどのような役割を果たしたのかにも関心が

あります。 また、日米関係だけでなく、アジア地域との関係も視野に研究をしています。

E-mail

iida_kaori@soken.ac.jp

https://researchmap.jp/iida_k
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代表的な論文、著書等

科学という営みや科学知識の性質について分析する

科 学 哲 学

❶ Yukinori Onishi and Davide Serpico (Co-first). Homeostatic property cluster theory without 　
　 homeostatic mechanisms: Two recent attempts and their costs. Journal for General Philosophy 
　 of Science, 2021(Online-first). doi: 10.1007/s10838-020-09527-1

❷ Otávio Bueno and Yukinori Onishi (Co-first). The likelihood ratio measure and the logicality 　
　 requirement. Erkenntnis, 2020 (Online first). doi: 10.1007/s10670-019-00202-6

❸ 大西勇喜謙.(2019)「科学哲学と研究公正」『地盤工学会誌』67-9 (740): pp. 52-59.

❹ Yukinori Onishi.(2017) Defending the selective confirmation strategy. Studies in History and 　 
　 Philosophy of Science, Part A. Vol. 64: 1-10. doi: 10.1016/j.shpsa.2017.07.001

❺ 大西勇喜謙.(2012)「認識論的観点からの実在論論争」『科学哲学』44: pp. 65-81.
　 doi: 10.4216/jpssj.44.2_65

大西 勇喜謙 講師
Yukinori Onishi

2015年京都大学より博士号取得。
2015 年度より現職。
2013-2014 年度はフルブライト
奨学生としてマイアミ大学に滞在。

日本科学哲学会、科学基礎論学会、
Philosophy of Science 
Association

本専攻は、科学者との距離が近い
という点で、科学哲学を研究する
にはとても良い環境です。科学の
実践をふまえて研究したいという
人をお待ちしています。

　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。最近はデータ同化や深層

学習など、新たな研究手法の分析にも関心があります。
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http://www.y-onishi.sakura.ne.jp/
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知識の分布について考えよう。
私たちは何を知り、何を知らないのか。それはなぜだろうか。

科 学 技 術 史
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❶ Iida, K. (2021) Postwar reconstruction of Japanese genetics: Kihara Hitoshi and the Rockefeller 
　 Foundation Rice Project in Cold War Asia. Historia Scientiarum 30 no.3: 176-194.

❷ Iida, K. (2020) Peaceful atoms in Japan: Radioisotopes as shared technical and sociopolitical 　 　 
　 resources for the Atomic Bomb Casualty Commission and the Japanese scientific community in 　 
　 the 1950s. Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy 
　 of Biological & Biomedical Sciences 80, article # 101240. doi: 10.1016/j.shpsc.2019.101240

❸ Iida, K. and R.N. Proctor. (2018) ‘The industry must be inconspicuous’: Japan Tobacco’s corruption 
　 of science and health policy via the Smoking Research Foundation. Tobacco Control 27: e3–e11.
　 doi: 10.1136/tobaccocontrol-2017-053971

❹ Iida, K. (2015) A controversial idea as a cultural resource: The Lysenko controversy and discussions 
　 of genetics as a ‘democratic’ science in postwar Japan. Social Studies of Science 45 no.4: 546-569.
　 doi: 10.1177/0306312715596460

❺ 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 (Cham, Switzerland: 　 　 
　 Springer I nternational), pp. 439-458. doi: 10.1007/978-3-319-12185-7_21

飯田 香穂里 准教授
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日本科学史学会生物学史分科会
History of Science Society
International Society for the 
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Social Studies of Biology

科学と社会の関係について私たち一
人一人が考察することは、これから
の時代ますます必要となるでしょ
う。批判的かつ柔軟な思考力で新し
い時代を切り拓いていってください。
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５年一貫制博士課程

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。

●集団指導体制
学生ひとりひとりの学習と研究の進捗状況に教員全員が目を
配り指導します。学生は、指導教員（主任指導教員 1 名、
副指導教員 2 名）のみならず、その他の教員にも研究指導・
助言を求めることができます。

●先導科学考究
生物科学や科学と社会など、様々な分野の第一線で活躍さ
れている研究者を講師に招待し、年８回のセミナーを開催
しています。   学生は、講師と直接ディスカッションをしなが
ら、最新の研究動向や歴史的背景を学ぶことができます。

●副論文制度
本学の理念ともなっている広い視野を涵養するため、本専
攻では、専門分野での学位論文（主論文）とともに、副論
文の提出が学位授与の要件となっています。 
　生物科学系で主論文を書く学生は科学と社会に関する
テーマで、また科学と社会で主論文を書く学生は生物科学
に関するテーマで副論文を書きます。該当分野の教員が指
導にあたり、副論文研究をサポートします。

充実した学生支援

学生の研究活動や成果発表を充実した制度で支援します。

▶ リサーチ・アシスタント（RA)雇用制度
RA として年間授業料相当額までを支給します。

▶ ノートパソコンの貸与
全学生に研究や学習に使用するノートパソコンを貸与します。

▶ 海外移動経費支援
海外での研究成果発表、海外の研究機関での研究活動・
資料収集に伴う旅費・滞在費を支援します。

▶ 国内移動経費支援
本学他専攻や他大学院の講義を受講する際の移動経費、国
内学会での研究成果発表、基盤機関や共同利用実験施設
等での実験に伴う旅費・滞在費を支援します。

▶ 研究論文掲載費等助成
研究論文の掲載等に必要な経費を支援します。

▶ SOKENDAI 研究派遣プログラム
国内外での長期の共同研究等を支援します。

5 年一貫制博士課程
3 年次編入学

博士課程 3年次編入学も可能な柔軟さ

社会人

高度な専門性
を備えた社会人

世界で活躍
する研究者

研究者

１
２ ３

３ ４
５

５
４

学部４年卒相当

修士修了相当

博士課程修了
 松下 敦子 講師
Atsuko Matsushita

脳神経回路を形態学的に調べて
います。神経情報の質と量は、シ
ナプスの形や数など様々な形態
的要素で決まります。これらは、
微細形態から初めて具体的な数値
として得られ、回路機能の実体に
迫ることができます。また私は、
種同士を比較することで、神経回
路の多様性と普遍性に迫ろうとし
ています。

人は、ときに色眼鏡で物を見てし
まいます。対象を正しく捉えるこ
とがどれだけ大切か、観察を通し
て再認識してみませんか？ (先導科
学実習の「電子顕微鏡」を担当して
います )

志望者へメッセージ

共 同 利用機 器について

１   透過電子顕微鏡

提供技術　生物微細構造研究用の一般試料作製および免
　　　　　疫電顕用試料作製から写真撮影・画像処理まで

観察例　　昆虫の脳、複眼、表皮、鱗粉、哺乳類・魚類の神
　　　　　経系、哺乳類生殖器官など

提供技術　試料調製から画像取得まで

観察例　　マルチカラーFISH法、3D-FISH法、IF法による
　　　　　様々な生物種由来の組織、培養細胞、細胞核、染
　　　　　色体、遺伝子など

生命共生体進化学専攻では、共同研究を活性化するために、顕微鏡設備の共同利用支援を行っ
ています。 最高峰の技術の先導研ならではの機器をご紹介いたします。

2   走査電子顕微鏡

提供技術　走査電顕の一般的な生物試料作製から写真撮影
　　　　　まで　　　　　 

観察例　　昆虫（複眼、触角、翅、鱗粉など）、遺跡から出土し
　　　　　 た動植物遺物及びそのレプリカ、ガラス電極先端等

 3    共焦点レーザースキャン顕微鏡（Zeiss）

Carl Zeiss LSM510META

観察例　　シロチョウの飛翔の撮影

Photron FASTCAM-MAX, FASTCAM-MAX II

提供技術　2D/3Dイメージング、in vivo イメージング、4ch
　　　　　検出器によるマルチカラーイメージング、スペクト
　　　　　ル画像取得、同時光刺激イメージング、タイムラプス

観察例　　昆虫中枢の構造、棘皮動物の胚形成過程、棘皮動
　　　　　物の神経系、魚の中枢、胚発生過程、藻類の同時
　　　　　光刺激イメージングなど

 4    共焦点レーザースキャン顕微鏡（Nikon）

 5   高速度カメラシステム（ハイスピードカメラ）

共同利用顕微鏡設備
技術支援担当

微細神経解剖学

透過電子顕微鏡（日立 H-7650）
走査電子顕微鏡（日本電子JSM-6490LV）

Nikon Ti-E & A1Rsi

アゲハの鱗粉の走査電顕像

複眼の光受容部位の透過電顕像

。

E-mail

URL

matsushita_atsuko@soken.ac.jp

https://researchmap.jp/am9p

共同利用研究設備
http://www.esb.soken.ac.jp/
about/facility.html
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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
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全学生に研究や学習に使用するノートパソコンを貸与します。

▶ 海外移動経費支援
海外での研究成果発表、海外の研究機関での研究活動・
資料収集に伴う旅費・滞在費を支援します。
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観察例　　昆虫中枢の構造、棘皮動物の胚形成過程、棘皮動
　　　　　物の神経系、魚の中枢、胚発生過程、藻類の同時
　　　　　光刺激イメージングなど

 4    共焦点レーザースキャン顕微鏡（Nikon）

 5   高速度カメラシステム（ハイスピードカメラ）

共同利用顕微鏡設備
技術支援担当

微細神経解剖学

透過電子顕微鏡（日立 H-7650）
走査電子顕微鏡（日本電子JSM-6490LV）

Nikon Ti-E & A1Rsi

アゲハの鱗粉の走査電顕像

複眼の光受容部位の透過電顕像

。

E-mail

URL

matsushita_atsuko@soken.ac.jp

https://researchmap.jp/am9p

共同利用研究設備
http://www.esb.soken.ac.jp/
about/facility.html

研究詳細QR

共
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高い専門性と広い視野

総合・国際

教育科目群

基礎教育科目群

専門教育科目群

※ 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。

　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

生命科学

科学と社会

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

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

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

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

全学の新入生を対象とした集中講
義です。研究者を目指すすべての
人が身につけるべき技術・考える
べき問題を学ぶとともに、総研大
ならではの知的広がりに触れ、異
なる分野の人とのつながりを築く
機会となります。

総研大の生物学を主とする専攻の教
員と学生が一堂に会し学術的交流を
深める事業です。会議は英語で行わ
れます。参加学生は研究発表 ( 口頭、
ポスター ) を通じて、プレゼンテーショ
ン能力を身につけるとともに、異なる
分野との交流により、生物学をより大
きな視点で捉える機会となります。

フレッシュマンコース

研究科を超えた教育プログラム

生命科学リトリート

広い視野とコミュニケーション能力を身につけることを目的に、総合・国際教育科目群と基礎教育科目群を設置しています。

また、専門科目群として、専門性の高い科目を設置し、高い専門性を身につけるとともに、複数の分野の科目を履修するこ

とで、広い視野の涵養を目指しています。

( 写真は２０１８年度撮影 )( 写真は２０１８年度撮影 )

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

３つの科目群３つの科目群

����

学位審査

進級審査

D１
D２

D３
D４

D５

総合・国際教育科目

基礎教育科目

専門教育科目：高い専門性の修得

先導科学考究：外部講師によるセミナー

先導科学プログレス：研究の進捗・成果発表

本専攻における履修プロセスのモデル

D１（1年次） 　  ラボローテーション（複数の研究室での研究体験）や副論文
　　　　　　　　  入門の履修を通して、学位論文・副論文のテーマを決定し、
　　　　　　　　  研究計画を作成、指導教員を決定する

D２（2 年次） 　  本格的に研究を開始。
　　　　　　　  　２年次の終わりに進級審査。

D３（3 年次） 　  学位論文・副論文課題研究を進める。

D４（4 年次） 　  学位論文・副論文課題研究を進める。 
　　　　　　　  　4 年次の終わりに、副論文を提出する ( 推奨 )。

D５（5 年次）  　 学位論文を提出。 学位審査。  

指導教員、学位論文、副論文課題を決定し、
研究を進める。

学位論文・副論文課題研究を進める。
4 年次の終わりに、副論文を提出する ( 推奨 )。

学位論文を提出。 学位審査。  

■ 5 年一貫制博士課程1年次入学

5 年一貫制博士課程 1年次入学

年次 ■ 5 年一貫制博士課程 3 年次編入学

5 年一貫制博士課程 3 年次編入学

フレッシュマンコース
ラボローテーション
副論文入門など

学位論文・副論文課題の決定
進級審査

学位論文・副論文課題研究
【3年次編入学】
フレッシュマンコース
指導教員決定

学位論文・副論文課題の決定

学位論文研究実施、
学位論文を提出

学位論文・副論文課題研究
実施、副論文の提出 (推奨 )

広い視野とコミュニ
ケーション能力の修得



高い専門性と広い視野

総合・国際

教育科目群

基礎教育科目群

専門教育科目群

※ 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。

　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

生命科学

科学と社会

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

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

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

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

全学の新入生を対象とした集中講
義です。研究者を目指すすべての
人が身につけるべき技術・考える
べき問題を学ぶとともに、総研大
ならではの知的広がりに触れ、異
なる分野の人とのつながりを築く
機会となります。

総研大の生物学を主とする専攻の教
員と学生が一堂に会し学術的交流を
深める事業です。会議は英語で行わ
れます。参加学生は研究発表 ( 口頭、
ポスター ) を通じて、プレゼンテーショ
ン能力を身につけるとともに、異なる
分野との交流により、生物学をより大
きな視点で捉える機会となります。

フレッシュマンコース

研究科を超えた教育プログラム

生命科学リトリート

広い視野とコミュニケーション能力を身につけることを目的に、総合・国際教育科目群と基礎教育科目群を設置しています。

また、専門科目群として、専門性の高い科目を設置し、高い専門性を身につけるとともに、複数の分野の科目を履修するこ

とで、広い視野の涵養を目指しています。

( 写真は２０１８年度撮影 )( 写真は２０１８年度撮影 )

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

３つの科目群３つの科目群

�3��

学位審査

進級審査

D１
D２

D３
D４

D５

総合・国際教育科目

基礎教育科目

専門教育科目：高い専門性の修得

先導科学考究：外部講師によるセミナー

先導科学プログレス：研究の進捗・成果発表

本専攻における履修プロセスのモデル

D１（1年次） 　  ラボローテーション（複数の研究室での研究体験）や副論文
　　　　　　　　  入門の履修を通して、学位論文・副論文のテーマを決定し、
　　　　　　　　  研究計画を作成、指導教員を決定する

D２（2 年次） 　  本格的に研究を開始。
２年次の終わりに進級審査。

D３（3 年次） 　  学位論文・副論文課題研究を進める。

D４（4 年次） 　  学位論文・副論文課題研究を進める。 
　　　　　　　  　4 年次の終わりに、副論文を提出する ( 推奨 )。

D５（5 年次）  　 学位論文を提出。 学位審査。  

指導教員、学位論文、副論文課題を決定し、
研究を進める。

学位論文・副論文課題研究を進める。
4 年次の終わりに、副論文を提出する ( 推奨 )。

学位論文を提出。 学位審査。  

■ 5 年一貫制博士課程1年次入学

5 年一貫制博士課程 1年次入学

年次 ■ 5 年一貫制博士課程 3 年次編入学

5 年一貫制博士課程 3 年次編入学

フレッシュマンコース
ラボローテーション
副論文入門など

学位論文・副論文課題の決定
進級審査

学位論文・副論文課題研究
【3年次編入学】
フレッシュマンコース
指導教員決定

学位論文・副論文課題の決定

学位論文研究実施、
学位論文を提出

学位論文・副論文課題研究
実施、副論文の提出 (推奨 )

広い視野とコミュニ
ケーション能力の修得



2023 年 4 月 移行

先端学術院についての詳細は、こちらの Web サイトをご覧ください ▶

20
総研大は、2023年4月に
先端学術院へ移行します。

高度に専門的な教育リソ
ースを、分野を超えて柔
軟に活用できる体制を構
築し、専門分野を超えて

新たな地平を創造する、次
世代の研究者育成を目指し

ます。

総合研究大学院大学は、
大学共同利用機関等世界
トップクラスの研究機関
を基盤とする、大学院大
学です。　

世界最先端の研究拠点を
教育の現場として、高い専
門性を持った博士人材を育
成します。　

https://next20.soken.ac.jp/

先端学術院について

総合研究大学院大学　
先端学術院2023

現在の 6 研究科
現在の20専攻

地域文化学

比較文化学

国際日本研究

日本歴史研究

日本文学研究

構造分子科学

機能分子科学

天文科学

核融合科学

宇宙科学

加速器科学

物質構造科学

素粒子原子核

統計科学

極域科学

情報学

遺伝学

基礎生物学

生理科学

生命共生体進化学

現在の6研究科

文化科学

先導科学

高エネルギー
加速器科学

物理科学

複合科学

生命科学

先端学術院
先端学術院が基盤とする研究機関

国立民族学博物館
National Museum of Ethnology

国際日本文化研究センター
International Research Center for Japanese Studies

国文学研究資料館
National Institute of Japanese Literature

分子科学研究所
Institute for Molecular Science

国立天文台
National Astronomical Observatory

統計数理研究所
The Institute of Statistical Mathematics

宇宙科学研究所
Institute of Spacec and Astronautical Science

統合進化科学研究センター
Research Center for Integrative Evolutionary Science

人類文化研究

統合進化科学

国際日本研究

日本歴史研究

日本文学研究

日本語言語科学

総合地球環境学

分子科学

天文科学

核融合科学

宇宙科学

加速器科学

物質構造科学

素粒子原子核

統計科学

極域科学

情報学

遺伝学

基礎生物学

生理科学

20コース

Accelerator Laboratory / Applied Research Laboratory
加速器研究施設・共通基盤研究施設

国立極地研究所
National Institute of Polar Research

基礎生物学研究所
National Institute for Basic Biology

国立国語研究所
National Institute for Japanese Language and Linguistics

核融合科学研究所
National Institute for Fusion Science

物質構造科学研究所
Institute of Materials Structure Science

素粒子原子核研究所
Institute of Particle and Nuclear Studies

国立情報学研究所
NationalInstitute of Informatics

国立歴史民俗博物館
National Museum of Japanese History

生理学研究所
National Institute for Physiological Science

総合地球環境学研究所
Research Institute for Humanity and Nature

国立遺伝学研究所
National Institute of Genetics

LINK THE WORLD!

刻々と変化する学術分野の動向や社会の要請を踏まえ、複合的・融合的な課題に取り組む研究者人材を育成

していくには、高度に専門的な教育リソースを、分野を超えて柔軟に活用できる体制を構築する必要がありま

す。 そのため総研大は、6 研究科の体制を見直し、2023 年 4 月より、1 つの先端学術院のもとに 20 コース

を設置する予定です。  さらに、総合地球環境学研究所と国立国語研究所も、新たに加わります。

従来、初夏と冬の年 2 回、葉山キャンパスにてオープン

キャンパス及び専攻説明会を実施しておりましたが、新

型コロナウィルス感染症拡大防止のため、2020 年度か

らオンラインで実施しております。

　また、希望に応じて個別に体験入学や個別の進学相談、

研究室訪問を随時受け付けております。

��

専攻説明会の流れ◎ 2022 年 5月14日（土）

 「大学院で学ぼう！研究最前線」

講演会・入試説明会（オンライン）

◎ 2022 年 8月19日（金）

前期オープンキャンパス

 （オンライン）

◎ 2022 年 11月12 日（土）
講演会・入試説明会（オンライン）

◎ 2023 年1月6日（金）

後期オープンキャンパス（実施方法未定）

総研大の概要説明
↓

専攻の概要説明
↓

カリキュラム /入試に関する説明
↓

個別相談

詳細はホームページ  　 （http://www.esb.soken.ac.jp/index.html）にてご確認ください。その他、専攻説明会など

2022 年度 専攻説明会スケジュール

2022年度
オープンキャンパス

専攻説明会

2022年度
オープンキャンパス

専攻説明会

総合研究大学院大学 先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 担当
TEL.046-858-1577    e-mail : hayamajimu@ml.soken.ac.jp

研究科・専攻に
関する

お問い合せ

講演会・説明会の詳細・申込：　
http://www.esb.soken.ac.jp/admissions/briefing_detail.html

総研大・先導科学研究科
生命共生体進化学専攻

2021年度 大学院で学ぼう！ 研究最前線

13：00～ 15：00
講 演「生命共生体進化学専攻における研究の最前線」

15：10～ 16：00
生命共生体進化学専攻説明会
（大学概要／専攻概要／カリキュラム・入試説明／研究室紹介）

16：00～　個別相談

「 大学院生との研究とは？ サンゴ、地衣類、ヒトの皮膚、ウミヘビの研究からの紹介 」
進化生物学分野　助教　寺 井　洋 平　　

「 昆虫脳の性はどう決まるのか？ ～進化・多様性の観点から～ 」
行動生物学分野　助教　渡 邊　崇 之　　

「 細胞培養とオノマトペ；実験室でのフィールドワークから 」
科学と社会分野　助教　鈴木　和歌奈　　

［SAT］
13：00~17：00

2021年

参加料無料、要事前登録。

どなたでも参加できます。

講演会・説明会 オンライン開催

11月13日 2021年 11月12日［FRI］12：00
事前申込締切

第1部

第2部

��
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― 総研大に進学した動機は？

子どもの頃から、生物の進化に興味があ

りました。学部を卒業して大学院に進むと

いう段階で、特に進化の理論に興味があっ

て、日本で進化の理論ができるのはどこ

か、と考えたら総研大かな、と思い進学

を決めました。特に進化の理論は、やっ

ているところが他にそんなにないですし。

－ どんな研究を？

深海に住んでいるハオリムシという変な生

きものがいて、体内でバクテリアと共生し

ています。そのバクテリアがホストに対し

て、どう協力するかという共生関係の進化

の理論モデルについての研究をしていまし

た。

－ 一番つらかったのは？

のびのびとやらせてもらっていたし、先生

や他の研究者との関係も良好で、正直障

害らしい障害はなかったですね。D4 の時

に研究とは関係なくなんですが、スズメ

バチに刺されて、2 週間くらいずっと寝込

んだことくらいですね。最初に投稿した論

文の校正作業中でした。

－ 研究成果は？

自分の持ち込んだテーマで研究を進め

て、憧れでもあった著名な国際誌「The 

American Naturalist」に掲載されるまで

行きつけたことが、一番の成果かなと思っ

ています。D２で投稿して、D５になって掲

載されました。ちょっと長くかかりましたけ

どね ( 笑 )。

－ 総研大のメリットは？？

学部直結でないので、授業で時間が取

られることもあまりなく、先生や先輩も

気軽に議論してもらえるとことがとてもい

いです。時間を気にせず、部屋に乗り込

んでいってもちゃんと相手をしてもらえま

す。

－ 一番の思い出は？

D4 の時、オーストリアのウィーンの研究機関、

IIASA（International Institute for Applied

　Systems Analysis） に 2 週間程度滞在して

その後、著名な研究者と共同研究をする機会

を得ました。自分の研究者としてのキャリア

を考えると、英語で研究の議論をする能力も

鍛えられたし、良かったです。

やりたいことやテーマが決まっていて入ったとしても、その学問分野でのフレームワークに合わせて実現可能な形に持って行くのは容
易ではないです。そのプロセスは、困難も多くて、へこむことも多いです。   でも、それを超えた先には、自分だけのものが現れてく
るので、そのプロセスを楽しんで欲しいですね。

－ 葉山キャンパスはどうだった？

研究環境としては、とてもいい環境でした。

周りに何も誘惑はないですし（笑）。キャンパ

スにいる人で、学内で鍋をしたり、餅つき大

会があったり、春と秋にはBBQをしたり、イ

ベントもよくありました。そういう時に雑談も、

研究の話もします。色々な分野の先生が、

小さなキャンパスにいらっしゃるので、違う

分野の先生や先輩と話をする事で、分野ご

との文化の違いが感じられていい刺激になっ

たと思います。葉山キャンパスは緩やかに日

常と研究が繋がっている感じでしたね。

― 総研大に進学した動機は？

ある時期に「銃・病原菌・鉄」という本
を読んで、ヒトを考古学的、人類学的、
歴史学的にといろんな方向で見ることがで
きるということを、面白いと思っていまし
た。自分がやりたいキーワードを洗い出し
た時、進化とか受容体というのが挙がり、
元々ヒトに興味がありましたし、研究でき
る分野が幅広いということから、この専
攻を選びました。

－ 学生生活は？

学生は少ないですが、いろんな分野の人
と仲良くなれて良かったです。違う分野の
人って、普通の大学だとキャンパスが違っ
たりして、会うこともないのですが、総研
大は、同じ階とか近くに、違う分野の人
がいるので、「今何してるの？」みたいな
話を気軽にできて、良かったなと思います。
院生がいる「院生室」もラボの違う人を
ごちゃごちゃに並べて交流させる、という
配慮があるらしいです。

－ 研究生活は？

自分がやりたいことを、どんなフレームワー

クに落とし込むのか、最初から分かってい

る人ってなかなかいないものです。動き始

めて、何ができないかに気付き、自分が

できることが分かり、試行錯誤しながら

ちょっとずつ形を作っていった感じでした。

もやもやだったものが、一つの像を結び、

解像度が上がっていくという感じでした。

－ 総研大らしさって？

狭く深くという方向にだけ縛られず、脇の可能性に
ついて認識して研究を進めるのはいいことだと思い
ます。一般的に高校ぐらいから、文系理系に分け
られますが、ヒトを研究している私は、文理どち
らの考え方も好きなんです。総研大では文系のレ
クチャーにも参加させてもらって、様々な気付きが
ありました。あるレクチャーでは、北海道の博物
館に出向いて、どのような展示をしているのかを見
せてもらったり、四国で民俗学の先生が先導して
下さって博物館巡りをしたり、直接自分の研究分
野につなげることは難しいですが、視野はとて
も広がりましたね。

－ 葉山キャンパスの印象は？

最初に来た時には、バスにのって山の中に

入っていくので、ドキドキしました（笑）

研究生活って、結果が出なくて苦しいとき

も多くて、別の刺激を入れて発散するには、

一旦山を下りなきゃいけないです。お散歩

したりすると、夕焼けが綺麗だったりして、

気分転換にはいいですね。こぢんまりとし

た環境は、気に入っていました。

－ 修了後は？

ヒトの多様性が面白いと思っています。遺伝的
な多様性、文化的な多様性の両方が関わって
いるのがヒトの面白い特性です。遺伝的な多
様性はものすごく低いのにヒトが何故、こんな
に世界中に生息域が広がって、類人猿の中で
一番生息域を拡大したのか、というのが非常
に面白いところです。今後もこの方向性で研究
を続けたいと思います。

生命共生体進化学専攻　岩﨑 理紗さん

朝来ていきなり論文読みにいったりする日も
あれば、解析の続きをするっていう日もあり
ます。解析に行き詰まったりすると、一旦寝
かせて、ラウンジでお茶を淹れに行ったり。
キッチンがあるので、食材を持ち寄って、
友達と紅茶入りパンを作ったり、ポップ
コーンを作ったりもしていましたね。

総研大に入学することを考えている人へ

Message to you

生命共生体進化学専攻　佐藤 正都さん
葉山キャンパスはとても充実感があり、人間としての成長の場となり将来への強味となりました。
わたしは唯一無二な特殊な環境下で独自の研究を続けたいと…感謝を記したいです。

研究で滞在したハプスブルグ家の離宮を研究所にした建物。

先導研の国際共同プロジェクトでは、学生でも海外の著名な研究者と共同研究ができる機会がある。

～総研大葉山キャンパスの学生のリアルな声を聞く～

2021.03.24 修了

2021.03.24 修了

2020年度 修了生へのインタビュー

自分のやりたいことをやるのにここに来た方がいいと思った人は是非来て欲しいです。基本的
に、一貫性の博士課程で、目標とするのは一人の自立した研究者になること。そういう心構
えが出来ている人なら、幸せになれると思います。私自身は、このまま研究者としてアカデミッ
クにいたいと思います。生物の進化の謎を全て解き明かしたい、というのが一番大きな目標
ではあります。
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葉山キャンパスアクセスマップ

●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
　　　逗16系統・逗26系統「国際村センター」行き、「湘南国際村センター前」下車
　　　乗車時間：約 29 分　

　・京浜急行逗子線逗子・葉山駅南口下車　　
　　◆京急バス①番乗り場より
　　　逗16系統・逗26系統「国際村センター」行き、「湘南国際村センター前」下車
　　　乗車時間：約 27分　

　・京浜急行本線汐入駅下車
　　◆京急バス②番乗り場より
　　　汐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 34分　

　・横浜駅より高速バス
　　◆横浜シティ・エア・ターミナル（YCAT）
　　　Y5 番乗り場　横須賀西部行き（「電力中央研究所」（平日）、
　　　「佐島マリーナ入口」（土休日）行きバス）、「湘南国際村センター前」下車
　　　乗車時間：約 45 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

　　・横浜横須賀道路（有料）「横須賀インター」より
　　　出口より１分、交差点鎌倉葉山方面へ右折、直進約８分、
　　　「湘南国際村センター入口」交差点を左折約1分
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総合研究大学院大学

京浜急行バス詳細

YCAT高速バス詳細

※ 2021年４月１日 時点の情報です。
詳細は各バス会社 HP 乗換案内よりご確認下さいませ。

注 )「湘南国際村センター前」下車徒歩 3 分、
　　 「湘南国際村つつじが丘」下車徒歩 8 分、
　　 「湘南国際村間門沢調整池」下車徒歩10 分
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　　　乗車時間：約 34分　

　・横浜駅より高速バス
　　◆横浜シティ・エア・ターミナル（YCAT）
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　　・横浜横須賀道路（有料）「横須賀インター」より
　　　出口より１分、交差点鎌倉葉山方面へ右折、直進約８分、
　　　「湘南国際村センター入口」交差点を左折約1分
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