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本報告書について

本報告書は、学融合推進センターの改組による Web サイトの廃止に伴い、
2018 年 3 月末日に Web サイトに掲載された内容を報告書としてまとめた物で
ある。
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公募型研究事業
これまでの公募型研究事業
学融合推進センターでは、平成22 年4 ⽉の組織再編以降、学際的分野、専攻横断的分野など、学融合 を⽬指した学内共同研究の⽀援
を実施してきました。
平成26 年度の新規公募において、総研⼤が今後推進する「異分野連繋」「社会連携」「基盤機関連係」 「国際連携」の4 つのキー
ワードを軸として、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、並びに社会に貢献する先導的学問分野の開拓を⽬
的に、既存の⽀援事業の枠組みを再編すること となりました。すなわち、これまでの「戦略的共同研究Ⅰ」、「戦略的共同研究Ⅱ」、
「育成型共同研究⽀援」 の各事業を統合、整理し、『グローバル共同研究』と『学融合共同研究』として位置付けを新たにしました。
平成29 年度より、本学の教育⽬標である「⾼い専⾨性」と「広い視野」、「国際的な通⽤性」を推進し、か つ本学の教育に資する異
分野連繋型共同研究を⽀援するため、『萌芽的共同研究⽀援』として位置 付けを新たにし、新規研究課題の公募を開始しました。

これまでの研究事業による⽀援
2011-2013年度
予算：6,900万円（2010年度）8,550万円（2011年度）8,653万円（2012年度）7,000万円（2013年度）
事業枠：公募型共同研究、若⼿研究者研究⽀援、⼥性研究者研究⽀援、戦略的共同研究III、育成型共同研究⽀援（2013年度〜）、論⽂
出版費助成、学融合研究事業のありかた検討会（2012年12⽉3⽇；学術総合センターにて）、研究プロジェクト企画会議（2013年度
〜）
2014-2016年度
予算：4,970万円（2014年度）4,368万円（2015年度）
事業枠：戦略的共同研究Ⅰ（継続分；〜2014年度、 2013年度〜 2015年度）、育成型共同研究⽀援（継続分；2013年度〜2015年度）、
グローバル共同研究、学融合共同研究、論⽂出版費助成、研究プロジェクト企画会議（ 〜2015年度）、萌芽的研究会開催⽀援（ 2015
年度〜 ）
2017年度
予算：1,550万円（2017年度）
事業枠：萌芽的共同研究、異分野連繋活動⽀援、萌芽的研究会開催⽀援、論⽂出版費補助、学融合特別共同研究、異分野連繋研究、論
⽂掲載費等助成

過去の採択課題代表者インタビュー
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過去の採択課題⼀覧
事業枠

研究課題名

専攻

研究代表者

実施期間

公募型共同研究

⽇本中世・近世における「職⼈尽絵」の解明と都
市⾵俗のE-learning教材化

⽇本⽂学研究専攻

⼤⾼ 洋司

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

素粒⼦物理学における⾼精度演算専⽤システムの
開発研究

加速器科学専攻

⽯川 正

H22~H23(2カ
年)

公募型共同研究

⾼強度場の物理と真空の多様性

素粒⼦原⼦核専攻

磯暁

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

ビッグバン以前の宇宙を探る科学衛星に向けた⼩
型地上観測実験

素粒⼦原⼦核専攻

⽥島 治

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

南極湖沼⽣態系における光合成⽣物集合体の形
態・構造および機能の多様性

極地科学専攻

⼯藤 栄

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

ガン遺伝⼦増幅の機構は、遺伝⼦進化の機構⾜り
得るか?

基礎⽣物学専攻

堀内 嵩

H22(1カ年)

公募型共同研究

島移植をモデル系とした機械―化学応答細胞死の
イメージングサイエンス

⽣理科学専攻

永⼭ 國昭

H22(1カ年)

公募型共同研究

⽣物の⾚外線センシングメカニズムの基礎的調査
研究

⽣命共⽣体進化学専攻

渡邊 正勝

H22(1カ年)

公募型共同研究

資源利⽤と環境に関する学融合的研究:狩猟採集か
ら⾷料⽣産への⽣業の変化と社会

⽣命共⽣体進化学専攻

本郷 ⼀美

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

視覚的判断に関わる脳内機構の解明―モデル⽣物
研究との融合による神経⾏動学の新展開をめざし
て―

⽣命共⽣体進化学専攻

⽊下 充代

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

分野を越境した学術対話⼿法の開発と評価

メディア社会⽂化専攻

加藤 浩

H23~H24(2カ
年)

公募型共同研究

科学広報と学術コミュニケーション

H23~H24(2カ年)

森⽥ 洋平

加速器科学専
攻

公募型共同研究

脳の進化―⼤脳新⽪質の起源を尋ねて―

H23~H24(2カ年)

平⽥ たつみ

遺伝学専攻

公募型共同研究

ガン遺伝⼦増幅の機構は、遺伝⼦進化の機構⾜り
得るか?

H23(1カ年)

渡邊 孝明

基礎⽣物学専
攻

公募型共同研究

脳の左右⾮対称性:その⽣理的意義と発⽣学的およ
び進化学的側⾯

H23~H24(2カ年)

重本 隆⼀

⽣理科学専攻

公募型共同研究

膵島移植をモデル系とした機械―化学応答細胞死
のイメージングサイエンス

⽣理科学専攻

富永 真琴

H22~H24(3カ
年)

公募型共同研究

糖鎖集合状態の変化による幹細胞近接場制御

⽣理科学専攻

池中 ⼀裕

H23~H25(3カ
年)

公募型共同研究

温度感受性の進化⽣物学

⽣命共⽣体進化学専攻

颯⽥ 葉⼦

H23~H24(2カ
年)

公募型共同研究

模擬宇宙線を⽤いた実験室宇宙科学の展開

加速器科学専攻

⾼⼭ 健

H24~H25(2カ
年)

公募型共同研究

科学広報と学術コミュニケーション

学融合推進センター

平⽥ 光司

H24(1カ年)

戦略的共同研究I

⼿話⾔語学を世界へつなぐ―メディア発信とelearning開発に向けて―

⽐較⽂化学専攻

菊澤 律⼦

H24~H26(3カ
年)

戦略的共同研究I

在ハワイの⽇本歴史・⽂化資料をめぐる国際共同
研究―ハワイにおける⽇本⽂化の受容

⽇本歴史研究専攻

⼤久保 純⼀

H24~H26(3カ
年)

戦略的共同研究I

観相資料の学際的研究

⽇本⽂学研究専攻

相⽥ 満

H24~H26(3カ
年)

戦略的共同研究I

テクノロジーアセスメント報告の試作―ヒト全ゲ
ノム解読の時代の社会的課題を例に

遺伝学専攻

井ノ上 逸郎

H24~H25(2カ
年)

戦略的共同研究I

惑星科学と⽣命科学の融合:⽣命概念の普遍化をめ
ざして

⽣命共⽣体進化学専攻

⻑⾕川 眞理⼦

H24~H26(3カ
年)

戦略的共同研究I

「料理」の環境⽂化史:⽣態資源の選択、収奪、消
費の過程が環境に与えるインパクト

地域⽂化学専攻

野林 厚志

H25~H26(2カ
年)
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戦略的共同研究I

ニュー・ミュージオロジーの確⽴のための研究

地域⽂化学専攻

⽵沢 尚⼀郎

H25~H26(2カ
年)

戦略的共同研究I

⾃然界の様々なスケールに現れる⾼エネルギー
ジェット現象の解明

素粒⼦原⼦核専攻

板倉 数記

H25~H26(2カ
年)

戦略的共同研究I

温度感受システムの進化⽣理学―無脊椎動物を
ターゲットとして―

⽣命共⽣体進化学専攻

颯⽥ 葉⼦

H25~H26(2カ
年)

戦略的研究プロジェクト・
戦略的共同研究II

現⽣⼈類の拡散による遺伝⼦と⽂化の多様性創出
に関する総合的研究

遺伝学専攻

⻫藤 成也

H22~H25(4カ
年)

戦略的研究プロジェクト・
戦略的共同研究II

⽣命科学の発展がもたらす社会的課題とその対応
策の基盤構築

⽣命共⽣体進化学専攻

⻑⾕川 眞理⼦

H22(1カ年)

戦略的研究プロジェクト・
戦略的共同研究II

⽇本における諸科学の変成と基礎概念の検討―分
理融合の有効性をさぐる

国際⽇本研究専攻

鈴⽊ 貞美・稲賀 繁美

H23~H25(3カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

宇宙論を使った超対称荷電粒⼦の検証

素粒⼦原⼦核専攻

郡 和範

H22~H23(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

ガラス転移現象におけるフラジリティの物理的起
源の解明

機能分⼦科学専攻

⾦鋼

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

成層圏⽔蒸気が地球気候を左右する~南極昭和基地 極域科学専攻
での⽔蒸気ゾンデ観測の提案~

冨川 喜弘

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

⽪膚感覚に基づいた反射運動の発達における糖タ
ンパク質輸送系の役割の解明

遺伝学専攻

浅川 和秀

H22~H23(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

粘液細胞と繊⽑細胞の分化プログラムの解明

遺伝学専攻

森本 充

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

始原⽣殖細胞における発⽣コアシグナル伝達ネッ
トワークのシステム⽣物学的解析

基礎⽣物学専攻

佐藤 昌直

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

⽣体内上⽪構造の細胞学的解析とセカンドメッセ
ンジャーシグナル

基礎⽣物学専攻

鈴⽊ 誠

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

形態視に関わる網膜神経節細胞の同定:より精巧な
越シナプス神経回路トレース法の確⽴

⽣理科学専攻

森 琢磨

H22~H23(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

⼤型哺乳類における⾏動⽣態学と⽐較認知科学の
融合

⽣命共⽣体進化学専攻

沓掛 展之

H22~H23(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

統合的新分野形成過程の理論的検証:「統合⽣命科
学」を例として

学融合推進センター

⾒上 公⼀

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

ミドリムシの光集合応答を制御するプテリン様セ
ンサーの同定

学融合推進センター

松永 茂

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

⻄アジア乾燥地帯における農耕および遊牧の発⽣
と環境変化

学融合推進センター

那須 浩郎

H22~H23(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

C型肝炎⻑期経過を予測するためのシュミレータ
の開発

学融合推進センター

中林 潤

H22(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

3次元局所特徴によるボリュームデータの分類に関 メディア社会⽂化専攻
する研究

鈴⽊ ⼀史

H23~H24(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

複核希⼟類錯体による酸素還元触媒の開拓

構造分⼦科学専攻

⼤津 英揮

H23(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

次世代CMB偏光実験に⽤いる超伝導検出器に適応
可能なミリ波偏光源の開発

素粒⼦原⼦核専攻

⻑⾕川 雅也

H23(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

複合的アプローチを⽤いた中⼼体複製の分⼦機構
の解析

遺伝学専攻

北川 ⼤樹

H23~H24(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

⾷物連鎖のメタゲノム解析:⾷性適応の遺伝基盤解
明にむけて

遺伝学専攻

北野 潤

H23~H24(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

共⽣応答におけるカルシウムイオン動態のイメー
ジング解析

基礎⽣物学専攻

武⽥ 直也

H23(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

レーザー光技術を⽤いた脳内グリア細胞の活性化
による⽣理機能の解明

基礎⽣物学専攻

檜⼭ 武史

H23(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

太陽系外惑星からastrobiologyへ

学融合推進センター

眞⼭ 聡

H23~H24(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

近世有職故実の展開と伝播に関する基礎的研究

⽇本⽂学研究専攻

⻄村 慎太郎

H24(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

⽣体分⼦の⾃⼰組織化過程の時間分解観察を可能
にするモデル脂質⼆分⼦平⾯膜系の構築

構造分⼦科学専攻

⽊村 哲就

H24(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

最終氷期以降における東南極氷床の融解:その量・
速度の定量的復元

極域科学専攻

菅沼 悠介

H24~H25(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

沿岸ポリニヤにおける海氷⽣産量データの⾼度化

極域科学専攻

⽥村 岳史

H24(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

ショウジョウバエにおけるmiRNA遺伝⼦と標的遺
伝⼦の共進化の検証

遺伝学専攻

野澤 昌⽂

H24~H25(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

ヘパラン硫酸微⼩構造(HSNS)によるWntシグナル
の制御

基礎⽣物学専攻

三井 優輔

H24~H25(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

分散と社会性の共進化ダイナミクスの解明

⽣命共⽣体進化学専攻

⼤槻 久

H24(1カ年)

若⼿研究者研究⽀援

複合的災害を巡る社会構造と⾔論に関する科学技
術社会論的研究~格差の構造に注⽬して

⽣命共⽣体進化学専攻

標葉 隆⾺

H24~H25(2カ
年)

若⼿研究者研究⽀援

学習過程における志向性の変遷を可視化する学習
⽀援ツールの開発

学融合推進センター

⼭⽥ 雅之

H24(1カ年)

⼥性研究者研究⽀援

計算機の進展による数理的⼿法の分析

加速器科学専攻

湯浅 富久⼦

H22~H23(2カ
年)
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Web閲覧時のユーザ⾏動情報に基づくWebユーザ
ビリティ問題の「⾒える化」に関する研究
ドーパミン代謝系酵素のショウジョウバエ⾃然集
団における発現・⾏動解析

統計科学専攻

松井 知⼦

遺伝学専攻

⾼橋 ⽂

⼥性研究者研究⽀援

ゼブラフィッシュ近交系のTILLINGライブラリー
作成系の確⽴

遺伝学専攻

新屋 みのり

H22~H24(3カ
年)

⼥性研究者研究⽀援

鱗翅⽬チョウ類のオプシンにおける遺伝⼦重複と
⾊覚の変化

学融合推進センター

粟⽥ ひろ⼦

H22~H23(2カ
年)

⼥性研究者研究⽀援

東地中海地域の聖者信仰にみる、⼀神教徒の共存
の様態についての⼈類学的研究

学融合推進センター

菅瀬 晶⼦

H22(1カ年)

⼥性研究者研究⽀援

階層的銀河形成理論が予測する銀河の⾊等級図の
理論計算とその系統的分析

天⽂科学専攻

⽣⽥ ちさと

H23~H24(2カ
年)

⼥性研究者研究⽀援

真⾻⿂類2分⼦種AR遺伝⼦による雄性形質発現の
分⼦機構

基礎⽣物学専攻

荻野 由紀⼦

H23~H24(2カ
年)

⼥性研究者研究⽀援

未分化細胞マーカーであるRex1遺伝⼦のマウス胚
および成体組織における発現局在

基礎⽣物学専攻

豊岡 やよい

H23~H24(2カ
年)

⼥性研究者研究⽀援

界⾯電⼦移動反応を利⽤した⽔の完全光分解シス
テムの創成

構造分⼦科学専攻

近藤 美欧

H24~H25(2カ
年)

⼥性研究者研究⽀援

被⼦植物の花粉管極性伸⻑に関わるレセプター様
キナーゼ遺伝⼦変異体の表現型解析

遺伝学専攻

宮崎 さおり

H24(1カ年)

育成型共同研究⽀援

科学技術コミュニケーションの実践知理解に基づ
くディスカッション型教育メソッドの開発

情報学専攻

坊農 真⼸

H25~H26(3カ
年)

グローバル共同研究

失われた⽣態システムの多様性解明に向けた古代
DNA研究の展開

統計科学専攻

⾜⽴ 淳

H26~H28(3カ
年)

学融合共同研究

細胞建築の博物学

遺伝学専攻

⽊村 暁

H26~H27(2カ
年)

学融合共同研究

⽇本列島⼈の起源

遺伝学専攻

斎藤 成也

H26~H27(2カ
年)

学融合共同研究

極域湖沼から探る⽣態系態系のメジャートランジ
ション

⽣命共⽣体進化学専攻

佐々⽊ 顕

H26~H27(2カ
年)

学融合共同研究

有害捕獲された野⽣動物の利⽤とその過程で起こ
る諸問題の検討ーカラスを例としてー

学融合推進センター

塚原 直樹

H26~H27(2カ
年)

学融合共同研究

新たな量⼦物理量の基礎の探求と精密測定への応
⽤

素粒⼦原⼦核専攻

筒井 泉

H26~H27(2カ
年)

学融合共同研究

社会と研究のインターフェースとしての展⽰に関
する総合的研究

地域⽂化学専攻

佐藤

浩司

H27~H28(2カ
年)

学融合共同研究

動物が「⾒えない光」を受容するメカニズム－化
学と⽣理学を融合したアプローチ－

構造分⼦科学専攻

古⾕

祐詞

H27~H28(2カ
年)

学融合共同研究

⼤型科学施設の連携で切り拓く表⾯の科学

加速器科学専攻

都丸

隆⾏

H27~H28(2カ
年)

学融合共同研究

オーロラと⼈間社会の過去・現在・未来

極域科学専攻

⽚岡

⿓峰

H27~H28(2カ
年)

学融合共同研究

⾃然界の蛍光の世界を理解する〜光情報解析と⽣
物学的解析の融合〜

情報学専攻

佐藤いまり

H27~H28(2カ
年)

学融合共同研究

総研⼤の研究者および研究を俯瞰的に把握するた
めの情報統合の研究

情報学専攻

武⽥

英明

H27~H28(2カ
年)

学融合共同研究

動物福祉学の確⽴に向けた⽂理融合研究－ニワト
リをモデルとして－

基礎⽣物学専攻

新村

毅

H27~H28(2カ
年)

萌芽的共同研究

太陽系⾒聞録の作成と発信―太陽系の起源と進化
の統合的理解に向けて―

複合科学研究科
極域科学専攻

⼭⼝

亮

H29(1カ年)

萌芽的共同研究

⽣物界を超えた遺伝⼦発現調節因⼦trans-kingdom
interfering RNAの探索

⽣命科学研究科
基礎⽣物学専攻

新美

輝幸

H29(1カ年)

萌芽的共同研究

抗体の糖鎖修飾をモデルとした糖転移酵素の細胞
内局在の探査

物理科学研究科
機能分⼦科学専攻

加藤

晃⼀

H29(1カ年)

萌芽的共同研究

アゲハチョウの眼外紫外光受容タンパク質と⽣殖
⾏動との連関

物理科学研究
構造分⼦科学専攻

塚本

寿夫

H29(1カ年)

萌芽的共同研究

⽣物の紫外線の利⽤と蛍光の⽣物学的意味を理解
する〜光情報解析と⽣物学解析の融合〜

先導科学研究科
⽣命共⽣体進化学専攻

寺井 洋平

H29(1カ年)

センター⻑裁量⽀援研究

天変地異と⼈間社会の変遷：⾔葉の在り⽅と世界
の在り⽅

複合科学研究科
極域科学専攻

⽚岡

H29(1カ年)

⼥性研究者研究⽀援
⼥性研究者研究⽀援

5

⿓峰

H22~H23(2カ
年)
H22~H23(2カ
年)
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ߦޔ㊀ࠗࠝࡦⴣ⓭ࠗࡌࡦ࠻ߦ߅ߡᅤߦߒߡࠢࠜࠢࠣ࡞ࠝࡦࡊ࠭ࡑ߇↢ᚑߔࠆ
ߩ߆ߣ߁㔍ߦኻߒߡޔ㜞ᒝᐲ႐ߩ‛ℂ߆ࠄࠕࡊࡠ࠴ߒߡ߈ߚᧄޔߡߒߘޕቇⲢวࡊ
ࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߪޔ㜞ᒝᐲ႐ߩ‛ℂߩౖဳ⊛ߥࠍၮ␆⊛ߥㇱಽ߆ࠄជࠅߎߒߩߘޔታ㛎
⊛ߥᬌ⸽ߩน⢻ᕈ߹ߢ⼏⺰ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
 ߎࠇએᄖߦ߽☸ࠬࠣ࠶ࡅޔሶߩ⾰㊂߆ࠄ␜ໂߐࠇࠆ⌀ⓨߩਇቯᕈߣࡊࡦࠢ‛ℂߩ㑐
ଥᤨޔ㑆ߣߣ߽ߦᜰᢙ㑐ᢙ⊛ߦ⤘ᒛߔࠆቝቮ㧔࠼ࠫ࠶࠲ቝቮ㧕ߦ߅ߌࠆ㕖ᐔⴧ႐ߩ㊂ሶ
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േߔࠆ☸ሶߪߩߘޔടㅦᐲߦᲧߒߚ㒢᷷ᐲലᨐࠍᗵߓ࡞ࡦ࠙ߪࠇߎޔലᨐߣࠃ߫ࠇ
ߡࠆ⎇ߩߎޕⓥߢ߹ߕߍࠄࠇߚᚑᨐߪ࡞ࡦ࠙ޔലᨐߦࠃߞߡᮮᣇะߦំࠄߛ⩄㔚
☸ሶ߇⊒↢ߔࠆユߦߟߡߩ⚦ߥ⸃ᨆࠍߒߚߎߣߢࠆࠆࠃߦ߉ࠄំޔߢ߹ࠇߎޕฎ
ౖ⊛ߥ⸘▚ߛߌࠍߞߡユߩ⸘▚߇ߥߐࠇߦ▚⸘ߩߘߚ߹ޔၮߠ߈ታ㛎⸘↹߇┙ߡࠄࠇ
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੍ᗐ߶ߤߦ◲නߦ࠙ࡦ࡞ലᨐ߆ࠄ⊒↢ߔࠆユࠍ᷹ⷰߔࠆߎߣߪ࿎㔍ߣߥࠆޔߒ߆ߒޕ
⋧Ვࠍขࠅࠇߚߣߦߊ߫ߊ߆ߩ㗄߇ᱷࠅⷰࠍࠇߘޔ᷹ߔࠆߎߣߢ࠙ࡦ࡞ユ߇ⷰ
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ߩ߆ࠍ⺞ߴߚ⚿ߩߘޕᨐࠞޔ㔚႐ߩߺߩ☸ሶ↢ᚑ㧔Schwinger ᯏ᭴㧕߇⏛ࠞޔ႐
ߩሽߦࠃߞߡ⇣ᏱߦჇߐࠇࠆߣ߁ߎߣ߇ಽ߆ߞߚ[ޕ2] ߎࠇߪ⏛ࠞޔ႐ߩߺ߇ሽ
ߔࠆߣ߈ߦࠄࠇࠆ Nielsen-Olesen ਇቯᕈ߇ᓇ㗀ࠍਈ߃ߡࠆޔߡߞࠃߦࠇߎޕ㊀ࠗ
ࠝࡦⴣ⓭⋥ᓟߩ☸ሶ↢ᚑ߇㕖Ᏹߦᣧߊߎࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆޕ
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ౕ⊛ߦߪޔశߩવߦኻߔࠆᭂ࠹ࡦ࠰࡞ࠍ⏛႐ਛߢ㔚ሶߩ㧝࡞ࡊߢ⸃ᨆ⊛ߦ⹏ଔߔ
ࠆߎߣߦᚑഞߒߚ[ޕ3] ߎࠇߪ߇⽎ߩߎޔឭ໒ߐࠇߡ߆ࠄ 50 ᐕ߶ߤ߽ᧂ⸃ߩ㗴ߢ
ߞߚ⚿ߩߘޔߦࠄߐޕᨐࠍ↪ߡޔዮ᛬₸߿፣უߩ⏛႐ޔశሶߩࠛࡀ࡞ࠡߦࠃࠆᄌൻࠍ
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ࡦࠢࠬࠤ࡞ߢߩ㊀ജߩ‛ℂߣኒធߦ㑐ଥߔࠆน⢻ᕈ߇ߡߊࠆޕᚒߥ߁ࠃߩߘޔߪޘ
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[5]ޕ
࠼ࠫ࠶࠲ᤨⓨߩ႐ߩ㊂ሶ⺰ߪߩࠡ࡞ࡀࠛࠢ࠳ޔḮ߿ቝቮ㗄㗴ߣ㑐ଥߒ߽ߡߣޔ
⥝ᷓޕᚒޔߪޘ㕖ᐔⴧ႐ߩ㊂ሶ⺰ߩᚻᴺߢࠆ Closed Time Formalism ߅ࠃ߮ߘߎ߆
ࠄዉ߆ࠇࠆ Kadanoff-Baym ᣇ⒟ᑼࠍ߽ߜߡޔ
࠼ࠫ࠶࠲ᤨⓨߩ႐ߩ㊂ሶ⺰ࠍ⸃ᨆߒߚޕ
ߘߩ⚿ᨐޔ㕖✢ᒻࠪࠣࡑᮨဳߣࠃ߫ࠇࠆ⒳㘃ߩᮨဳߢߪޔ៨േ⊛ߦ⎕ࠇߡ߃ࠆ࠼ࠫ࠶࠲
ኻ⒓ᕈ߇ޔ៨േߩోᰴᢙࠍ⿷ߒߍࠆߎߣߢ࿁ᓳߒߡࠆߎߣࠍ⸽ߒߚ[6]ޔߚ߹ޕቝ
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ߖࠆߎߣ(ޔ2)శๆ․ᕈࠍቯߔࠆశวᚑ↢‛⟲㓸ߩ⦡⚛ߦ㑐ߒ↢ޔℂ↢ᘒቇ⊛㕙ߣᦨ
ㆡൻℂ⺰⊛㕙߆ࠄ⋧ߦᬌ⸛ߒߚశวᚑᔕ╵ࡕ࠺࡞ࠍቢᚑߐߖ(ޔ3)ታ㓙ߦධᭂḓᴧ߆ࠄ
ᓧߚ࠺࠲߅ࠃ߮⹜ᢱߣߩᲧセࠍㅢߓߡ↢‛⟲㓸ߩᄙ᭽ൻߩታᘒߦㄼࠆߎߣࠍ⋡ᮡߣߒߡޔ
(4)ߎࠇࠄߩ⎇ⓥᚑᨐࠍ࿖ౝᄖߩቇળߢᐢߊ㐿ߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒᵴേߒߚޔߚ߹ޕೋᐕᐲ
߆ࠄߩ⎇ⓥᚑᨐࠍ㐿ߔߴߊࠫࡍࡓࡎޔᚑߦขࠅ⚵ߺޔㄭᣣਛߦ㐿ߢ߈ࠆ⁁ᴫࠍ
ᢛ߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
 ධᭂߢߩࡈࠖ࡞࠼ࡢࠢߢណ㓸ߒߚ⹜ᢱߪޔశวᚑ↢‛㓸วߩᤨ㑆ᄌൻ㕙߆ࠄ⟲
㓸ߩᄙ᭽ൻ߿࠾࠶࠴ಽൻߦ㑐ߔࠆታᘒ⸃ᨆࠍㅴࠆߴߊޔᕈห㧔ᐕઍ᷹ቯ㧕ቯ
หಽᨆࠍᄖᵈߒߡㅴࠆߎߣ߇ߢߚ⎇ᧄޕⓥߪ 24 ᐕᐲߢ⚳ੌߔࠆߩߢߪࠆߌࠇߤޔ
ᓟ⚿ࠄࠇߎޔᨐࠍ߽〯߹߃ߚ⟲㓸ᔕ╵ߩታᘒߣߘߩℂ⺰⊛⺑ࠍߐࠄߦᷓൻߐߖ‛↢ޔ
ߩⅣႺᔕ╵ߩᦨㆡൻ߿ㅴൻߩ⺑ࠍㅊ᳞ߒޔ࿖㓙ߥߤߢ⺰ᢥႎ๔ߒߡߊ੍ቯߢࠆޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
 ⸥(1)~(4)ߩ⋡ᮡߦ㑐ߒߡࠢࡢ࠼࡞ࠖࡈޔታ㛎ℂ⺰ߩ 3 ߟߩ㕙߆ࠄޔධᭂḓ
ᴧߩశวᚑ↢‛㓸วߦࠄࠇࠆ⟲㓸᭴ㅧߣߘߩᄙ᭽ᕈ߇ޔḓᴧ߇߽ߟ㐽㎮⁛┙⊛↢ᘒ♽
ߦ࿃ߔࠆ↢ᕷⅣႺߩᄙ᭽ߐ߳ߩᦨㆡൻᔕ╵߿᭴ㅧ᭴▽ߦࠃࠆ⟲㓸ౝߢߩ࠾࠶࠴ಽൻߣⅣ
Ⴚᒻᚑ↪ߢ⺑ߢ߈ࠆน⢻ᕈࠍߔߎߣ߇ߢ߈ߚߦࠄࠇߎޕ㑐ߒߡߪએਅߦߒߚ
࿖ౝ࿖㓙ቇળߢ⊒ߒߚ ╙ޔߚ߹ޕ3 ࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓߢߪᭂၞ↢‛࠶࡚ࠪࡦ
ౝߢᓙ⻠Ṷࠍⴕߞߚ߶߆ ╙ޔ60 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળߦ߅ߡߪᧄ⎇ⓥ࠹ࡑߩࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ࠍ㐿ߒߚ⎇ޕⓥᚑᨐ㐿ߣߒߡ WEB ࠨࠗ࠻ߩᚑࠍⴕߞߚޕ
A) ASLO(The Association for the Sciences of Limnology and Oceanography) Aquatic
Science Meeting 2012 (at Lake Biwa), July 2012.
1)Kudoh S. and Tanabe Y. Variability of optical properties of waters and spectral
bsorption pattern of phytobenthos communities in Antarctic lakes.
2)Tanabe Y., Hori M., Yamanuro M. and Kudoh S. Nutrients and Hydrogen sulfide
distribution in Antarctic Sediments.
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ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
3)Hori M., Tanabe Y., Kudoh S. and Yamamuro M. Nutrient flow in Antarctic lakes
estimated by means of sediment analysis.
4)Mizuno A.N. and Sasaki A. Mathematical model for color pattern and community
structure of mat-forming phytobentic in shallow Antarctic lakes.
5)Yoshiyama K. A model of algal mat formation as a moving boundary problem.
6)Sasaki A. and Mizuno A. Light absorption spectra for protection and
photosynthesis in layered community.
B) ᣣᧄ㒽᳓ቇળ╙ 77 ࿁ᄢળ(ฬฎደ)ޔ2012 ᐕ 9 
7)Ꮏ⮮ ᩕ↰ㆻఝ⾆ሶ. ධᭂḓᴧߩశⅣႺߩᄙ᭽ᕈⷐߩߘޔ࿃‛↢ޔᔕ╵㧔ࡐࠬ࠲
࠶࡚ࠪࡦ㧕.
8)↰ㆻఝ⾆ሶၳ ⺈ౝ↰㓷Ꮖᄢ੨มጊቶ⌀ẴᎿ⮮ ᩕ. ධᭂḓᴧ↢ᘒ♽
ࠍᡰ߃ࠆḓᐩߩᩕ㙃Ⴎ㧔ࡐࠬ࠲࠶࡚ࠪࡦ㧕.
C) Polar Ecology Conference (࠴ࠚࠦ࿖)ޔ2012 ᐕ 9 
9)Kudoh S. and Tanabe Y. Massive, simultaneous floatation of phytobenthic
microbial assemblages under the lower ice surface of a frozen Antarctic lake.
10) Tanabe Y, Hori M, Uchida M, Osono T, Yamamuro M, Kudoh .S Nutrients in
sediments as driving force behind Antarctic lake ecosystems
D) ╙ 3 ࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔᧲੩ޔᭂ⎇㧕ޔ2012 ᐕ 11 
11)Kudoh S. Polar terrestrial ecosystem – Diversity and biological response – An
introduction (Opening address).
12)Tanabe Y. Hori M. Uchida M. Osono T. Yamamuro M and Kudoh S. Nutrients in
sediments as driving force behind Antarctic lake ecosystems.(ᓙ⻠Ṷ)
13)Mizuno A. and Sasaki A. Mathematical model for color pattern and community
structure of mat-forming phytobenthos in shallow Antarctic lakes.(ᓙ⻠Ṷ)
14)Kudoh S. and Tanabe Y. Massive, simultaneous floatation of phytobenthic
microbial assemblages under the lower ice surface of a frozen Antarctic lake.
(Poster)
15)Hori M. Tanabe Y. Kudoh S. and Yamamuro M. Production and nutrient cycling
in Antarctic lakes deciphered from stable isotope measurements. (Poster)
E) ╙60࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળ㧔㕒ጟ㧕ޔ2013ᐕ3
ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ㧔S13㧕ዊቝቮߣߒߡߩධᭂḓᴧ↢ᘒ♽㧦ᭂ㒢ⅣႺ߆ࠄߟߥߍࠆ⽎ߣℂ⺰
16)↰ㆻఝ⾆ሶ ධᭂḓᴧࠍࡕ࠺࡞ߣߒߚ⽎ℂ⺰ታ⸽ߩ⛔วࠍ⋡ᜰߒߡ
17)Ꮏ⮮ ᩕ ධᭂḓᴧߣ߁ࡈࠖ࡞࠼~᳓ਛߩశⅣႺߣḓᐩᬀ‛⟲㓸ߩశๆ․ᕈ
~
18) ᧁޘ㗼 శ⾗ḮࠍᎼࠆ┹ߣᬀ‛⟲㓸ߩࡆ࡞࠼ࠕ࠶ࡊ㧦ධᭂḓᐩ⮺㘃ࡑ࠶࠻᭴
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ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
ㅧߣశๆ㒐ᓮࠬࡍࠢ࠻࡞ߩㅴൻ
19)᳓㊁ᤩሶ ⮺㘃⦡⚛ߩశๆࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ↪ߚᢙℂࡕ࠺࡞ߦࠃࠆධᭂḓᐩ⮺㘃ࡑ
࠶࠻ߩ⟲㓸ᒻᚑ߅ࠃ߮๒⦡᭴ㅧߩ⸃
20)ᳰ↰ᐘᄥ ධᭂḓᴧߦ߅ߌࠆᬀ‛⟲⪭ߩⓨ㑆ಽᏓࡄ࠲ࡦᒻᚑߦ㑐ߔࠆᢙℂࡕ࠺࡞
21)ศጊᶈᐔ ⒖േႺ⇇㗴ߣߒߡߩ⮺㘃ࡑ࠶࠻ࡕ࠺࡞㧦ࡄ࠲ࡦᒻᚑߣశࠍᎼࠆ┹
22)↰ㆻఝ⾆ሶ ቶౝታ㛎߆ࠄ⺒ߺ⸃ߊධᭂḓᐩ⮺㘃ߩశวᚑߣ⦡⚛วᚑ⺃ዉߩశᵄ㐳
ଐሽᕈ
F) ߘߩઁ
⎇ⓥᚑᨐߩ WEB ࠨࠗ࠻
ᭂ⎇ࠨࡃౝߦᐔᚑ 25 ᐕ 4 ਛᣨ㐿⸳੍ቯߢᬺਛ
٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
H22 ᐕᐲ⊒⺰ᢥ(ቇળႎ๔)
1)↰ㆻఝ⾆ሶ ධᭂߩḓᴧ↢ᘒ♽ ~శᄌേߦኻߔࠆᬀ‛ࡊࡦࠢ࠻ࡦߣḓᐩ⮺㘃⟲
㓸ߩᔕ╵~ ╙ޔ20 ࿁ᣣᧄᢙℂ↢‛ቇળᄢળ(ർᄢ)ޔ2010 ᐕ 9 
2)↰ㆻఝ⾆ሶ ධᭂḓᴧ↢ᘒ♽ߦ߅ߌࠆశวᚑ↢‛㓸วߩᒻᘒ᭴ㅧ߮ᯏ⢻ߩᄙ᭽
ᕈ ╙ޔ85 ࿁ᣣᧄ㒽᳓ቇળᄢળ(ᒄ೨)ޔ2010 ᐕ 9 
3)↰ㆻఝ⾆ሶ ධᭂߩḓᐩ⮺㘃⟲㓸ߦ߅ߌࠆ㋦⋥ಽᏓ᭴ㅧ ╙ޔ58 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળᄢળ
(ᧅᏻ)ޔ2011 ᐕ 3 
4)᳓㊁ᤩሶᧁޘ㗼 ධᭂߩḓᐩ⮺㘃ࡑ࠶࠻ߦ߅ߌࠆ㋦⋥ಽᏓࡄ࠲ࡦࡕ࠺࡞╙ޔ
58 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળᄢળ(ᧅᏻ)ޔ2011 ᐕ 3 
H23 ᐕᐲ⊒⺰ᢥ(ቇળႎ๔)
1)Ꮏ⮮ᩕ↰ㆻఝ⾆ሶ ධᭂ౻ਛ(2010 ᐕ)ߦળߞߚධᭂḓᴧߩߜࠂߞߣ㕙⊕
⽎ ╙ޔ86 ࿁ᣣᧄ㒽᳓ቇળᄢળ(ፉᩮ)ޔ2011 ᐕ 9 
2)↰ㆻఝ⾆ሶౝ↰㓷Ꮖᄢ੨มጊቶ⌀ẴᎿ⮮ᩕޔḓᴧ㑆㓗᳓ߣḓ᳓ߩᩕ㙃Ⴎ߆
ࠄߺߚධᭂḓᴧߩᄙ᭽ᕈ ╙ޔ86 ࿁ᣣᧄ㒽᳓ቇળᄢળ(ፉᩮ)ޔ2011 ᐕ 9 
3)Kudoh S. and Tanabe Y. Internal waves observed under an ice-covered Antarctic
lake.╙ 2 ࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ(ᭂ⎇)ޔ2011 ᐕ 11 
4)Tanabe Y. Uchida M. Osono T. Yamamuro M. and Kudoh S. Diversity of Antarctic
lakes from the perspective of nutrients in gap water of lake sediments and lake
water.╙ 2 ࿁ᭂၞ⑼ቇࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ(ᭂ⎇)ޔ2011 ᐕ 11 
5)Ꮏ⮮ᩕ↰ㆻఝ⾆ሶ᳓㊁ᤩሶศጊᶈᐔᧁޘ㗼ޔT11(ડ↹㓸ળ)⮺㘃ߩ⟲㓸᭴
ㅧߣㅴൻേᘒ-ℂ⺰ߣታ⸽ߘߩ 2- ╙ޔ59 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળᄢળ(ᄢᵤ)ޔ2012 ᐕ 3 
6)ศጊᶈᐔ ᳓↢ᘒ♽ߩ㋦⋥᭴ㅧ㧦᷹ⷰޔታ㛎ޔℂ⺰⎇ⓥ ╙ޔ59 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળ
ᄢળ(ᄢᵤ)ޔ2012 ᐕ 3 
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ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
7)Ꮏ⮮ᩕ↰ㆻఝ⾆ሶ ධᭂḓᴧߩశⅣႺߩᄙ᭽ᕈߣ⮺㘃⟲㓸ߩశๆ․ᕈ ╙ޔ59 ࿁
ᣣᧄ↢ᘒቇળᄢળ(ᄢᵤ)ޔ2012 ᐕ 3 
8)ᧁޘ㗼 ධᭂ᷆᳓ḓߩḓᐩ⮺㘃⟲㓸ߦ߅ߌࠆశㆡᔕߣߘߩ㋦⋥ಽᏓᒻᚑߩᢙℂࡕ
࠺࡞㧝 ╙ޔ59 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળᄢળ(ᄢᵤ)ޔ2012 ᐕ 3 
9)᳓㊁ᤩሶ ධᭂ᷆᳓ḓߩḓᐩ⮺㘃⟲㓸ߦ߅ߌࠆశㆡᔕߣߘߩ㋦⋥ಽᏓᒻᚑߩᢙℂࡕ
࠺࡞㧞 ╙ޔ59 ࿁ᣣᧄ↢ᘒቇળᄢળ(ᄢᵤ)ޔ2012 ᐕ 3 
H24 ᐕᐲ⊒⺰ᢥ(ቇળ╬ႎ๔)ߪ೨ߩ㗄⋡ߢ⸥ㅀߒߚޕ
⎇ⓥᦼ㑆ߦ߅ߡ߹ߢߦឝタߐࠇߚේ⪺⺰ᢥ
Tanabe Y. and Kudoh S. (2012) Possible ecological implications of floating microbial
assemblages lifted from the lakebed on an Antarctic lake. Ecological Research 27:
359-367.
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Double Rolling Circle Replication (DRCR)
DRCR
FAIR

DRCR
FAIR

Cre-lox

N15

FAIR
DRCR

DRCR

Hyper-recombination

DRCR
DRCR
DRCR

DRCR

DRCR

DRCR

Hyper-rec
DRCR
TE

1/4

1/3

DRCR

(1) Okamoto, H., Watanabe, T., and Horiuchi, T. (2011) Double Rolling Circle Replication
(DRCR) is recombinogenic. Genes to Cells (in press).
(2) Watanabe, T., Tanabe, H., and Horiuchi, T. Gene amplification system based on
double rolling-circle replication undergoes oncogene-type amplification (submitted)
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公募（ 7 ） 島移植をモデル系とした機械 ― 化学応答細胞死のイメージングサイエンス

a)

AFM
c)

i)
ii)
iii)
iv)
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b)

公募（ 8 ） 生物の赤外線センシングメカニズムの基礎的調査研究
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Hongo, H. & Auetrakulvit, P. (2011) Ethnozooarchaeology of the Mani (Orang Asli) of
Trang Province, Southern Thailand: A preliminary result of faunal analysis at Sakai
Cave.In Albarella, U. and A. Trentacoste (eds.) Ethnozooarchaeology: The Present and
Past of Human-Animal Relationships, pp. 82-89. Oxbow Books.
Takahashi, R., Ishiguro, N., Matsui, A., Anezaki, T. & Hongo H.(2011) Morphological and
molecular phylogenetic characteristics of dwarf Sus specimens from the Noguni shell
middens in the Ryukyu Islands Anthropological Science Online 2011. 10.
http://www.jstage.jst.go.jp/article/ase/advpub/0/advpub_1108220114/_article
2012

Hongo, H,, Omar, L., Nasu, H., & Fujii, S.Beginning of pastoral nomadism: Faunal remains from
Wadi Abu Tulayha, southern Jordan. 10 th International ASWA Meeting (28-30 June 2011,
Royal Academy of Natural Sciences, Brussels).
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⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

⾗Ḯ↪ߣⅣႺߦ㑐ߔࠆቇⲢว⊛⎇ⓥ㧦⁚⁸ណ㓸߆ࠄ㘩
ᢱ↢↥߳ߩ↢ᬺߩᄌൻߣ␠ળ

ᔕᬺಽ

ဳห⎇ⓥޟห⎇ⓥᡰេޠ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

ᧄㇹ৻⟤

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
 ߎߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߪ⥄ࠆࠃߦੱޔὼ⾗Ḯߩ↪ߣޔⅣႺᄌൻ߳ߩㆡᔕߦߟߡੱޔ㘃ผ
ੱ㘃ㅴൻߩⷞὐ߆ࠄࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆ߽ߩߢࠆޕⅣႺ⠨ฎቇޔవผੱ㘃ቇޔ
᳃ᣖቇޔಽሶ↢‛ቇߥߤߩ⇣ߥࠆಽ㊁ߩ⎇ⓥ⠪ߢ᭴ᚑߔࠆ࠴ࡓߦࠃࠅޔⅣႺߣࡅޔ
࠻ߦࠃࠆ⾗Ḯ↪↢ޔᬺ␠ޔળᄌൻߩ⋧㑐ଥࠍㅢᤨ⊛✚ว⊛ߦℂ⸃ߔࠆߎߣࠍߑߔ
ห⎇ⓥߢࠆޕ
 24 ᐕᐲߪޔᶏᄖ⺞ᩏߣߒߡ࠻࡞ࠦߦ߅ߌࠆⅣႺ⠨ฎቇ⺞ᩏޔบḧࠆߌ߅ߦ࠼ࡦࠗޔ᳃ᣖ
ቇ⺞ᩏߩߢࡓ࠽࠻ࡌޔㆮ〔ࠗࡁࠪࠪߩ⾗ᢱ㓸ࠍⴕߞߚޕ࿖ౝ⺞ᩏߣߒߡߪජ⪲ޔਃ
㊀ޔጟጊޔችፒޔንጊߢ᳃ଶቇ⺞ᩏࠍ߅ߎߥߞߚޕ
23 ᐕ 5  ජ⪲⋵ำᵤᏒ⬿₹ㄝߢߩ㊁ᄖ⺞ᩏߣ⎇ⓥᛂߜวߖ㧔⼱ᧄޔㇹޔ㇊㗇ޔ
㘖↰ޔᳰ⼱ޔ㊁ᨋ⎇ޔⓥදജ⠪㧝ฬ㧕
⺞ߩ⼱ߩࡃࡦࡔޕᩏࠍ⸰ߒޔฦ⥄ߩࡈࠖ࡞
࠼ࡢࠢߩ⋡ᮡ⸳ቯޕߚߞⴕࠍ⺰⸛ޔ
  ࡂࠨࡦࠤࠗࡈㆮ〔 ࠻࡞ࠦ ઁߢߩⅣႺ⠨ฎቇ⺞ᩏ㧔ᧄㇹ⎇ޔⓥදജ⠪㧞ฬ㧕
㧤 ਃ㊀⋵ߥߴᏒᄢ↸ጟጊ⋵⌀ᐸᏒൎጊㄝߢ᳃ଶቇ⊛⺞ᩏ㧔⼱㧕
 㨪 ᐕ㧟ㆮ〔⹜ᢱߩቯหಽᨆߣᐕઍ᷹ቯ ࠻࡞ࠦേ‛㛽 㧔☨↰⎇ޔ
ⓥදജ⠪㧝ฬ㧕
 ᐕ   ንጊߢࠢࡑ⁸ߦ㑐ߔࠆ࠺࠲㓸㧔㊁ᨋ㧕
  บḧ㧔⼱⎇ޔⓥදജ⠪㧞ฬ㧕ޔජ⪲ޔਃ㊀㧔⼱⎇ޔⓥදജ⠪ 2 ฬ㧕ޔบḧ㧔㊁ᨋ㧕
ޔ
ࠗࡦ࠼㧔ᳰ⼱㧕ߦߡ᳃ᣖቇ⺞ᩏ
ࡌ࠻࠽ࡓߦߡㆮ〔ࠗࡁࠪࠪ㛽ߩ⸘᷹&ޔ0# ಽᨆ↪⹜ᢱߩ㓸㧔㜞ᯅ⎇ޔⓥදജ⠪㧝ฬ㧕


٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
㧨ⅣႺ⠨ฎቇ⺞ᩏ㧪
࠻࡞ࠦ ࡂࠨࡦࠤࠗࡈㆮ〔ߩ⺞ᩏ
వེᣂ⍹ེᤨઍ㧭ᦼ㧔♿ర೨  ᐕ㗃㧕ߩㆮ〔ߢࠅࠦ࡞࠻ޔධ᧲ㇱߩ࠷ࡅޔࠡࡗޔ
ࠫߩߤߥ࠲ࡉޔࠪ࠙ޔኅ⇓ൻߩਛᔃߦ⟎ߔࠆߩߎޕㆮ〔ߦࡅ࠻߇ዬߒߚߩߪኅ⇓ൻ
⋥೨ߩᤨᦼߦߚࠅߩߎޔㆮ〔ߢߩ㊁↢േ‛↪ߦߟߡ⺞ߴࠆߎߣߦࠃࠅޔኅ⇓㘺⢒ߩ
㐿ᆎߦ⥋ࠆㆊ⒟ߩ⚦ࠍࠄ߆ߦߢ߈ࠆࠄ߆  ߪᦼޕ㧥ߦ߆ߌߡߩ⚂㧞ࡩඨ㊁ᄖ
⺞ᩏ߇ⴕࠊࠇޔᄢ㊂ߩേ‛㛽߇ߒߚޕߒߚേ‛ߪߊߏޔዋᢙߩࠗࠍ㒰߈ోߡ㊁
↢േ‛ߢ߇ࠪࠪࡁࠗߢߟޔࠡࡗߣࠫ࠷ࡅޔ㊀ⷐߢߞߚޕᄢဳູ㘃ߪࠕࠞࠪࠞ߇⁚⁸
ߐࠇߡࠆ߇ࠬࠢ࠶ࡠࠝޔ㧔㊁↢࠙ࠪ㧕ߪ߶ߣࠎߤߒߡߥࠬ࡞࠙࠲ޕጊ⣂ධ㣽
ၞߦߪㆊߦ㊁↢࠙ࠪ߇↢ᕷߒߡ߅ࠅޔኅ⇓ൻࡦ࠲ߩ৻ߟߣ⠨߃ࠄࠇߡࠆ߇ޔㆮ
〔ㄭㄝߩࡠࠞ࡞ߥⅣႺߦߪ࠙ࠪߪಽᏓߒߡߥ߆ߞߚน⢻ᕈ߽ࠆࠬࠣ࠴ޔߚ߹ޕᎹ
ߦㄭធߔࠆ┙߆ࠄޔ㝼ߩ↪߇ᄙ߆ߞߚߎߣ߇ޔㆮ〔ߩࠍࡈ࡞ࠗߦ߆ߌࠆ✺ኒߥ⺞ᩏ
ߢࠄ߆ߦߥߞߡ᧪ߚߩߎޕㆮ〔ߢߪߩઁޔหᤨᦼߩㆮ〔ߣห᭽ޔᚻߦࠅ߿ߔਛဳ
か㘃㧝г㧞⒳ߦ㓸ਛߒߚ⁚⁸ࠍߔࠆ৻ᣇߢޔ㝼߿㠽ࠍᄙ⒳ᄙ᭽ߥ㘩↪⾗Ḯࠍ↪ߒߡ
ߚߎߣ߇ࠄ߆ߦߥࠅߟߟࠆޕ

ࡌ࠻࠽ࡓߩㆮ〔߆ࠄߒߚࠗࡁࠪࠪߩ࠲ࡉޔಽᨆ
ࡌ࠻࠽ࡓ⠨ฎቇ⎇ⓥᚲ߇▤ߔࠆޔHang Cho ㆮ〔㧔3500-3800 ᐕ೨㧕ޔMan Bac ㆮ〔㧔1
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公募（ 9 ） 資源利用と環境に関する学融合的研究：狩猟採集から食料生産への生業の変化と社会

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
ਁᐕ೨㧕ߩേ‛㛽ߩ߁ߜ⸘ߩ࠭ࠗࠨߩ࠲ࡉߣࠪࠪࡁࠗޔ᷹ߣฎ DNA ಽᨆߩߚߩ⹜ᢱ
ណขࠍⴕߞߚ᧲ޕධࠕࠫࠕඨ᧲ㇱ߆ࠄፉᎩㇱ߳ߩੱ㘃ߩ⒖േߦߣ߽ߥ߁ኅ⇓ߩዉߦ㑐ߔ
ࠆ⎇ⓥߩߚߩ⾗ᢱ㓸ߢࠆޕ
ᤓᐕ߅ߎߥߞߚࡓ࠽࠻ࡌޔർㇱߢߩ᳃ᣖ⠨ฎቇ⺞ᩏߦࠃࠅޔ᧪ࡉ࠲ߩ㘺㙃ᒻᘒ߇᳃ᣖ
㑆ߢ⇣ߥࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߡ߅ࠅޔવ⛔⊛ߥኅ⇓㘺⢒ߩᣇᴺߣޔㆮ〔ߢߩࠗࡁࠪࠪ↪߿ࡉ
࠲㘺⢒ߦߟߡᲧセߔࠆ⾗ᢱߣ߽ߥࠆޕ࠲࠺ޔᢛℂߣ DNA ಽᨆᬺࠍⴕߞߡࠆޕ

㧨᳃ᣖ᳃ଶቇ㧘᳃ᣖ⠨ฎቇ⺞ᩏ㧪
ࠕࠫࠕၞߩ⁚⁸ណ㓸᳃ߩቯൻߣㄘ⠹ߩฃኈ
ࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕࠬࡑ࠻ߢߩ⺞ᩏ㧔2013 ᐕ 3 ᣨ㧕ߦࠃߞߡޔએਅߩߎߣ߇ࠄ
߆ߦߥߞߚޕ
㧝㧚ࠬࡑ࠻ߦࠄߔ⁚⁸ណ㓸᳃ࠢࡉߪ࠻ࡑࠬޔධㇱߩࠫࡖࡦࡆᎺㇱߩᾲᏪૐߦ߅
ߡ◲ᤃ࠹ࡦ࠻ߢࠄߒੱߩߘޕࠆߡߒࠍ⺆⸒ߩ⥄⁛ޔญߦ㑐ߔࠆᱜ⏕ߥᢙ୯ߪ
ࠄ߆ߦߥߞߡߥޕ
㧞㧚ࠢࡉߩੱޔߪޘ߽ㄘ⠹ࠍⴕߥߞߡߥޕᓐࠄߪޔ࿖┙ߩౝᄖߢ⁚⁸߿ណ㓸
ߦᓥߒߥ߇ࠄ߽ࠪࡗࡉࠕޔㄘߢഭ⠪ߣߒߡ߈㊄ࠍᓧߡࠆߚߩߎޕ
ޔㄘߩㄭߊߦ◲ᤃ࠹ࡦ࠻ࠍ⒖േߔࠆޕ
㧟㧚࿖┙ߩޟቯࠆࠇࠄߺߣޠ႐ᚲߦⴕߞߚ߇◲ޔᤃ࠹ࡦ࠻ߣࠦࡦࠢ࠻ߩኅߣ
ߦዬᒻᑼߪಽ߆ࠇߡߚޔߚ߹ޕਔ⠪ߣ߽ࠝ࠻ࡃࠗߥߤࠍᚲߒߡߚߩߎޕㄭ
ߊߦߪᦨޔㄭޔዊߐ㜞ᐥߩᑪ‛ߩዊቇᩞ߇ߟߊࠄࠇߚޔߪߦߎߎޕ࿖┙ോዪ
ߩ⡯ຬߩઃ߈ᷝߩ߽ߣⷰశቴ߇⸰ߔࠆߎߣ߇ࠆޕ

᧲ࠕࠫࠕၞߦ߅ߌࠆㄘ⠹᳃ߩ⁚⁸ᵴേߣኅ⇓㘺㙃ߦ㑐ߔࠆ᳃ᣖ⠨ฎቇ⺞ᩏ
 ᧄࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߢߎࠇ߹ߢߦޔบḧධㇱၞߩࡉ࠲㘺㙃ߩᱧผ⊛⢛᥊߅ߦࡓ࠽࠻ࡌޔ
ߌࠆࡉ࠲㘺㙃ߣ᳃ᣖ㑆㑐ଥߦߟߡ⺞ᩏࠍⴕߞߚޕᐕᐲߪޔᣣᧄߩർ㒽ၞߦ߅ߌ
ࠆࠢࡑ⁚⁸ᛛⴚࠍኻ⽎ߦߒߚ⺞ᩏࠍⴕߥ߇ࠄ⎇ߩߢ߹ࠇߎޔⓥᚑᨐߣᲧセߒߚᬌ⸽
ࠍⴕߞߡ߈ߚޕਥߣߒߡንጊ⋵ർㇱߦ߅ߡ⁚ࡑࠢޔ⁸ᛛⴚߦ㑐ߔࠆ⺞ᩏࠍⴕޔ
ߩ⟂↪ࡑࠢࠆߡࠇߐ↪ޔ㓸ࠍⴕ߁ߣหᤨߦ⁚⟂ޔ⁸ߦ㑐ߔࠆ⡞߈ขࠅ⺞ᩏࠍⴕߞ
ߚޕ
⟂⁚⁸ᛛⴚߪၮᧄ⊛ߦߪㄭߩ⸥㍳ߦ⸥タߐࠇߡࠆ߽ߩߣේℂࠍ৻ߦߒߡ߅ࠅߎߘޔ
߆ࠄ⁚ޔ⁸⠪߇⚻㛎߆ࠄ⁛⥄ߩᣇᴺࠍ㐿⊒ߔࠆߣ߁ߎߣߩࠄࠇߘޔᛛⴚ㕟ᣂߩવᛚߪㄭ
ⷫ⠪ߦ㒢ࠄࠇࠆ႐ว߇ዋߥߊߥߊ⟂ޔᛛⴚߩᢔ߇㒢ቯ⊛ߢࠆߣߞߚ⍮߇ᓧࠄࠇߚޕ
ߎࠇߪޔ⠨ฎቇ⊛ߦ⁚⁸ᛛⴚࠍᬌ⸽ߔࠆ႐วߩ⟂ޔᛛⴚᜬ⠪ߩ⒖േߣߞߚ⺖㗴ࠍ⠨
߃ࠆ߁߃ߢߩ৻ߟߩ⺑ࡕ࠺࡞ߣߒߡ⠨߃ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

ᣣᧄߩㄭઍㄘㄝߢߩ㊁↢ᬀ‛↪ޔ᳓⾗Ḯ↪ߩ⺞ᩏ㧔ජ⪲⋵ำᵤᏒ⬿₹㧕
 ᧄ⎇ⓥߪㄭઍߩㄝߦ߅ߌࠆ⥄ὼ↪ߩᄌㆫߩߥ߆ߢޔ㊁↢ߩ↪ᬀ‛↪ߩᄌൻ
ߣᩱၭൻ߇ߤߩࠃ߁ߦ߅ߎߞߡ߈ߚ߆ࠍࠄ߆ߦߒࠃ߁ߣߔࠆ߽ߩߢࠆޕ
ߥ߆ߢ߽ੱ߮ߣߩ↢ᵴߦࠃߞߡ⛽ᜬߐࠇߡ߈ߚੑᰴ⊛ᬀ↢㧔ࠊࠁࠆޟ㉿ጊޠ㧕ߪ‛↢ޔ
ᢥൻᄙ᭽ᕈߣ߁ὐߢᵈ⋡ߐࠇߡࠆߒ߆ߒޕ⺆ࠄࠇࠆޟ㉿ጊߪޠℂᗐൻߐࠇߚ߽ߩ
ߢࠅޔታߩ㉿ጊࠍᱧผ⊛ߦߺࠆߣ⥄߇ੱޔὼߣ↢ߒߡ߈ߚߣߪߣߡ߽⸒㔍ޕ
ޟ㉿
ጊߪޠᱧผ⊛ߥߐ߹ߑ߹ߥⷐ࿃߿ੱޔ㑆ߩ৻ᣇ⊛ߥᕁᖺߦࠃߞߡޔㆊᐲߦબណߐࠇߚᤨ
ᦼ߽ࠇ߫⟎ߐࠇߚᤨ߽ࠅߩߘޔᆫࠍߚ߮ߚ߮ᄌ߃ߡ߈ߚޕ
ߣߊߦ㉿ጊߩ᥊ⷰߣ↪ᬀ‛↪ߩᄌൻߪޔᏒ႐ߣ߽ᷓߊߔ߮ߟߡ߈ߚߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆࠅ߹ߟޕ߽ᦨޔᔅⷐߥ⎇ⓥߪޟᣣᧄੱߪ⥄ὼࠍᄢಾߦߒߡ߈ߚ߆ߚޔߚߞߣޠ
߽ᚲਈߩ߽ߣߒߡሽߒߚ߆ߩࠃ߁ߥ࿕ቯ⊛ߥ⥄ὼⷰߦߣࠄࠊࠇߕߦޔㄭઍߦ߅ߌࠆޟ㉿

ጊޠᄌኈߩᱧผߘߩ߽ߩࠍ⋥ߔߎߣ߇㊀ⷐߢࠈ߁ޕ
⺞ᩏߪޔජ⪲⋵ำᵤᏒ⬿₹ޔ᛬ᧁᴛ߅ࠃ߮ߘߩධߦᐢ߇ࠆ᧲ᄢṶ⠌ᨋౝߢࠆޕ
ᳯᚭߩ⚳ࠊࠅ߆ࠄ߹ߢߩ↪ᬀ‛↪ߩᄌൻߣᩱၭൻ⥄ߦࠇߘޔὼ↪ߩᱧผߣߩ㑐
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公募（ 9 ） 資源利用と環境に関する学融合的研究：狩猟採集から食料生産への生業の変化と社会

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
ଥᕈࠍߺࠆߣ߰ߚߟߩ↹ᦼ߇ࠆߩߢߪߥ߆ߣផቯߒߡࠆޕ
᳓↰㐿⊒ߣጊߩ↪ᬀ‛↪ߣߩ㑐ଥᕈ
ߎߩၞߢ↪᳓〝ࠍߞߚ᳓↰㐿⊒߇ߪߓ߹ࠆߩߪޔᳯᚭߩ⚳ࠊࠅ߆ࠄߢࠆޕጊࠍ⽾
ߊ࠻ࡦࡀ࡞⁁ߩἠṴ↪᳓〝㧔ߢߪੑⓣߣ߁㧕ࠍᣉ⸳ߔࠆߎߣߢޔጊ㑆ߩዊߐߥᐔ
ࠍ᳓↰߳ߣᦧ߃ߡߞߚޕ᳓↰㐿⊒ߣጊߩ↪ߪታߪኒធߥ㑐ଥߦࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߡ
߈ߚޕ
ᐔጊ↪᳓㧔 ᐕ㐿㧕
ޔᄢᚭบ↪᳓㧔 ᐕ㧕ߦߊࠊ߃ߡޔ㤛↰⇌ޔ₹⬿ޔ᛬ᧁᴛޔ
ဈ⇌ߩ⬿₹᛬ᧁᴛ↪᳓㧔 ᐕ㐿㧕߇ޔዊᰃᎹߦߘߞߡࠄࠇ߽↪ߐࠇߡࠆޕ
ᒰೋ₹⬿ޔ᛬ᧁᴛ↪᳓ߣ↪᳓ߢἠṴߐࠇࠆ᳓↰ߪޔ㐿ᒰೋ߆ࠄߘࠇ߶ߤᄌൻ߇ή
ߣ⠨߃ߡߚ⺞࠼࡞ࠖࡈޔߒ߆ߒޕᩏߣᢥ₂⺞ᩏࠍ㊀ߨ૬ߖߡߊߣ⁁࡞ࡀࡦ࠻ޔἠṴ
↪᳓〝߽Ფᐕߩࠃ߁ߦୃℂ߿ઃߌᦧ߃Ꮏࠍ߅ߎߥ߁ߒޔᣂ↰㐿⊒߽ⴕ߁ߛߌߢߥߊޔᣢ
ሽߩ᳓↰ߩᒻ߽Ᏹߦᄌൻߒߡࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚߦࠇߘޕᛩਅߐࠇࠆ⾗㊄߽⸥㍳ࠍߺࠆ㒢
ࠅ⋧ᒰߥ㗵ߦߩ߷ࠆޕ
৻ߘߩේ⾗ߪ⺕߇ߤߩࠃ߁ߦᡰᛄߞߚ߆߇㗴ߥߩߛ߇᧲ߦߟ৻ߩߘޔᄢṶ⠌ᨋߩሽ
߇ࠆߣ⠨߃ߡࠆޕṶ⠌ᨋߪޔᲤᐕ⮌ᨋߣߒߡጊࠍᛄߐߍߔࠆߛߌߢߥߊޔ
߈ߩᛛⴚᜰዉ߽߅ߎߥߞߡࠆߩߎޕṶ⠌ᨋ߇ޔㄝߣᲧセߒߡߥ㊄㗵ߢᛄਅߍߒ
ߡߚߎߣ߇⬿₹᛬ᧁᴛ㤛↰⇌ߩ⾆㊀ߥḮߦߥߞߡߚߩߛࠈ߁ޕ
ߎߩࠃ߁ߦ⬿₹᛬ᧁᴛ㤛↰⇌ߩ᳓↰⇌ߥߤ߇㓸ਛߔࠆ㉿㧔ዊᰃᎹᵹၞߩၞ㧕
ߣߥߤࠍⴕ߁ጊ㧔᧲ᄢṶ⠌ᨋౝ㧕ߣߪޔᱧผ⊛ߦߺߡⶄ㔀ߥ㑐ଥᕈߩߦߥࠅߚߞߡ
ࠆ߇ࠊ߆ߞߡ߈ߚޕ㉿ࠍℂ⸃ߔࠆߦߪጊߩߎߣ߇ޔጊࠍℂ⸃ߔࠆߦߪ㉿ࠍ⍮ࠆߎߣ߇㊀
ⷐߛߣ߃ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߥ⁁ᴫߪޔᤘ㧞㧜ᐕઍ߹ߢ⛯ߊߩߛ߇ߩߩᦼᤨߩߎޔㄝ⚂ޔ㧡ࠠࡠඨᓘ
ߪጊࠍ߈⨆႐ߦߒߡߚߊߏߩޕㄭߊߦ᧻ᨋࠍᱷߔ߇ޔၮᧄ⊛ߦߪߍߪޟጊߞߢޠ
ߚߚߞߣࠠࡈޔࠠࡁ࠲ޔࠗࡑࡦޔࡆࡢޕጊ⩿㘃ߪޔㄝߩ⨆႐߿᧲ޔᄢṶ⠌ᨋ
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LR dynein ߩ㑐ਈ߇ೋᦼ⊒↢ߦ߅ߡౝ⤳ߩᏀฝ㕖ኻ⒓ᕈࠍቯߒߡࠆߩߣห᭽ߦޔ
ฝ߆ࠄᏀ߳ߩ৻ᣇะᕈ nodal flow ࠍߒߡ⣖ߩജଐሽᕈᏀฝᏅߩᒻᚑߦ㑐ਈߒߡ
ࠆߩ߆ߪࠆޔߩ႐ᚲߦ⊒ߒߡࠆ LR dynein ߦࠃߞߡ㕖ኻ⒓ᕈࠍࠆߚ
ߦ right isomerism ߣߥߞߡࠆߩ߆ߚࠆߴ⺞ࠍޔ㒋ᄢߩᵿ↰⎇ߢ nodal ߩࡁ࠶ࠢࠕ
࠙࠻ࡑ࠙ࠬߦ node ․⇣⊛ߦ nodal ࠍࠬࠠࡘߒߚࡑ࠙ࠬࠍᚑߒߡߚߛ߈ޔห᭽
ߩ⸃ᨆࠍⴕߞߡࠆޕ
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1) Suzuki Y, Yasui H, Brzoska T, Magami H, Urano T. Surface-retained tPA is essential for
effective fibrinolysis on vascular endothelial cells. Blood 118:3182-3185, 2011.
2) Rybaltowski M, Suzuki Y, Mogami H, Chlebinska I, Brzoska T, Tanaka A, Banno F, Miyata T,
Urano T. In vivo imaging analysis of the interaction between unusually large von Willebrand
factor multimers and platelets on the surface of vascular wall. Pflugers Arch. Eur. J. Physiol.
461:623-33, 2011
3) Uchida K, Dezaki K, Damdindorj B, Inada H, Shiuchi T, Mori Y, Yada T, Minokoshi Y,
Tominaga M. Lack of TRPM2 impaired insulin secretion and glucose metabolisms in mice.
Diabetes 60:119-126, 2011.
4) Redox signal-mediated sensitization of Transient Receptor Potential Melastatin 2 (TRPM2)
to temperature affects macrophage functions. Kashio M, Sokabe T, Shintaku K, Uematsu T,
Fukuta N, Kobayashi N, Mori Y, Tominaga M. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (in press)
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٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
ߎࠇ߹ߢߦ⤟ޟፉ⒖ᬀᤨߦోⴊ㔺ᤨⴊޔዊ᧼ࠍߪߓߣߒߚⴊዊ᧼ಝ㓸߮ⴊᶧಝ࿕
ᔕߦࠃࠅ⤟ޔE⚦⢩ߦ⊒ߔࠆ᷷ᐲᗵฃᕈ߮ᵴᕈ㉄⚛ᗵฃᕈߩⅣႺࡦࠨࠗࠝࡦ࠴ࡖࡀ࡞
ߢࠆ TRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞߇ᵴᕈൻߒޔTRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞ࠍߒߚࠞ࡞ࠪ࠙ࡓ㧔Ca㧕ᔕ߇
⤟ፉ⚦⢩ᱫߩ⽿છࠪࠣ࠽࡞ߩ৻ߟߣߥࠆ߁ߣޠޕᬺ⺑ࠍၮߦએਅߩታ㛎⚿ᨐࠍᓧߡ
ࠆ⚦↢↥ࡦࠬࡦࠗ࠻࠶ޕ⢩㧔INS-1㧕ߦ⊒ߔࠆ TRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞ࡁ࠶ࠢ࠳࠙ࡦቯ⚦
⢩ᩣ㧔KD-INS㧕ࠍߒߚޔⴊోޕᄙⴊዊ᧼ⴊẏ㧔PRP㧕ࡦࠥࡁࡉࠖࡈޔ㧔FBG)ߦኻ
ߔࠆ Ca ᔕ╵߮ోⴊޔᄙⴊዊ᧼ⴊẏ㧔PRP㧕ߦࠃࠅ⺃⊒ߐࠇࠆ INS-1 ⚦⢩ᱫࠍⷰኤߒߚޕ
KD-INS ⚦⢩ߩ㔚᳇↢ℂቇ⊛ᬌ⸛ࠃࠅޔTRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞ߩౝ࿃ᕈࠟࡦ࠼ߢࠆ ADP
Ribose ߦߪ߶ߣࠎߤᔕߒߥ߆ߞߚ߇ޔ㔚ଐሽᕈ Ca ࠴ࡖࡀ࡞ᯏ⢻ߪሽߐࠇߡߚޕ
KD-INS ⚦⢩ߢߪ᷷ᐲଐሽ Ca ᔕ╵߮ㆊ㉄ൻ᳓⚛㧔H2O2㧕ߦኻߔࠆ Ca ᔕ╵߽ᗧߦᷫ
ᒙߒߡߚޕTRPM2 ߩᗵᯏ᭴ߪޔTRPM2 ߇ㆊ㉄ൻ᳓⚛ߦࠃࠆ 214 ⇟⋡ߩࡔ࠴ࠝ࠾ࡦᱷၮ
ߩ㉄ൻߦࠃߞߡᯏ⢻Ⴧᒝߒߡޔ᷷ᐲߦኻߔࠆᗵฃᕈ߇ߚ߆߹ࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ
KD-INS ⚦⢩ࠍ↪ߡోⴊޔPRPޔFBG ߦኻߔࠆ KD-INS ⚦⢩ߩ Ca ᔕ╵߮ోⴊޔPRP
ߦࠃࠅ⺃⊒ߐࠇࠆ INS-1 ⚦⢩ᱫࠍⷰኤߒߚޕINS-1 ⚦⢩ߦ߅ߡ Ca ᔕ╵ߪޔⴊోޔPRP
߮ FBG ߦࠃߞߡ⺃⊒ߐࠇߚ ߩߎޕCa ᔕ╵ߪࡦࠣ࠹ࡦࠗޔ㒖ኂࡍࡊ࠴࠼߿ TRPM2 ࠴
ࡖࡀ࡞ߩ㕖․⇣⊛㒖ኂ⮎ 2-APB ߦࠃߞߡ㒖ኂߐࠇߚޕKD-INS ⚦⢩ߢߪޔⴊోޔPRPޔFBG
ߦኻߔࠆ Ca ᔕ╵ߪᷫᒙߒߡߚޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
TRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞ࠍߒߚࠞ࡞ࠪ࠙ࡓ㧔Ca㧕ᔕ߇⤟ፉ⚦⢩ᱫߩ⽿છࠪࠣ࠽࡞ߩ৻ߟߣߥ
ࠆߤ߁߆⚦⢩ࠗࡔࠫࡦࠣᴺߦࠃࠅᬌ⸽ߒߚޕᄙⴊዊ᧼ⴊẏ㧔PRP㧕ߦࠃࠅ⺃⊒ߐࠇࠆ⚦
⢩ᱫ㧔⿒㧕ߪ KD-INS ⚦⢩ߢߪ߶ߣࠎߤᗖߐࠇߕޔINS ⚦⢩ߢߪᄙᢙߩ⚦⢩ߢⷰኤߐࠇ
ߚ(ޕ࿑ 1)
KD-INS

WT-INS

ᦝߦޔன⤟ፉࠍߎࠇࠄ⚦⢩ߢߒޔPRP ߦኻߔࠆ⚦⢩ᱫ߇ᗖߐࠇࠆ߆ὶὐ㗼ᓸ㏜ࠍ
↪ߡᬌ⸽ߒߚ(ޕ࿑ 2)
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⢩ᱫߪ߶ߣࠎߤᗖߐࠇߥ߆ߞߚޔߚ߹ޕH2O2 ᛩਈߦࠃࠆ⚦⢩ᱫߪன⤟ፉㄝㇱࠃࠅⷰኤ
ߐࠇࠆߎߣࠃࠅ✂ࡦࡉࠖࡈޔᒻᚑߦਈࠆ PRP ߦࠃࠆಝ࿕ᔕࠍߒߚ⚦⢩ᱫߪޔൻቇࠪ
ࠣ࠽࡞ၮߠߊ⚦⢩ᱫࠍࠃࠅ߽ജቇ⊛ᔕ╵ߦၮߠߊ⚦⢩ᱫ߇ᒁ߈ߎߐࠇࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡ
ࠆ⎇ޕⓥ࠹ࡑߢࠆ⤟ޟፉ⒖ᬀࠍࡕ࠺࡞♽ߣߒߚᯏ᪾㧙ൻቇᔕ╵⚦⢩ᱫࠫࡔࠗࠍޠ
ࡦࠣᛛⴚࠍ↪ߡࠄ߆ߦߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚ⤟ޔߡߒߣ⺰⚿ޕፉ߇ⴊᶧߣធ⸅ߒⴊޔᶧಝ
࿕࿃ሶࡈࠖࡉࡁࠥࡦ߮ࡈࠖࡉࡦ✂ᒻᚑߦࠃࠅ⤟E⚦⢩ TRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞߇ᵴᕈൻߐ
ࠇޔTRPM2 ࠴ࡖࡀ࡞ߒߚࠞ࡞ࠪ࠙ࡓᔕ╵߇⚦⢩ᱫࠍᗖߒߡ⤟ፉ⎕უߩ৻࿃ߣߥߞߡ
ࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚ(⺰ᢥḰਛ)ޕ
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1) Suzuki Y, Yasui H, Brzoska T, Magami H, Urano T. Surface-retained tPA is essential for
effective fibrinolysis on vascular endothelial cells. Blood 118:3182-3185, 2011.
2) Rybaltowski M, Suzuki Y, Mogami H, Chlebinska I, Brzoska T, Tanaka A, Banno F, Miyata T,
Urano T. In vivo imaging analysis of the interaction between unusually large von Willebrand
factor multimers and platelets on the surface of vascular wall. Pflugers Arch. Eur. J. Physiol.
461:623-33, 2011
3) Uchida K, Dezaki K, Damdindorj B, Inada H, Shiuchi T, Mori Y, Yada T, Minokoshi Y,
Tominaga M. Lack of TRPM2 impaired insulin secretion and glucose metabolisms in mice.
Diabetes 60:119-126, 2011.
4) Redox signal-mediated sensitization of Transient Receptor Potential Melastatin 2 (TRPM2)
to temperature affects macrophage functions. Kashio M, Sokabe T, Shintaku K, Uematsu T,
Fukuta N, Kobayashi N, Mori Y, Tominaga M. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
5) Ni Hou, Hideo Mogami, Chisato Kubota-Murata, Meng Sun, Toshiyuki Takeuchi1, SeijiTorii
Preferential Release of Newly Synthesized Insulin Assessed by a Multi-Label Reporter
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System UsingPancreatic E-Cell Line MIN6 PLOSone 7: e47921 ( 2012)
6)Tomasz Brzoska, Yuko Suzuki, Hideo Mogami, Hideto Sano, and Tetsumei Urano1
Binding of thrombin-activated platelets to a fibrin scaffold through ĮIIbȕ3 evokes
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Wnt
Wnt

Chen, Q Takada, R., & *Takada, S. (2012) Deficiency of Porcupine, an O-acyltransferase
gene, impairs convergent extension during gastrulation in zebrafish embryos and does
not affect equivalently the trafficking of different Wnt proteins. J. Cell Sci. in press
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ࡦ࠼ࡠࠨࠗ࠻߳ߩಽൻォ឵ߦߟߡ⚦ߦ⸃ᨆࠍⴕߥߞߡࠆޕ
 ߹ߚޔ⸥ߩࡁ࠶ࠢࠕ࠙࠻ࡑ࠙ࠬߦട߃ߡޔGM2/GD2/GD3 ࡁ࠶ࠢࠕ࠙࠻ࡑ࠙ࠬ(lipid
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raft ᰳ៊ࡑ࠙ࠬ (ฬฎደᄢቇ ฎᎹవ↢))ߩ⸃ᨆ߽ⴕߥߞߡࠆޕlipid raft ߪࡕ࡞ࡈࠜࠥࡦ
ࠍฃߌขࠆ႐ߣߒߡ㊀ⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߚޔlipid raft ᰳ៊ࡑ࠙ࠬߩ⸃ᨆ߽ㅴߡ
ࠆޕ

٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ޣട⮮ᜂᒰಽޤ
 ೨ᐕᐲ߹ߢߦ㐿⊒ߒߚޔᏱ⏛ᕈࡊࡠࡉࠍᵴ↪ߒߚ NMR ᴺߣಽሶേജቇ⸘▚ࠍ⚵ߺวࠊ
ߖߚ♧㎮ߩേ⊛┙᭴ㅧ⸃ᨆᴺࠍޔಽጘ᭴ㅧࠍߔࠆࠟࡦࠣࠝࠪ࠼♧㎮ߦᔕ↪ߒߚߘޕ
ߩ⚿ᨐ♧ޔ㎮ߩࠦࡦࡈࠜࡔ࡚ࠪࡦࠍࠄ߆ߦߔࠆߣߣ߽ߦޔಽጘ᭴ㅧ߇♧㎮ߩ┙᭴ㅧ
ߩ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߦਈ߃ࠆᓇ㗀ࠍ⹏ଔߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޔߚ߹ޕ⢽⾰⤑ࡕ࠺࡞ߢࠆࡃࠗ
࡞ߦ⌕⋡ߒޔฦ⒳ࠟࡦࠣࠝࠪ࠼ࠍߘࠇߙࠇ⚵ㄟࠎߛዊဳࡃࠗ࡞ࠍ⺞ߔࠆߎߣߢࠨޔ
ࠗ࠭ߩᓮߐࠇߚ♧㎮ࠢࠬ࠲ࡕ࠺࡞ࠍ᭴▽ߒߚ࠼ࠪࠝࠣࡦࠟޔߦࠄߐޕࡃࠗ
࡞ߣ⤑⚿วᕈ࠲ࡦࡄࠢ⾰ ǂ-ࠪࠢࠗࡦ㧔ǂ-Syn㧕ߣߩ NMR ⋧↪⸃ᨆࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔ
ǂ-Syn ߇ N ᧃ┵㗔ၞࠍߒߡ♧㎮᭴ㅧࠍ⼂ߒ⚿ߣ࠲ࠬࠢ࠼ࠪࠝࠣࡦࠟޔวߔࠆߎ
ߣࠍࠄ߆ߦߒߚޕ
ޣ㜞↰ᜂᒰಽޤ
ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲߦ߅ߡߪޔએਅߩࠃ߁ߥ⎇ⓥᚑᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕ
㧔㧝㧕∉⚵❱ᨴ⦡ᴺߦࠃࠅࡑ࠙ࠬ Wnt3a ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ⚻▤ߦ߅ߌࠆಽᏓࠍ⚦ߦ⸃
ᨆߒߚ⚿ߩߘޕᨐޔ⢛⚻▤ߦ߅ߡߪ↥↢⚦⢩߆ࠄ Wnt3a ࠲ࡦࡄࠢ⾰߇࿐
ߩ⚦⢩ߩ㑆ࠍᢔߒߡࠆߣหᤨߦ▤ޔ⣧ߦ․⇣⊛ߦ㓸Ⓧߒߡࠆߎߣࠍ⓭߈ᱛ
ߚ ߥ߁ࠃߩߎޔߦࠄߐޕWnt ߩ㓸Ⓧߦᔕߓߡ⊒߇⺃ዉߐࠇࠆᮡ⊛ㆮવሶࠍหቯ
ߔࠆߎߣߦ߽ᚑഞߒߚޕᓟߪߎߩᮡ⊛ㆮવሶߩᯏ⢻⸃ᨆࠍⴕ߁ߎߣߦࠃߞߡޔWnt
࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ㓸Ⓧߩᗧ⟵ࠍࠄ߆ߦߢ߈ࠆ߽ߩߣ⠨߃ߡࠆޕ
㧔㧞㧕♧㎮วᚑୃ㘼ߦ㑐ࠊࠆߊߟ߆ߩᄌ⇣㧔GD3 วᚑ㉂⚛ߣ GM2/GD2 วᚑ㉂⚛ߩ
ੑ㊀ᄌ⇣㧔⢽⾰ࡈ࠻ᒻᚑߦ⇣Ᏹࠍ๒ߔࠆ㧕ߣ N-ࠕ࠴࡞ࠣ࡞ࠦࠨࡒࡦ-㧢-⎫㉄
ォ⒖㉂⚛-1 ߩᄌ⇣㧕ߦ߅ߡ ࠆߌ߅ߦ▤⚻ޔWnt3a ࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩⓨ㑆ಽᏓࠍ
⸃ᨆߒߚߚߴ⺞ޕ㒢ࠅߦ߅ߡߪߩࠄߜߤޔᄌ⇣ߦ߅ߡ߽ᄢ߈ߥ⇣Ᏹߪߥߊޔ
ߎࠇࠄߩ♧㎮วᚑୃ㘼㉂⚛ߪ Wnt ߩⓨ㑆ಽᏓߦߪᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ߥ߽ߩߣ⠨
߃ࠄࠇߚ♧ޕ㎮ୃ㘼㉂⚛ߩᄌ⇣ߦ߅ߌࠆ Wnt ߩⓨ㑆ಽᏓߦߟߡߪޔᰴᐕᐲએ㒠
߽ߩୃ㘼㉂⚛ߩᄌ⇣ࠍ↪ߡᒁ߈⛯߈ߩ♧㎮ୃ㘼ࠍ⸃ᨆߔࠆޕ
ޣᳰਛᜂᒰಽޤ
߹ߢߦޔGlcNAc6ST-1 ࡁ࠶ࠢࠕ࠙࠻ࡑ࠙ࠬGlcAT-P ࡁ࠶ࠢࠕ࠙࠻ࡑ࠙ࠬSulf1/2
ࡁ࠶ࠢࠕ࠙࠻ࡑ࠙ࠬߩ⸃ᨆ߇ㅴࠎߢࠆ⸃ߩߘޕᨆ߆ࠄߦࠬ࠙ࡑ࠻࠙ࠕࠢ࠶ࡁߩࠇߕޔ
߅ߡ߽ㅢߔࠆဳߣߒߡޔpMN ࠼ࡔࠗࡦ߆ࠄ↢ߓࠆࠝࠧ࠺ࡦ࠼ࡠࠨࠗ࠻ߩಽൻ⇣
Ᏹ߇ⷰኤߐࠇߚ᧪ᧄޕ⢝↢ 12.5 ᣣ㗃߆ࠄ↥↢ߐࠇࠆࠝࠧ࠺ࡦ࠼ࡠࠨࠗ࠻ߩᢙ߇ KO ࡑ࠙
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䈱න㔌䈮ᚑഞ䈚䈢䇯䈘䉌䈮䇮䊝䊦䊐䉤䊥䊉䉥䊥䉯䉕↪䈇䈩䇮䉟䊃䊙䉨䊍䊃䊂䈱⊒↢Ბ㓏䈪 㪫㪩㪧㪈 ㆮ
વሶ䈱䊉䉾䉪䉻䉡䊮䈱ᓇ㗀䉕⺞䈼䈢䇯ઁ䈮䇮䉡䊆䇮䉇䊗䊦䊗䉾䉪䉴䈱䉭䊉䊛䉕↪䈇䈢ಽሶㅴൻ
ቇ⊛⸃ᨆ䈎䉌ᐢ䈒↢‛䋨⣄ᬁേ‛䇮⯻䋩䈱᷷ᐲᗵฃᕈ䈮㑐䉒䈦䈩䈇䉎 㪫㪩㪧 䈱⋧หㆮવሶ䈱
ಽሶ䉕ⶄᢙหቯ䈚䈢䇯㩷
㩷
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ᒰᦼ㑆䈱ᡰេ䈮䉋䉍⊹േ‛䈱᷷ᐲᗵฃᕈ䈮䈧䈇䈩䈇䈒䈧䈎䈱⍮䈏ᓧ䉌䉏䈢䇯ᓧ䉌䉏
䈢⎇ⓥᚑᨐ䈲એਅ䈪䈅䉎䇯㩷
㩷
䋱䋩ⴕേⷰኤታ㛎䋺㩷
㽲 䊍䊃䊂䈍䉋䈶䉡䊆䈱ᐜ↢䈱᷷ᐲᕈታ㛎䋺䉴䊤䉟䊄䉫䊤䉴䈪ಾ䈦䈢᷷ᐲ൨㈩䉕ઃ
䈔䈢䉼䊞䊮䊋䊷䈱䈭䈎䈪ⴕ䈦䈢䇯䉼䊞䊮䊋䊷䈱

䈮䊍䊷䉺䊷䉕⸳⟎䈚䇮䉼䊞䊮䊋䊷

䈱ਛ䈮᷷ᐲ൨㈩䉕䈦䈢䇯䈖䈱᷷ᐲಽᏓ䈲䇮᷷ᐲ⸘䈮䉋䉍⏕䈚䈢䇯ᐜ↢䈱᷷ᐲ
ᕈ䈲䇮ታ㗼ᓸ㏜䉕ㅢ䈚䈩䇮㪚㪚㪛 䉦䊜䊤䈪⸥㍳䈚䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮䊍䊃䊂䈍䉋䈶䉡䊆䈱
ᐜ↢䈪䈲䇮㜞᷷䈻䈱ᱜ䈱᷷ᐲᕈ䈏ⷰኤ䈘䉏䈢䇯㩷
㽳 䊝䊦䊐䉤䊥䊉䉥䊥䉯䉕↪䈇䈢䉟䊃䊙䉨䊍䊃䊂 㪫㪩㪧䋱䊉䉾䉪䉻䉡䊮䈪䈲䇮䊉䉾䉪䉻䉡䊮䉕䈍䈖
䈚䈢䈱ᚑ㐳䈮ㆃᑧ䈏䉂䉌䉏䈢䇯㩷
㩷
䋲䋩↢ℂቇ⊛ታ㛎㩷
㽲 䊍䊃䊂 㪫㪩㪧䋱㪺㪩㪥㪘 䉕䉝䊐䊥䉦䉿䊜䉧䉣䊦ෆᲣ⚦⢩䈪⊒䈘䈞䇮䉟䉥䊮䉼䊞䊮䊈䊦㔚ᵹ
䉕⸥㍳䈜䉎䇯㩷
㽳 䈖䈱ᣇᴺ䈪䊍䊃䊂 㪫㪩㪧㪈 䈱↢ℂቇ⊛․ᕈ䉕⺞䈼䉎䈫એਅ䈱䈖䈫䈏䉌䈎䈮䈭䈦䈢䇯㩷
㫀

䊍䊃䊂 㪫㪩㪧㪘㪈 䈲⣄ᬁേ‛䉇⯻䈱 㪫㪩㪧㪘㪈 䉝䉯䊆䉴䊃䋨䉝䊥䊦䉟䉸䉼䉥䉲䉝䊈䊷
䊃䇮䉲䊅䊝䊮䉝䊦䊂䊊䉟䊄╬䋩䈮䉋䉍ᵴᕈൻ䈘䉏䉎䇯㩷

㫀㫀

䊍䊃䊂 㪫㪩㪧㪘㪈 䈲ૐ᷷ೝỗ䈪䈲ᵴᕈൻ䈘䉏䈭䈇䈏䇮㜞᷷ೝỗ䈮䉋䉍ᵴᕈൻ䈘䉏
䉎䇯㩷

㫀㫀㫀

ᾲೝỗ䈮䉋䉎ᵴᕈ䈲⣕ᗵ䈜䉎䇯㩷 㩷

㫀㫍

䊍䊃䊂 㪫㪩㪧㪘㪈 䈱ᵴᕈൻ᷷ᐲ㑣୯䈲⚂ 㪊㪍㷄䈪䈅䉎䇯㩷

㫍

ູ㘃 㪫㪩㪧㪘㪈 䈱ㆬᛯ⊛㒖ኂ㩿䈲䊍䊃䊂 㪫㪩㪧㪘㪈 䉕㒖ኂ䈚䈭䈇䇯㩷

㽴 䊍䊃䊂 㪫㪩㪧䋱䈲᷷ᐲ㑣୯䉇䇮䉝䉯䊆䉴䊃䈮ኻ䈜䉎ᔕ䈎䉌䇮㪫㪩㪧㪘 ⋧หㆮવሶ䈫⠨䈋
䉌䉏䉎䇯䈢䈣䈚䇮ູ㘃 㪫㪩㪧㪘㪈 䈱ㆬᛯ⊛㒖ኂ䈱ലᨐ䈏䈭䈇䇯䈖䈱䈖䈫䈮㑐䈚䈩䈲䇮
䊆䉲䉝䊐䊥䉦䉿䊜䉧䉣䊦䈱 㪫㪩㪧㪘 䉅ห᭽䈮ㆬᛯ⊛㒖ኂ䈱ലᨐ䉕␜䈘䈭䈇䈖䈫䈎䉌䇮
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公募（ 18 ） 温度感受性の進化生物学

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
ㆬᛯ⊛㒖ኂ䈱ലᨐ䈲↢‛․⇣ᕈ䈏㜞䈇น⢻ᕈ䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯㩷
㩷
䋳䋩ಽሶㅴൻቇ⊛⸃ᨆ䋺䉡䊆䇮䊗䊦䊗䉾䉪䉴䇮䉪䊤䊚䊄䊝䊅䉴䈱䉭䊉䊛ਛ䈮⣄ᬁേ‛䈱᷷ᐲฃ
ኈㆮવሶ 㪫㪩㪧 䈱⋧หㆮવሶ䈏ሽ䈜䉎䈎䉕⺞䈼䈢䇯䈠䈱⚿ᨐ䇮䈠䉏䈡䉏䈱䉭䊉䊛䈮䈲䇮
㪫㪩㪧 ㆮવሶ⟲䈱ฦ 㪽㪸㫄㫀㫃㫐 䈮ኻᔕ䈜䉎⋧หㆮવሶ䈏ⶄᢙሽ䈜䉎䈖䈫䈏䉌䈎䈮䈭䈦䈢䇯
䉁䈢♽⛔⸃ᨆ䈎䉌䇮㪫㪩㪧㪘㩷 㪽㪸㫄㫀㫃㫐 䈮䈲䇮ᄢ䈐䈒ಽ䈔䉌䉏䉎䇯䈸䈢䈧䈱䉪䊧䊷䊄䈱ౝ䋱䈧䈲䇮⣄
ᬁേ‛䈫ή⣄ᬁേ‛䈎䉌䈭䉎 㪫㪩㪧㪘㪈 䉪䊧䊷䊄䈪䈫䇮ή⣄ᬁേ‛䈣䈔䈎䉌䈭䉎䉪䊧䊷䊄䈪䈅
䉎䇯䈖䈱ੑ䈧䈱䉪䊧䊷䊄䈱ಽጘ䈲䇮⣄ᬁേ‛䈫ή⣄ᬁേ‛䈱ಽጘ䉋䉍ฎ䈇䇯㩷
㩷
ᓟ䈲䇮䉡䊆䇮䊍䊃䊂䈱ᐜ↢䈪䈱᷷ᐲᕈ䉕䉼䊞䊮䊋䊷䈱᷷ᐲ䉕ᄌ䈋䈩䇮ઁ䈱↢‛䈱 㪫㪩㪧㪘
䈪䉂䉌䉏䉎䈱䈫ห᭽䈮㜞᷷䈮ኻ䈜䉎ᔊㆱⴕേ䈮㑐ਈ䈜䉎䈱䈎䈬䈉䈎䉕⺞䈼䉎䇯䉁䈢䉟䊃䊙䉨䊍
䊃䊂䈱 㪫㪩㪧䋱ㆮવሶ䊉䉾䉪䉻䉡䊮䈮䈧䈇䈩䈱䇮᷷ᐲᕈ䉕⚦䈮⺞䈼䉎䇯ઁ䈮䇮䊗䊦䊗䉾
䉪䉴䈪䈲ಽሶㅴൻቇ⊛ᚻᴺ䈪 㪫㪩㪧㪘 䈱⋧ห㈩䉕หቯ䈚䇮䈠䈱⊒䉕ಽሶ↢‛ቇ⊛ᚻᴺ䈪
䊑䊨䉾䉪䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉎䇮᷷ᐲᕈ䈱ᄌൻ䉕⺞䈼䉎䇯
ᓟ䈲㪃એਅ䈱᭽䈭ዷ㐿䈮䈧䈭䈕䈢䈇䇯
㽲 䉡䊆ᐜ↢䈱 㪺㪛㪥㪘 䈎䉌 㪫㪩㪧㪘 ⋧หㆮવሶ䉕න㔌䈚䇮㔚᳇↢ℂቇ⊛ታ㛎䈪䇮ᯏ⢻․ᕈ䉕
䉌䈎䈮䈜䉎䇯㩷
㽳 䊍䊃䊂ᐜ↢䈱 㪫㪩㪧㪘㪈 ㆮવሶ䊉䉾䉪䉻䉡䊮䈱ⴕേ䋨᷷ᐲᕈ䋩䉕⺞䈼䉎䇯㩷
㽴 䊗䊦䊗䉾䉪䉴䉇䉪䊤䊚䊄䊝䊅䉴䈱᷷ᐲᗵฃᕈ䈮䈎䈎䉒䉎ಽሶ䈱න㔌㩷
㽵 એ䈱⍮䈮ၮ䈨䈐䇮ㅴൻ䈱ೋᦼᲑ㓏䈪䈱᷷ᐲᗵฃᕈฃኈ䈱ᯏ⢻ᄌൻ䈮䈧䈇䈩⼏
⺰䈜䉎䇯㩷
٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
㪪㪸㫀㫋㫆㩷㪪㪃㩷㪥㪸㫂㪸㫋㫊㫌㫂㪸㩷㪢㪃㩷㪫㪸㫂㪸㪿㪸㫊㪿㫀㩷㪢㪃㩷㪝㫌㫂㫌㫋㪸㩷㪥㪃㩷㪠㫄㪸㪾㪸㫎㪸㩷㪫㪃㩷㪦㪿㫋㪸㩷㪫㪃㩷㪫㫆㫄㫀㫅㪸㪾㪸㩷㪤㪅㩷㪘㫅㪸㫃㫐㫊㫀㫊㩷㫆㪽㩷
㪫㫉㪸㫅㫊㫀㪼㫅㫋㩷㪩㪼㪺㪼㫇㫋㫆㫉㩷㪧㫆㫋㪼㫅㫋㫀㪸㫃㩷㪘㫅㫂㫐㫉㫀㫅㩷㪈㩷㩿㪫㪩㪧㪘㪈㪀㩷㫀㫅㩷㪽㫉㫆㪾㫊㩷㪸㫅㪻㩷㫃㫀㫑㪸㫉㪻㫊㩷㫀㫃㫃㫌㫄㫀㫅㪸㫋㪼㫊㩷㪹㫆㫋㪿㩷
㫅㫆㪺㫀㪺㪼㫇㫋㫀㫍㪼㩷㪿㪼㪸㫋㩷㪸㫅㪻㩷㪺㪿㪼㫄㫀㪺㪸㫃㩷㫊㪼㫅㫊㫀㫋㫀㫍㫀㫋㫀㪼㫊㩷㪸㫅㪻㩷㪺㫆㪼㫏㫇㫉㪼㫊㫊㫀㫆㫅㩷㫎㫀㫋㪿㩷㪫㪩㪧㩷㪭㪸㫅㫀㫃㫃㫆㫀㪻㩷㪈㩷㩿㪫㪩㪧㪭㪈㪀㩷㫀㫅㩷
㪸㫅㪺㪼㫊㫋㫉㪸㫃㩷㫍㪼㫉㫋㪼㪹㫉㪸㫋㪼㫊㪅㩷㪡㪅㩷㪙㫀㫆㫃㪅㩷㪚㪿㪼㫄㪅㩷㪉㪏㪎㩷㩿㪊㪍㪀㪑㩷㪊㪇㪎㪋㪊㪄㪊㪇㪎㪌㪋㪃㩷㪉㪇㪈㪉㪅㩷
㩷
㪝㫌㫉㫌㫂㪸㫎㪸㩷㪩㪃㩷㪝㫌㫅㪸㪹㪸㫊㪿㫀㩷㪟㪃㩷㪤㪸㫋㫊㫌㫄㫆㫋㫆㩷㪤㪃㩷㪢㪸㫅㪼㫂㫆㩷㪟㪅㩷㪪㫋㪸㫉㪽㫀㫊㪿㩷㪘㫇㪛㪦㪚㪢㩷㫇㫉㫆㫋㪼㫀㫅㩷㪼㫊㫊㪼㫅㫋㫀㪸㫃㫃㫐㩷
㪽㫌㫅㪺㫋㫀㫆㫅㫊㩷㫀㫅㩷㫃㪸㫉㫍㪸㫃㩷㪻㪼㪽㪼㫅㫊㪼㩷㫊㫐㫊㫋㪼㫄㩷㫆㫇㪼㫉㪸㫋㪼㪻㩷㪹㫐㩷㫄㪼㫊㪼㫅㪺㪿㫐㫄㪼㩷㪺㪼㫃㫃㫊䇯㩷 㪠㫄㫄㫌㫅㫆㫃㩷㪚㪼㫃㫃㩷㪙㫀㫆㫃㪅㩷㪉㪇㪈㪉㩷
㪥㫆㫍㪒㪐㪇㩿㪈㪇㪀㪑㪐㪌㪌㪄㪍㪌㪅㩷㪻㫆㫀㪑㩷㪈㪇㪅㪈㪇㪊㪏㪆㫀㪺㪹㪅㪉㪇㪈㪉㪅㪊㪎㪅㩷
㩷
㪝㫌㫉㫌㫂㪸㫎㪸㩷㪩㪃㩷㪤㪸㫋㫊㫌㫄㫆㫋㫆㩷㪤㪃㩷㪢㪸㫅㪼㫂㫆㩷㪟㪅㪚㪿㪸㫉㪸㪺㫋㪼㫉㫀㫑㪸㫋㫀㫆㫅㩷㫆㪽㩷㪸㩷㫊㪺㪸㫍㪼㫅㪾㪼㫉㩷㫉㪼㪺㪼㫇㫋㫆㫉㩷
㪺㫐㫊㫋㪼㫀㫅㪼㪄㫉㫀㪺㪿㪄㪻㫆㫄㪸㫀㫅㪄㪺㫆㫅㫋㪸㫀㫅㫀㫅㪾㩷㫇㫉㫆㫋㪼㫀㫅㩷㫆㪽㩷㫋㪿㪼㩷㫊㫋㪸㫉㪽㫀㫊㪿㪃㩷㪘㫊㫋㪼㫉㫀㫅㪸㩷㫇㪼㪺㫋㫀㫅㫀㪽㪼㫉㪸㪑㩷㪘㫇㪪㪩㪚㪩㪈㩷㪸㪺㫋㫊㩷
㪸㫊㩷㪸㫅㩷㫆㫇㫊㫆㫅㫀㫅㩷㫀㫅㩷㫋㪿㪼㩷㫃㪸㫉㫍㪸㫃㩷㪸㫅㪻㩷㪸㪻㫌㫃㫋㩷㫀㫅㫅㪸㫋㪼㩷㫀㫄㫄㫌㫅㪼㩷㫊㫐㫊㫋㪼㫄㫊㪅㩷㪛㪼㫍㩷㪚㫆㫄㫇㩷㪠㫄㫄㫌㫅㫆㫃㪅㩷㪉㪇㪈㪉㩷
㪡㪸㫅㪒㪊㪍㩿㪈㪀㪑㪌㪈㪄㪍㪈㪅㩷㪻㫆㫀㪑㩷㪈㪇㪅㪈㪇㪈㪍㪆㫁㪅㪻㪺㫀㪅㪉㪇㪈㪈㪅㪇㪍㪅㪇㪇㪌㪅㩷
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公募（ 19 ） 模擬宇宙線を用いた実験室宇宙科学の展開

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

ᮨᡆቝቮ✢ࠍ↪ߚታ㛎ቶቝቮ⑼ቇߩዷ㐿

ᔕᬺಽ

ᬺᨒԘ(C)ޟဳห⎇ⓥޠ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

㜞ጊ ஜ

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
⎇ⓥ࡙࠾࠶࠻㧭㧦࠺ࠫ࠲࡞ടㅦེߦࠃࠆ㊀ࠗࠝࡦടㅦታ㛎ࠍ߶߷㗅⺞ߦߔߔߺޔขࠅߒ
Ბ㓏߹ߢߦߞߚޕᣉ⸳ᬌᩏ⚳ੌᰴ╙ࡓࡆޔଏ⛎ࠍⴕ߁੍ቯޕ࿑㧝ෳᾖ
⎇ⓥ࡙࠾࠶࠻㧮㧦ᾖ↪ߩ 2 ゲ⒖േบ߇ቢᚑߒߚޕ߽࠲ࡔࠦࡓࡆޔቢᚑߒߚޕ
ߎࠇࠄߩᾖ↪ᯏེߩᝪ߃ઃߌࠍⴕ߁೨Ბ㓏ߦߞߡࠆޕ࿑㧞ෳᾖ
⎇ⓥ࡙࠾࠶࠻㧯㧦ᾖ↪ࡆࡓ⓹ޔᾖࡏ࠶ࠢࠬࠬࠟޔᷙว↪ߩ࠷࡞߇ቢᚑߒߚޕ
ࠢࠗࠝࠬ࠲࠶࠻ߩḰࠍߒߡࠆߣߎࠈߢࠆޕ࿑㧟ෳᾖ

࿑㧞㧦ࠦࡔ࠲ߣ x-y ⒖േࠬ࠹ࠫ
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戦略Ⅰ（ 5 ） 惑星科学と生命科学の融合：生命概念の普遍化をめざして
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戦略Ⅰ（ 6 ）「料理」の環境文化史：生態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に与えるインパクト
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戦略Ⅰ（ 7 ） ニュー・ミュージオロジーの確立のための研究
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戦略Ⅰ（ 8 ） 自然界の様々なスケールに現れる高エネルギージェット現象の解明
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A meridional structure of static stability and ozone vertical gradient around the
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若手（ 4 ） 皮膚感覚に基づいた反射運動の発達における糖タンパク質輸送系の役割の解明
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若手（ 4 ） 皮膚感覚に基づいた反射運動の発達における糖タンパク質輸送系の役割の解明
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若手（ 5 ） 粘液細胞と繊毛細胞の分化プログラムの解明
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若手（ 6 ） 始原生殖細胞における発生コアシグナル伝達ネットワークのシステム生物学的解析
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若手（ 6 ） 始原生殖細胞における発生コアシグナル伝達ネットワークのシステム生物学的解析
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若手（ 7 ） 生体内上皮構造の細胞学的解析とセカンドメッセンジャーシグナル
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若手（ 7 ） 生体内上皮構造の細胞学的解析とセカンドメッセンジャーシグナル
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若手（ 7 ） 生体内上皮構造の細胞学的解析とセカンドメッセンジャーシグナル
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若手（ 8 ） 新規越シナプス性神経回路トレース法を用いた物体視に関わる神経回路の解析
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若手（ 8 ） 新規越シナプス性神経回路トレース法を用いた物体視に関わる神経回路の解析
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若手（ 9 ） 大型哺乳類における行動生態学と比較認知科学の融合
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若手（ 9 ） 大型哺乳類における行動生態学と比較認知科学の融合
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Relative quantity
judgement by an Asian elephant using touch-panel stimuli

Kutsukake N, Teramoto M, Homma S, Mori Y, Matsudaira K, Kobayashi H, Ishida T,
Okanoya K, Hasegawa T 2012 Individual variation in behavioural reactions to unfamiliar
conspecific vocalisation and hormonal underpinnings in male chimpanzees. Ethology 118:
269-280
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若手（ 10 ） 統合的新分野形成過程の理論的検証：「 統合生命科学」を例として
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若手（ 10 ） 統合的新分野形成過程の理論的検証：「 統合生命科学」を例として
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若手（ 11 ） ミドリムシの光集合応答を制御するプテリン様センサーの同定
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若手（ 12 ） 西アジア乾燥地帯における農耕および遊牧の発生と環境変化
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Archaeobotanical study of PPNB outpost, Wadi Abu Tulayha, Southern Jordan with special
reference to the beginning of nomadism in the southern edge of the fertile crescent 15th Symposium
of the International Working Group for Palaeoethnobotany (IWGP)
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若手（ 12 ） 西アジア乾燥地帯における農耕および遊牧の発生と環境変化
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study of PPNB outpost, Wadi Abu Tulayha, Southern Jordan with special reference to the beginning
of nomadism in the southern edge of the fertile crescent 15th Symposium of the International
Working Group for Palaeoethnobotany (IWGP) Wilhelmshaven, Germany
Hiroo Nasu, Kenichi Tanno, Hitomi Hongo and Sumio Fujii
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at Wadi Abu Tulayha: A PPNB outpost in southern Jordanian desert Vegetation History
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若手（ 13 ） C 型肝炎長期経過を予測するためのシュミレータの開発
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若手（ 14 ） 3 次元局所特徴によるボリュームデータの分類に関する研究
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若手（ 14 ） 3 次元局所特徴によるボリュームデータの分類に関する研究
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若手（ 15 ） 複核希土類錯体による酸素還元触媒の開拓
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若手（ 16 ） 次世代 CMB 偏光実験に用いる超伝導検出器に適応可能なミリ波偏光源の開発
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若手（ 17 ） 複合的アプローチを用いた中心体複製の分子機構の解析
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若手（ 17 ） 複合的アプローチを用いた中心体複製の分子機構の解析
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若手（ 17 ） 複合的アプローチを用いた中心体複製の分子機構の解析

   㧔᭽ᑼ 㧟㧕
ᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ᚑᨐႎ๔ᦠ

ߦߥߞߡ߈ߡ߅ࠅޔਛᔃዊⶄߩ⚛ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆ⍮ߪ⚦⢩߇ࠎൻࡔࠞ࠾࠭ࡓߩ⸃
ߦ߽ነਈߔࠆߎߣ߇ᦼᓙߐࠇࠆ⎇ᧄޕⓥഥᚑᦼ㑆ਛ㧔㧞ᐕ㑆㧕ߦㅀߩౝኈࠍᓧޔ
߹ߣߍߚ⺰ᢥࠍᛩⓂਛߢࠆ㧔ਅ⸥ෳᾖ㧕ޕ㩷

٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
Gen Shiratsuchi, Katsuyoshi Takaoka, Tomoko Ashikawa, Hiroshi Hamada and Daiju Kitagawa
“RBM14 prevents de novo assembly of centriolar proteins and maintains genome integrity”
(under revision in Dev Cell)
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若手（ 18 ） 食物連鎖のメタゲノム解析：食性適応の遺伝基盤解明にむけて

(ecological opportunity)

(key trait)

copy number variation

1
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若手（ 18 ） 食物連鎖のメタゲノム解析：食性適応の遺伝基盤解明にむけて

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

㘩‛ㅪ㎮䈱䊜䉺䉭䊉䊛⸃ᨆ䋺㘩ᕈㆡᔕ䈱ㆮવၮ⋚⸃䈮䉃䈔䈩

ᔕᬺಽ

⧯ᚻ⎇ⓥ⠪⎇ⓥᡰេᬺ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

ർ㊁㩷 Ả

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔

ᣂ䈚䈇ⅣႺ䈻䈱ㅴ䈲䇮ㆡᔕᢔ䈱ᒁ䈐㊄䈫䈭䉎䈖䈫䈏⍮䉌䉏䈩䈇䉎䇯䊃䉭䉡䉥䈱䉕䈕䉎䈫䇮
᷆᳓䈻ㅴ䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䈢♽⛔䈲䇮ᄙ᭽䈭᷆᳓ⅣႺ䈻ㆡᔕ䈚䈩䈘䉌䈭䉎ᄙ᭽ൻ䉕ㆀ䈕䈢䈱
䈮ኻ䈚䈩䇮వဳ䈱䉁䉁ᶏ䈮䈫䈬䉁䈦䈢♽⛔䈪䈲ᄙ᭽ൻ䈏䈖䉌䈭䈎䈦䈢䇯ᓥ䈦䈩䇮↢ᘒ⊛ᯏ
ળ(ecological opportunity)䉕Ⴧട䈘䈞ㆡᔕᢔ䈱ᒁ䈐㊄䈫䈭䉎䉋䈉䈭㎛ᒻ⾰(key trait)䈱หቯ䇮
䈶䇮䈠䈱ㆮવၮ⋚䈱⸃䈲䇮ㆡᔕᢔᯏ᭴䈱ℂ⸃䈮ᔅ㗇䈪䈅䉎䇯䉁䈢䇮ᄖ᧪⒳䈱ᢔ䉕ℂ
⸃䈜䉎䈪䉅䇮ᣂⷙⅣႺ䈻䈱ㆡᔕ⢻ജ䈱㆑䈇䉕ⷙቯ䈜䉎ㆮવၮ⋚䈱⸃䈲ᔅ㗇䈪䈅䉎䇯
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ

⎇ⓥഥᚑ䈱䉅䈫䇮䉁䈝䇮หᚲ䈮↢ᕷ䈜䉎ᣣᧄᶏဳ䈫ᄥᐔᵗဳ䈱䉟䊃䊣䋨䊃䉭䉡䉥⑼䈱㝼䋩䈏⇣䈭
䉎㘩ᕈ䉕䉅䈦䈩䈇䉎䈖䈫䈏䉌䈎䈮䈭䈦䈢䇯․䈮⥝ᷓ䈇䈱䈲䇮ᄥᐔᵗဳ䉟䊃䊣䈲᷆᳓↢ᘒ♽
䈱㙄䉕䇮ᣣᧄᶏဳ䉟䊃䊣䈲ᶏ↥䊒䊤䊮䉪䊃䊮䉕ਛᔃ䈮㙄䈫䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈪䈅䉎䇯䈖䉏䉌䈲䇮หੑ⒳
䈏ሽ䈚䈩䈇䉎หᚲၞ䈪․䈮㗼⪺䈪䈅䉍䇮┹䈮䉋䉎䈍䈇䈱ឃ㒰䈏㊀ⷐ䈭ᓎഀ䉕ᨐ䈢䈚䈩
䈇䉎䈖䈫䈏␜ໂ䈘䉏䈢䇯
䈧䈇䈪䇮㙄↢‛䉕ᄌൻ䈘䈞䈩ᣣᧄᶏဳ䈫ᄥᐔᵗဳ䉕ታ㛎ቶౝ䈪㘺⢒䈚䇮䈖䉏䉌䈏․ቯ䈱㙄↢
‛㘺⢒ਅ䈪䈱↢ሽ₸䈮Ꮕ䈏䈅䉎䈖䈫䉕␜䈚䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈮䇮䈖䉏䉌ੑ⒳䈏㙄↢‛䈻䈱ㆡᔕㅴൻ
䉕䈍䈖䈚䈩䈇䉎䈖䈫䉕␜䈚䈩䈇䉎䈖䈫䈏᧪䈢䈮䇮ᄥᐔᵗဳ䉟䊃䊣䈏᷆᳓㙄䉕↪䈪䈐䉎䉋䈉䈮
ㅴൻ䈚䈢䈖䈫䈏ㆡᔕᢔ䈱䈐䈦䈎䈔䈫䈭䈦䈢䈖䈫䈏␜ໂ䈘䉏䈢䇯ᓟ䈲䈖䈱㆑䈇䈮㑐䉒䉎ㆮવ
ၮ⋚䉕⸃䈚䈩ⴕ䈐䈢䈇䇯
٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
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若手（ 19 ） 共生応答におけるカルシウムイオン動態のイメージング解析
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若手（ 20 ） レーザー光技術を用いた脳内グリア細胞の活性化による生理機能の解明
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若手（ 21 ） 太陽系外惑星から astrobiology へ

2011

2011

― 178
176 ―

若手（ 21 ） 太陽系外惑星から astrobiology へ
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若手（ 21 ） 太陽系外惑星から astrobiology へ
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若手（ 22 ） 近世有職故実の展開と伝播に関する基礎的研究

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

ㄭ⡯ታ䈱ዷ㐿䈫વ䈮㑐䈜䉎ၮ␆⊛⎇ⓥ

ᔕᬺಽ

⧯ᚻ⎇ⓥ⠪⎇ⓥᡰេᬺ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

ᘕᄥ㇢

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
ᧄ⎇ⓥ䈲ㄭ䈱⡯ታ䈏␠ળ䈮䈬䈱䉋䈉䈮વ䈚䈩䈇䈦䈢䈎䉕䉌䈎䈮䈜䉎ၮ␆⊛ᬺ䉕⋡
⊛䈫䈜䉎䉄䈢䉄ዊ═ේᵹ␞ᴺ䉕䈮䇮દ⼺ᷓ⨲␠㎛ขᄖጟኅᢥᦠ䈱⺞ᩏ䉕ⴕ䈭䈇䇮หኅᢥ
ᦠ䈱ోὐ䈱⋡㍳䈫౮⌀ᓇ䉕ⴕ䈭䈦䈢䇯ᄖጟኅᢥᦠ䈲䈸䈢䈧䈱䉁䈫䉁䉍䈮⚊䈘䉏䈩䈇䉎䇯㽲ᧁ
▫䇯ᧁ▫䈮⚊䉄䉌䉏䈢ᢥᦠ䈲ㇱ䈮᭽䇱䈭ᓮᧅ䉇ᓮ䉍䈏䈅䉍䇮䈠䈱ਅ䈮⚂ 㪋㪇 Ꮞ䈱ዊ═ේᵹ␞
ᴺᦠ䈏䈦䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉁䈪ో䈒⍮䉌䉏䈩䈇䈭䈇ᣂ⾗ᢱ䈪䈅䉍䇮ᄖጟኅᢥᦠ䈱⺞ᩏ䉕 㪈㪈 䈮ታ
ᣉ䈚䇮ਅ⸥䈱䉋䈉䈭ᚑᨐ䉕ᓧ䈢䇯㽳ൟ⸥䈭䈬䉕⚊䉄䈢ṭႣ䉍▫䇯ਥ䈮ㄭઍએ㒠䈱หኅ䈮㑐䉒䉎ᢥᦠ
䈪䈅䉍䇮ァੱ䈫䈚䈩ᓥァ䈚䈢㓙䈱ᢥᦠ䈏ᄙᢙ⚊䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈠䉏䉌䈮䈧䈇䈩䉅ਅ⸥䈱䉋䈉䈭ᚑᨐ䉕
ᓧ䈢䇯㩷
࿁䈱⺞ᩏ䈮䉋䈦䈩ዊ═ේᵹ␞ᴺ䈱᳃㑆䈮વ䈚䈢ᣂ⾗ᢱ䈏䉌䈎䈮䈭䉍䇮䈖䈱ὐᒰᣇ
⥄ᴦ䈮䈫䈦䈩䉅㊀ⷐ䈭ᱧผㆮ↥䈪䈅䉎䈢䉄䇮ᚲ⬿⠪䈱⸵⻌䉕ᓧ䈩⋡㍳䊂䊷䉺䈱⼑ᷰ䉕ⴕ䈭䈦
䈢䇯

٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ዊ═ේᵹ␞ᴺᦠ䉕ᢙᄙ䈒⚊䉄䈢દ⼺ᷓ⨲␠㎛ขᄖጟኅᢥᦠ䈱⺞ᩏ䈱ᚑᨐ䈫䈚䈩䇮ᰴ䈱䉋䈉䈭
䉅䈱䉕ᓧ䈢䇯㽲㪋㪏 ὐ䈮䈹ዊ═ේᵹ␞ᴺᦠ䈱ᣂ⾗ᢱ䈱⊒䈫䈠䈱⋡㍳ൻ䇯㽳㽲䈱␞ᴺᦠ䉅
䉃 㪉㪐㪋 ὐ䈮䈹ᄖጟኅᢥᦠ䈱⋡㍳ൻ䇯㽴ᓟ⎇ⓥ䉕ⴕ䈭䈉䈢䉄ᄖጟኅᢥᦠ 㪉㪐㪋 ὐ䈱ᓇ䇯㽵
ర⥄ᴦ㑐ଥ⠪䊶ၞ᳃䈻ᄖጟኅᢥᦠ䈱⚫䉕ㄟ䉄䈢ႎ๔ળ䈱㐿䋨䇸ධદ⼺ߦવࠊࠆᱞ
⒁વᦠޠ2012 ᐕ 11  23 ᣣ䋩㩷

٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
⋥ធߩ㑐ㅪߪߥ߽ߩߩ⎇✚ޔᄢᣣᢥኾ․⻠⟵ޟਛㄭ⒖ⴕᦼߩኅኅ⡯ߩዷ㐿ޠ
㧔2013
ᐕ 1  9 ᣣ㧕ߦߡ⻠⟵․ޕ⻠⟵ߩዊౠሶߣߒߡೀⴕޕ
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若手（ 23 ） 生体分子の自己組織化過程の時間分解観察を可能にするモデル脂質二分子平面膜系の構築

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

↢ಽሶߩ⥄Ꮖ⚵❱ൻㆊ⒟ߩᤨ㑆ಽ⸃ⷰኤࠍน⢻ߦߔࠆࡕ࠺
࡞⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑♽ߩ᭴▽

ᔕᬺಽ

ᬺᨒԙ⧯ޟᚻ⎇ⓥ⠪⎇ⓥᡰេޠ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

ᧁືዞ

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
 ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰߇↢ౝߢᄙ᭽ߥᯏ⢻ࠍ⊒ߔࠆߎߣߪ৻⥸ߦ⼂ߐࠇߡࠆ߇⥄ߩߘޔ
Ꮖ⚵❱ൻ㧔ࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣ㧕ߩಽሶᯏ᭴ߪᧂ⸃ߢࠆ⎇⺧↳ᧄޕⓥ⺖㗴ߢߪޔ⢽⾰ੑ
ಽሶᐔ㕙⤑ߩන৻ጀࠍ㊄⤑ߦ♖ኒߦᓮߒߡᒻᚑߒߩߘޔ⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߢߎࠆ⤑
࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬࠍታ㛎⊛ߦታᤨ㑆ߢⷰኤߒߩ⾰ࠢࡄࡦ࠲⤑ޔ
in vitro ࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣᯏ᭴ߩ⸃ࠍ⋡ᜰߒߚߩ࡞ࠛࠟࡔ࠷ࠞࡈࠕޔߚ߹ޕෆᲣ⚦⢩ߩ
⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߢߩ in cell ࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣᯏ᭴ߦߟߡ߽ታᤨ㑆ⷰኤࠍ⹜ߺޔin cell ߣ
in vitro ߢߩ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣᯏ᭴ߩ⋧㆑ߦߟߡ߽ᬌ⸛ߔࠆޕ
 ߘߩߚߦߪ৻ಽሶࡌ࡞ߢ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ᭴ㅧᒻᚑࠍㅊ〔ߔࠆᚻᴺߩ㐿⊒߇ᔅⷐߢ
ߞߚ߇⎇ᧄޔⓥᬺߦࠃߞߡ㜞㐿ญᢙߩኻ‛ࡦ࠭ࠍ⾼ߔࠆߎߣ߇ߢ߈৻ޔಽሶࡌ࡞
ߢߩⰯశⷰኤ߇น⢻ߦߥߞߚޔߦࠇߘޕ㜞ᗵᐲᬌ♽ߩ᭴▽߇น⢻ߣߥࠅⰯޔశᮡ⼂
ࠍⴕߞߚ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩ᭴ㅧᄌൻߩㅊ〔ߦᚑഞߒߚޕᱷᔨߥ߇ࠄޔᐔᚑ 25 ᐕ 3  31 ᣣઃ
ߢ✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ߅ࠃ߮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥᯏ᭴ߦ߅ߌࠆ⡯ࠍㄉߔࠆㆇ߮ߣߥߞߚߚޔᐔ
ᚑ 25 ᐕᐲߦ߅ߌࠆ⛮⛯↳⺧ࠍᢿᔨߖߑࠆࠍᓧߥޔߒߛߚޕቇⲢวផㅴࡦ࠲ࠃࠅߩഥ
ᚑߪฃߌߥ߽ߩߩ੍ޔቯߒߡߚᐔᚑ 25 ᐕᐲಽߩ⎇ⓥߩߘ߮ࠃ߅ޔᓟߦዷ㐿ߐࠇࠆߣ⠨
߃ߡߚࡏ࠰ࡓ߿ࠪࡖࡍࡠࡦߥߤ߇ߔࠆ↢ౝ (in vivo) ࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣࠪࠬ࠹ࡓ
ߩಽሶᯏ᭴ߩ⸃ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ߳ߣㅴዷߐߖࠆߎߣߦࠃߞߡᧄޔᡰេᬺ߇⪚⧘⊛ߥᓎഀ
ࠍᨐߚߒߡࠆߎߣࠍࠄ߆ߦߒߚߣ⠨߃ߡࠆޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ᐔᚑ 24 ᐕᐲߦ߅ߡߪޔ⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߩන৻ጀࠍ㊄⤑ߦ♖ኒߦᓮߒߡᒻᚑߔࠆ
ߎߣߦᚑഞߒߚޕ㕙Ⴧᒝ⿒ᄖಽశᴺߦ߅ߡ⏕┙ߒߚ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩୃ㘼ᛛⴚࠍᔕ↪ߒޔ
Ǫࡃ࡞⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ߢࠆ OmpA ࠍ㍌ဳߣߒߚ⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߩ⺞ߦᚑഞߒⰯޔశ
ᮡ⼂ࠍⴕߞߚ OmpA ߇⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߦሽߔࠆ᭽ሶࠍ৻ಽሶⷰኤߒ⏕ߒߚߩߎޕ⢽
⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߢߎࠆ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ߩࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬࠍታ㛎⊛ߦታᤨ㑆
ߢⷰኤߔࠆߚߦ ࠆߥ⇣ޔ2 ⒳㘃ߩⰯశᮡ⼂ࠍᣉߒߚ৻ᧄ⤑⽾ㅢဳࡋ࠶ࠢࠬ᭴ㅧࠍᜬߟ
⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ KCNE1 ࠍ⢽⾰ੑಽሶᐔ㕙⤑ߦዷ㐿ߒ ߩߘޔin vitro ࡈࠜ࡞࠺ࠖࡦࠣࠍㅊ
〔ߒߚ⚿ߩߘޕᨐޔKCNE1 ߇⤑ߦ㆐ߒ⚿วߔࠆ anchoring ߣߘߩᓟߦߎࠆ folding ߣ⠨
߃ࠄࠇࠆⰯశᒝᐲߩᄌൻߩⷰኤߦᚑഞߒߚޕᬌᢙࠍჇ߿ߔߎߣߢࡃ࡞ࠢߩ⸘᷹ߣߩ㆑
ࠍᬌ⸛ߒ⸃ߩࠬࠢࡒ࠽ࠗ࠳ࠣࡦࠖ࠺࡞ࠜࡈߩ⾰ࠢࡄࡦ࠲⤑ޔᨆࠍផㅴߔࠆ੍ቯߢࠆޕ
٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
ᒰߥߒ

― 182
180 ―

若手（ 24 ） 最終氷期以降における東南極氷床の融解：その量・速度の定量的復元

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

ᦨ⚳᳖ᦼએ㒠ߦ߅ߌࠆ᧲ධᭂ᳖ᐥߩⲢ⸃㧦ߘߩ㊂ㅦᐲߩቯ
㊂⊛ᓳర
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٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
 ╙ 53 ᰴධᭂၞ᷹ⷰ㓌ߦෳടߒ㧘᧲ධᭂౝ㒽ㇱߩ࡞ࡠࡦ࠳ࡀጊߩ㔺ጤၞߢ⚂
100 ᣣ㑆ߩ㊁ᄖ⺞ᩏࠍታᣉߒߚ⚿ᨐࠍၮߦ㧘᳖ᴡᒻ࠺࠲ߩ⸃ᨆߣ㧘ណขߒߚጤ⍹⹜ᢱࠍ
↪ߚ㕙㔺ᐕઍ᷹ቯᚻᴺߩ㐿⊒᷹ቯࠍⴕߞߚ㧚ߘߒߡ㧘ߎࠇ߹ߢߦᓧࠄࠇߚ࠺
࠲ࠍၮߦ㧘╙৻ႎ⺰ᢥࠍၫ╩ਛߢࠆ㧚ᓟߪ㧘ᱷߞߚ⹜ᢱߩ㕙㔺ᐕઍ᷹ቯࠍㅴ
ࠆߣߣ߽ߦ㧘ࠣࠪࠝࡂࠗ࠼ࡠࠕࠗ࠰ࠬ࠲ࠪࡕ࠺࡞㧔GIA ࡕ࠺࡞㧕ࠍ↪ߚ࿕ߩ
ᔕ╵⸃ᨆߣ᳖ᐥᵹേࡕ࠺࡞ࠍห⎇ⓥߦࠃߞߡㅴ㧘ᦨ⚳᳖ᦼએ㒠ߩ᧲ධᭂ᳖ᐥⲢ⸃ߩቯ
㊂⊛ᓳరࠍ⋡ᜰߔ㧚
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
 ߎࠇ߹ߢߦⴕߞߚ᳖ᴡᒻ࠺࠲⸃ᨆ࿑ࠍฝߦ␜ߔ㧚
࡞ࡠࡦ࠳ࡀጊਛㇱߦಽᏓߔࠆ᳖ᴡᒻࠍ㧘㘑ൻᐲ
߿㜞ᐲ߆ࠄ 4 ߟߦಽ㘃ߒ㧘ᦨ⚳᳖ᦼએ㒠ߦᒻᚑߐࠇߚ᳖ᴡ
ᒻࠍ Stage 1㧔㤛⦡㧕ߣߒߡࡑ࠶ࡇࡦࠣߒߚ㧚߹ߚ㧘
࡞ࡠࡦ࠳ࡀጊਛㇱߦಽᏓߔࠆ࠹࡞ࡕࡦ߆
ࠄᓧࠄࠇߚ㕙㔺ᐕઍ᷹ቯ⚿ᨐࠍฝਅߦ␜ߔ㧚ߎߩ⚿ᨐ
ߪ㧘࠹࡞ࡕࡦߩౝ߆ࠄᄖߦะ߆ߞߡ㧘ߘߩ㔺
ᐕઍ୯߇ᣂߒߊߥࠆߎߣࠍ␜ߔ㧚ߟ߹ࠅ㧘ᦨ߽ฎᐕઍ
୯ߢࠆᦨ⚳㑆᳖ᦼ߆ࠄߦะ߆ߞߡ㧘ߎߩ࠹࡞ࡕ
ࡦ߇Ბ㓏⊛ߦᒻᚑߐࠇߚߎߣ߇ࠊ߆ࠆ㧚․ߦ㧘ᦨ⚳㑆
᳖ᦼએ㒠ߦߟߡߪ㧘⚂ 1.3 ਁᐕએ㒠ᕆỗߦ
ࡕࡦ߇ᒻᚑߐࠇߚߎߣ㧘ߟ߹ࠅ᳖ᐥ߇ᓟ
ㅌߒߚߎߣ߇ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚ߎࠇߪ᧲ධᭂ
ౝ㒽ㇱߦ߅ߡ㧘ᦨ⚳᳖ᦼએ㒠ߩㅪ⛯⊛ߥ᳖
ᐥᓟㅌࠍ⋥ធ⊛ߦೋߡ␜ߔ⚿ᨐߢࠆ㧚

٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
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若手（ 24 ） 最終氷期以降における東南極氷床の融解：その量・速度の定量的復元
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GIA

Dronning Maud Land

GIA

500 m

Meltwater
Pulse 1A

Suganuma Y., et al., East Antarctic deglaciation and the link to global cooling during the
Quaternary: Evidence from glacial geomorphology and 10Be surface exposure dating of the
Sør Rondane Mountains, Dronning Maud Land, Quaternary Science Reviews.
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若手（ 25 ） 沿岸ポリニヤにおける海氷生産量データの高度化

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

ᴪጯࡐ࠾ࡗߦ߅ߌࠆᶏ᳖↢↥㊂࠺࠲ߩ㜞ᐲൻ
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٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
ࠝࠬ࠻ࠕ⎈᳖⦁ࠍࡊ࠶࠻ࡈࠜࡓߣߒߡޔධᭂၞߩ౻ቄ⥶ᶏ᷹ⷰࠍᐔᚑ 24 ᐕ 9
㨪11 ߦታᣉߒߚ ⚻᧲ޕ110 ᐲㄝߩᶏ᳖ၞࠍਥߥ᷹ⷰኻ⽎ߣߒߡ⦁ޔ᷹ⷰ߅ࠃ߮タ
ࡋࠦࡊ࠲߆ࠄߩ⥶ⓨᯏ᷹ⷰߦࠃߞߡޔᶏ᳖ߦ㑐ߔࠆ᷹ⷰ࠺࠲ขᓧࠍ࿖㓙ห⎇
ⓥߣߒߡข⚵ࠎߛⷰߩߎޕ᷹ߪޔᄢᨒߢߪ Sea Ice Physics and Ecosystem eXperiment II
2012 ߣ߁ࠝࠬ࠻ࠕਥߩ࿖㓙ධᭂᶏ᳖᷹ⷰ㧔‛ℂ↢‛ห᷹ⷰ㧕ߢ⺧↳ޔ⠪ߪ
ᧄ⎇ⓥ⺖㗴ࠍⴕ߁ߚ⎇ޔⓥදജ⠪ߣߦߎߩ᷹ⷰߦෳടߔࠆࠍࠝࠬ࠻ࠕ߆ࠄ
᳞ࠄࠇߡߚࡗ࠾ࡐޕၞߣ᳖✼ၞߣࠍ࠲ࠥ࠶࠻ߣߒޔ៤ⴕဳࡑࠗࠢࡠᵄ⸘
㧔36GHz㧕⿒ޔᄖࡦࠨ߅ࠃ߮ࡆ࠺ࠝࠞࡔߦࠃࠆ᳖ᴫ⸥㍳ࠍࡋࠦࡊ࠲⦁᷹ⷰߦ
ࠃߞߡⴕߥ⭯ޔ᳖ෘࠍ▚ߔࠆࠕ࡞ࠧ࠭ࡓߩᬌ⸽࠺࠲ࠍขᓧߒߚޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ߎߩ⥶ᶏ᷹ⷰਛߦ㘧᧪ߔࠆⴡᤊߩหᦼ᷹ⷰ࠺࠲ߣߩᲧセ߆ࠄⴡޔᤊࡕ࠻ࡦࠪࡦ
ࠣ߆ࠄᓧࠄࠇࠆ⭯᳖ෘࠕ࡞ࠧ࠭ࡓߩᬌ⸽ࠍⴕߞߚޕ࿁ߩ᷹ⷰߢߪⴡޔᤊߦタߐࠇߡ
ࠆࡑࠗࠢࡠᵄࡦࠨߣోߊหߓ߽ߩࠍࡋߦขࠅઃߌߡ᷹ⷰࠍⴕߞߡ߅ࠅ⭯ߪࠇߎޔ
᳖ෘࠕ࡞ࠧ࠭ࡓࠍࠃࠅ⋥ធ⊛ߦᬌ⸽ߔࠆ߽ߩߢࠆࠄ߆ࡋޕᓧࠄࠇߚ࠺࠲ߪޔᶏ᳖
ߩ⒳㘃߿ෘߐߦኻᔕߒߡࠆ߇␜ߐࠇ⿒ޔᄖ࠺࠲ߦࠃߞߡᓧࠄࠇࠆ⚿ᨐߣᲧセߒߡ߽ޔ
ߎߩኻᔕߦ⍦⋫߇ߺࠄࠇߥ߇␜ߐࠇߚ㧔ਅ࿑ෳᾖ㧕ޕਅ࿑ߩࠃ߁ߦ⭯᳖ෘࠕ࡞ࠧ࠭ࡓ
ࠍᬌ⸽ߒޔᡷༀߢ߈ࠆ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߡ߅ࠅޔޔᛩⓂߦะߌߡḰਛߢࠆޕ

 

٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
ᤨὐߢߪήߒޕ

― 185
183 ―

若手（ 26 ） ショウジョウバエにおける miRNA 遺伝子と標的遺伝子の共進化の検証

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

࡚࡚ࠪ࠙ࠫ࠙ࡃࠛߦ߅ߌࠆ miRNA ㆮવሶߣᮡ⊛ㆮવሶߩ
ㅴൻߩᬌ⸽
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٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
OK40# ㆮવሶߣᮡ⊛ㆮવሶߩㅴൻࠍᬌ⸽ߔࠆߚߦߪ㧘ᦨૐߢ߽ㄭ✼⒳ߩ OK40# ㆮવሶ
ߩ㈩ߦ㆑߇ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ㧚ߘߎߢ߹ߕ㧘&TQUQRJKNCOGNCPQICUVGT ߣ &UKOWNCPU
ߩ㑆ߢ㈩ߩ⇣ߥࠆ OK40# ㆮવሶ  ࠍหቯߒߚ㧚ᰴߦ㧘ߘߩਛߢ․ߦㅴൻߒߡࠆน
⢻ᕈߩ㜞  ߟߩ OK40# ㆮવሶࠍߒ㧘ߘߩ߁ߜ  ߟߩ OK40# ߦߟߡߩㆮવሶᒝ⊒
♽⛔㧔ోり㧕ࠍߒߚ㧚ᓧࠄࠇߚᒝ⊒ߣ㊁↢ဳߩᐜ⯻ߩㆮવሶ⊒ࠍ
40#UGS ᴺߦࠃߞߡ✂⟜⊛ߦ⸃ᨆߒ㧘㊁↢ဳߦᲧߴߡᄌ⇣♽⛔ߦ߅ߡᗧߦ⊒㊂߇ᷫዋ
ߒߡࠆㆮવሶ⟲ࠍㆬߒߚ㧚ߐࠄߦ㧘↢‛ᖱႎቇ⊛ᚻᴺࠍ↪ߡ OK40# ߣㆮવሶߩ
O40# ㈩ߩ⋧ᕈࠍ⺞ߴ㧘⋧ᕈߩ㜞߽ߩߛߌࠍᮡ⊛ㆮવሶ⟲ߣߒߡหቯߒߚ㧚ߎߩ⚿
ᨐࠍ߽ߣߦ㧘ᓟ &UKOWNCPU ߩ OK40# ࠍᜬߟ &OGNCPQICUVGT ᄌ⇣ࠍᚑߒ㧘ߎߩᄌ
⇣ߦ߅ߌࠆᮡ⊛ㆮવሶߩ⊒㊂߿↢ሽ₸ߩ᷹ቯࠍⴕ߁੍ቯߢࠆ㧚
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
⸥ߩታ㛎߮⸃ᨆߩ⚿ᨐ㧘OKT ߩᮡ⊛ㆮવሶࠍ  㧔߁ߜ㓽㓶ߢㅢߥ߽ߩ 
㧕㧘OKT ߩᮡ⊛ㆮવሶࠍ  㧔߁ߜ㓽㓶ߢㅢߥ߽ߩ  㧕㧘OKT ߩᮡ⊛ㆮવሶࠍ
 㧔߁ߜ㓽㓶ߢㅢߥ߽ߩ  㧕หቯߒߚ㧚ߎߩ⚿ᨐߪᒻᘒߩ㓽㓶Ꮕ߇߹ߛߘࠇ߶ߤ㗼
⪺ߢߥᐜ⯻ߦ߅ߡ߽㧘OK40# ߩᮡ⊛ㆮવሶ߇㓽㓶ߢ⪺ߒߊ⇣ߥࠆߎߣࠍ␜ໂߒߡࠆ㧚
߹ߚ㧘ᮡ⊛ㆮવሶߩᢙߪ OK40# ߇↢ߓߡ߆ࠄߩᤨ㑆ߦᔕߓߡᄙߊߥࠆߣ߁ℂ⺰⊛੍᷹ࠍ
ታ㛎⊛ߦᬌ⸽ߒߚߣߒߡ㊀ⷐߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ㧔OKT㧦Ḯ  ਁᐕએ೨㧘ᮡ
⊛ㆮવሶ  એ㧧OKT㧦Ḯ⚂  ਁᐕ೨㧦ᮡ⊛ㆮવሶᢙච㧧OKT㧦Ḯ 
ਁᐕ೨ࠃࠅᦨㄭ㧘ᮡ⊛ㆮવሶ  એਅ㧕㧚
٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
ᒰߥߒ
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若手（ 26 ） ショウジョウバエにおける miRNA 遺伝子と標的遺伝子の共進化の検証
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Nozawa M*, Fujimi M, Iwamoto C, Fukuda N, Ikeo K, and Gojobori T. A new model for
evolution of miRNA-target pairs in Drosophila species. In preparation.
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若手（ 27 ） ヘパラン硫酸微小構造（ HSNS ）による Wnt シグナルの制御

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
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٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
 1. ࡕ࡞ࡈࠜࠥࡦߢࠆ Wnt ߩၮᧄ⊛ᕈ⾰ࠍࠄ߆ߦߔࠆߚⰯޔశ⋧㑐ಽశᴺ

㧔FCS㧕ࠍ↪ߡ࡞ࠛࠟࡔ࠷ࠞࡈࠕޔ㧔એਅ Xenopus㧕⢦ߦ߅ߌࠆ⚵❱ਛߢߩ Wnt
Ⱞ⊕⾰ߩേᘒࠍ⸘᷹ߒߚޕᓧࠄࠇߚ⚿ᨐߪᓥ᧪⼂ߐࠇߡߚࡕ࡞ࡈࠜࠥࡦߩᔨߦୃ
ᱜࠍߖ߹ࠆ߽ߩߢߞߚޔߚߩߎޕᒰೋߪ⸘↹ߒߡߥ߆ߞߚ߇ⷰޔኤ⚿ᨐࠍ৻⥸ൻ
ߔߴߊߩࡦࠥࠜࡈ࡞ࡕޔỚᐲᒻᚑㆊ⒟ߩᢙℂࡕ࠺࡞ࠍ᭴▽ߒߚ⚿ߩࠄࠇߎޕᨐࠍߎ
ࠇ߹ߢߩ⎇ⓥᚑᨐࠍ߹ߣޔᛩⓂਛߢࠆ㧔Mii et al㧕ޕ
 2. Xenopus ߩೋᦼ⊒↢ߦ߅ߌࠆ in vivo㧔↢ౝ㧕ߢߩ Wnt Ⱞ⊕⾰ߩಽᏓࠍนⷞൻߔ
ࠆߎߣߪߩߘޔ↪ᯏᐨࠍ⠨߃ࠆ߁߃ߢ㊀ⷐߢࠆ ߒ߆ߒޕin vivo ߢߩ Wnt Ⱞ⊕⾰ߩ
นⷞൻߪߎࠇ߹ߢ࿎㔍ߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚࠍࠇߎޕసߔࠆߚߦߪ⦟⾰ߥ᛫ࠍ
ᚑߔࠆߎߣ߇㊀ⷐߛߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕᚲዻ⎇ⓥቶߩ㜞↰ᓞሶඳ჻ࠄߪ᛫ Wnt ᛫ߩ
ᚑߦታ❣߇ࠅޔ㜞↰ඳ჻ࠄߣหߢ Wnt8 ߅ࠃ߮ Wnt11 ߩ⚵ᦧ߃Ⱞ⊕⾰ࠍᚑߒߚޕ
ߘࠇࠄߩ⚵ᦧ߃Ⱞ⊕⾰ࠍ࠙ࠨࠡߦ∉ਛߢࠆޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ

 Xenopus ⢦ࠍ↪ߚ⸃ᨆ߆ࠄޔಽᴲᕈⰮ⊕⾰ Wnt ߪ⚦⢩ᄖⓨ㑆ߦ߅ߡᄢㇱಽ߇
HSNS ࠍ⚦⢩㕙ߦ⚿ޟวߒߡࠆ৻ޠᣇߢޔᓸ㊂ߥ߇ࠄ⥄↱ᢔᚑಽ߇ሽߒ
ߡࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚߪߣߎߩߎޕᓥ᧪ޔන৻ᚑಽߣߒߡ⠨߃ࠄࠇߡ߈ߚޟᢔߔࠆޠ
ࡕ࡞ࡈࠜࠥࡦߩᔨߩ⋥ߒࠍㄼࠆ⍮ߢࠆޕ
 ߎߩ⚿ᨐࠍฃߌߡ⚦ޔ⢩㑆㓗ߢߩಽᴲⰮ⊕⾰ߩಽᏓ߅ࠃ߮േࠍ⛔ว⊛൮⊛ߦℂ
⸃ߔࠆὑߦޔᢙℂࡕ࠺࡞ߩ᭴▽ࠍ⹜ߺߚޔߪ࡞࠺ࡕߩߎޕಽᴲᕈⰮ⊕⾰ߩ⚿วᚑಽ߅ࠃ
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若手（ 27 ） ヘパラン硫酸微小構造（ HSNS ）による Wnt シグナルの制御
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若手（ 28 ） 分散と社会性の共進化ダイナミクスの解明

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

ಽᢔߣ␠ળᕈߩㅴൻ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߩ⸃

ᔕᬺಽ

ᬺᨒԙ⧯ޟᚻ⎇ⓥ⠪ᡰេޠ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

ᄢᮎ ਭ

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
ࠕࡒࡔࠕߦࠄࠇࠆࠃ߁ߥ␠ޔળ⊛ነ↢ဳߩ㜞ಽᢔ⢻ജߩㅴൻ⊛Ḯࠍ⺞ߴࠆὑ
ߦޔදജဳߩಽᢔ₸ m1 ߣ㕖දജဳߩಽᢔ₸ m2 ߇ߘࠇߙࠇ⁛┙ߦㅴൻߔࠆࡕ࠺࡞ࠍ᭴▽ߒޔ
ࠕ࠳ࡊ࠹ࠖࡉ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬߩᚻᴺࠍ↪ߡ(m1, m2)ߩㅴൻ࠳ࠗ࠽ࡒࠢࠬࠍ⸃ᨆ⊛ߦតߞ
ߚޔߚ߹ޕએਅߩࠃ߁ߥࡌࠬࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚޕ㓸࿅ߪ㧞ᰴరᱜᣇᩰሶߩ
ⓨ㑆᭴ㅧࠍᜬߜޔฦࡄ࠶࠴ߪ৻ቯߩⅣႺኈജࠍᜬߟޕදജဳߣ㕖දജဳߪㅢ
ߩᱫ₸ࠍᜬߟ߇❥ޔᱺജߦ㑐ߒߡߪ public goods game ߢᓧࠄࠇࠆ⋉ߦᲧߔࠆߣߔࠆޕ
ߔߥࠊߜ(1)දജ⠪ߪ❥ᱺߩࠦࠬ࠻ࠍ⽶(ޔ2)ࡄ࠶࠴ోߩ❥ᱺജߪߩ࠴࠶ࡄߩߘޔදജ
ဳߩᢙߦᲧߔࠆߣޔቯߒޔಽᢔ₸ߦ৻ቯߩ⓭ὼᄌ⇣߇ߎࠆߣߒߡ
eco-evolutionary dynamics ߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍ⸘▚ᯏ㧔Mac Pro 12-core㧕ࠍ↪ߡ✂⟜
⊛ߦⴕߞߚߚ߹ޕಽᢔ〒㔌ߩㅴൻߦߟߡ߽ห᭽ߩࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦࠍⴕߞߚ㧔ᒰೋ⸘↹
ߢߪ⸃ᨆ⊛ߦⴕ੍ߥࠊⴕߪࡦ࡚ࠪࡘࡒࠪޔቯߛߞߚ߇⸃ޔᨆ⊛⸘▚߇߁߹ߊ߆
ߥ߆ߞߚὑ㧕
ޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
Adaptive dynamics ߩ⸃ᨆ߮ࠃ߅ޔࡌࠬࠪࡒࡘ࡚ࠪࡦߣ߽ߦ੍ޔ᷹ߦߒߡޔ
දജဳߩಽᢔ₸ m1 ߣ㕖දജဳߩಽᢔ₸ m2 ߪߣ߽ߦァ┹ဳߩㅴൻࠍߎߒޔᄢ߈ߥಽ
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若手（ 29 ） 複合的災害を巡る社会構造と言論に関する科学技術社会論的研究 〜格差の構造に注目して
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若手（ 29 ） 複合的災害を巡る社会構造と言論に関する科学技術社会論的研究 〜格差の構造に注目して
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若手（ 29 ） 複合的災害を巡る社会構造と言論に関する科学技術社会論的研究 〜格差の構造に注目して
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若手（ 30 ） 学習過程における志向性の変遷を可視化する学習支援ツールの開発
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女性（ 1 ） 計算機の進展による数理的手法の分析
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女性（ 1 ） 計算機の進展による数理的手法の分析
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女性（ 2 ） Web 閲覧時のユーザ行動情報に基づく Web ユーザビリティ問題の「 見える化 」に関する研究
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女性（ 3 ） ドーパミン代謝系酵素のショウジョウバエ自然集団における発現・行動解析
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女性（ 3 ） ドーパミン代謝系酵素のショウジョウバエ自然集団における発現・行動解析
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preference of Drosophila melanogaster from West Africa. International Journal of
Evolutionary Biology 2012: Article ID 278903
2) *Takahashi, A. and Takano-Shimizu, T. (2011) Divergent enhancer haplotype of ebony
on inversion In(3R)Payne associated with pigmentation variation in a tropical
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― 202
200 ―

女性（ 4 ） ゼブラフィッシュ近交系の TILLING ライブラリー作成系の確立
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女性（ 4 ） ゼブラフィッシュ近交系の TILLING ライブラリー作成系の確立
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女性（ 4 ） ゼブラフィッシュ近交系の TILLING ライブラリー作成系の確立
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女性（ 5 ） 鱗翅目チョウ類のオプシンにおける遺伝子重複と色覚の変化
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Awata H, Matsushita A, Wakakuwa M, Arikawa K. 2010. Eyes with basic dorsal and specific ventral
regions in the glacial Apollo, Parnassius glacialis (Papilionidae). J Exp Biol 213:4023-4029
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女性（ 5 ） 鱗翅目チョウ類のオプシンにおける遺伝子重複と色覚の変化
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Rhabdom evolution in butterflies: inferences of the uniquely tiered and heterogeneous
ommatidia of the Glacial Apollo butterfly, Parnassius glacialis (Papilionidae)
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女性（ 7 ） 階層的銀河形成理論が予測する銀河の色等級図の理論計算とその系統的分析
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女性（ 7 ） 階層的銀河形成理論が予測する銀河の色等級図の理論計算とその系統的分析
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女性（ 7 ） 階層的銀河形成理論が予測する銀河の色等級図の理論計算とその系統的分析
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女性（ 7 ） 階層的銀河形成理論が予測する銀河の色等級図の理論計算とその系統的分析
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女性（ 8 ） 真骨魚類 2 分子種 AR 遺伝子による雄性形質発現の分子機構
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女性（ 8 ） 真骨魚類 2 分子種 AR 遺伝子による雄性形質発現の分子機構
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٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
 ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲߦ⌀㛽㝼㘃㧞ಽሶ⒳ AR ㆮવሶߩੑᰴᕈᓽ⊒ㆊ⒟ߦ߅ߌࠆᓎഀࠍࠄ
߆ߦߔࠆߚߦࡦࠥࡠ࠼ࡦࠕޔฃኈ(ARǩޔARǪ)ᄌ⇣ࠍࡔ࠳ࠞ Tilling ࠗࡉ
߆ࠄࠬࠢ࠾ࡦࠣޔin vitro ᯏ⢻⸃ᨆ߆ࠄᄌ⇣ࠍㆬߒߚޕH24 ᐕᐲߪࠇߎޔ
ࠄߩߩ㧡ઍߩࡃ࠶ࠢࠢࡠࠬߦᤨ㑆ࠍⷐߒߚޕဳ⸃ᨆߦ⌕ᚻߒߡࠆࠕޕ
ࡦ࠼ࡠࠥࡦᛩਈߦࠃࠅޔ㓽ߦ㓶ߩᒻ⾰ߢࠆዥ㠈㗡⁁⓭ߩᒻᚑࠍ⺃ዉߒࡠࠢࠗࡑޔ
ࠕࠗ⸃ᨆޔቯ㊂ PCRޔIn situ hybridization ߦࠃࠅޔ㗡⁁⓭ࠍᒻᚑߔࠆዥ㠈ᓟᣇ
ㇱߢࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦߦࠃߞߡ․⇣⊛ߦ⊒ߔࠆㆮવሶ⟲ࠍหቯߒߚޕᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲߪߎޔ
ࠇࠄߩㆮવሶ⟲ߦߟߡߥ⚦ޔㆮવሶ⊒⸃ᨆޔ㒖ኂࠍ↪ߚᯏ⢻⸃ᨆࠍⴕࠕޔ
ࡦ࠼ࡠࠥࡦࠪࠣ࠽ࡦࠣߩᣂⷙ effector ࿃ሶߣߒߡޔBmp7, Lef1 ࠍหቯߒߚޔߦࠄߐޕ
Androgen ᔕ╵⚦⢩ࠍนⷞൻߔࠆ࠻ࡦࠬࠫࠚ࠾࠶ࠢࡔ࠳ࠞࠍ↪ޔੑᰴᕈᓽߣߒߡߩ
papillary processes ᒻᚑㆊ⒟ߦ߅ߌࠆࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦᔕ╵⚦⢩ࠍหቯߒߚޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ᐔᚑ 23 ᐕߦㆬߒߚࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦଐሽᕈߩᣂⷙ effector ࿃ሶߦߟߡࡠ࠼ࡦࠕޔ
ࠥࡦᛩਈᓟߩᤨⓨ㑆⊛ㆮવሶ⊒⸃ᨆ∉ޔᨴ⦡ࠍⴕޔએਅߩ⚿ᨐ߆ࠄࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦ
effector ࿃ሶߣߒߡ Bmp7, Lef1 ࠍหቯߒߚޕ
⚿ᨐ㧝㧕ࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦߦࠃߞߡዥ㠈㗡⁁⓭ᒻᚑ㗔ၞߢᛩਈ㧠㧤ᤨ㑆એౝߦ Bmp7ޔ
Lef1 ㆮવሶ߇․⇣⊛ߦ⊒⺃ዉߐࠇࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕ
⚿ᨐ㧞㧕Bmp ࠪࠣ࠽࡞ᵴᕈൻߩᜰᮡߣߐࠇࠆ phospho-smad ᛫ࠍ↪ߚ∉ᨴ⦡߆
ࠄޔBmp ࠪࠣ࠽࡞߇ࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦߦࠃࠅޔ㗡⁁⓭ᒻᚑㇱߦ߅ߡᵴᕈൻߐࠇࠆߎ
ߣ߇⏕ߢ߈ߚޕ
㧟㧕Lef1ޔE-catenin ᛫ࠍ↪ߚ∉ᨴ⦡ߦࠃࠅߩࠄࠇߎޔ࿃ሶ߇㗡⁁⓭ߩ㑆⪲
⚦⢩ጀߢޔዪߔࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥࠅޔWnt ࠪࠣ࠽ࡦࠣ߇ߞࠃߦࡦࠥࡠ࠼ࡦࠕޔ
ߡᵴᕈൻߐࠇߡࠆߎߣ߇␜ߐࠇߚޕ
એߩ⚿ᨐ߆ࠄޔBmp7ޔLef1 ࠍᣂⷙࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦ effector ࿃ሶߣߒߡหቯߒߚޕ
 ⚵❱ቇ⊛⸃ᨆ߆ࠄޔ㗡⁁⓭ߪዥ㠈ᓟᣇߩ㠈᧦߆ࠄಽጘߒߚ bone nodule ߣߒߡᒻ
ᚑߐࠇޔbone nodule ࠍขࠅ࿐⢈ෘߒߚ㑆⪲ߢߪ⚦ޔ⢩Ⴧᱺߩ㗼⪺ߥㅴ߇ࠕࡦ࠼ࡠ
ࠥࡦߦࠃߞߡ⺃ዉߐࠇࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚߦࠄߐޕ㛽⧘⚦⢩ߢ․⇣⊛ߦ DsRed ࠍ
⊒ߔࠆ osterix-DsRed ࠻ࡦࠬࠫࠚ࠾࠶ࠢࡔ࠳ࠞࠍ↪ߡޔ㛽⧘⚦⢩ߩಽൻࠍนⷞൻ
ߒߚ⚿ᨐޔbone nodule ߦኒ⌕ߒߚ⚦⢩ጀߢ㛽⧘⚦⢩߇ࠕࡦ࠼ࡠࠥࡦߦࠃߞߡಽൻߔࠆ
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女性（ 8 ） 真骨魚類 2 分子種 AR 遺伝子による雄性形質発現の分子機構

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
ߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕ
 ߎߩࠃ߁ߥࡊࡠࠬߩߤߩᲑ㓏ߦ Bmp7, Lef1 ߇ነਈߒߡࠆߩ߆ࠄ߆ߦߔࠆߚ
ߦޔBmp ࠪࠣ࠽࡞ߩ㒖ኂࠍᛩਈߒߚ⚿ᨐޔLef1 ߩ⊒߇ᷫዋߒޔ㗡⁁⓭ㄝㇱ
ߩ㑆⪲⚦⢩ߩჇᱺ߇㗼⪺ߦᛥߐࠇޔ㛽⧘⚦⢩ಽൻ߇ᛥߐࠇࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕ
ࠃߞߡ ࠆࠃߦࡦࠥࡠ࠼ࡦࠕޔBmp ࠪࠣ࠽ࡦࠣߩᵴᕈൻ߇ޔLef1 ㆮવሶߩ⊒ࠍߒ
ߡޔ㗡⁁⓭ㄝㇱߩ㑆⪲⚦⢩ߩჇᱺㅴޔ㛽⧘⚦⢩ಽൻࠍଦㅴߒߡޔbone nodule
ߩિ㐳ࠍᓮߒߡࠆߣ⠨߃ࠄࠇߚޕ

 એߩ⎇ⓥ߆ࠄࡦࠥࡠ࠼ࡦࠕޔ-AR ㆮવሶߦࠃࠆ㓶ᕈᒻ⾰⊒ߩಽሶᯏ᭴ߣߒߡࠕޔ
ࡦ࠼ࡠࠥࡦ߇ Bmp7, Lef1 ߣߞߚჇᱺ࿃ሶ⚻〝ߩㆮવሶ⊒ᓮࠍߒߡޔੑᰴᕈᓽ
⊒ࠍᓮߒߡࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥߞߚޕᓟߐࠄߦޔAR ᄌ⇣ࠍ↪⸃ᨆ߆ࠄޔ
ࠥࡁࡓᢙൻߦ߁ AR ㆮવሶ㊀ⶄߣ⌀㛽㝼㘃㓶ᕈᒻ⾰ᄙ᭽ൻߣߩ㑐ㅪᕈߦߟߡޔᣂ
ߚߥ⍮ࠍᓧࠆߎߣߩ߇ߢ߈ࠆޕ

٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
ᛩⓂḰਛ

― 216
214 ―

女性（ 9 ） 未分化細胞マーカーである Rex 1 遺伝子のマウス胚および成体組織における発現局在
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女性（ 9 ） 未分化細胞マーカーである Rex 1 遺伝子のマウス胚および成体組織における発現局在

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

ࡑ࠙ࠬ⌕ᐥ೨⢦ߦ߅ߌࠆේᆎౝ⢦⪲⚦⢩ߩ EGNNUQTVKPI ߦ㑐ࠊࠆಽ
ሶᯏ᭴

ᔕᬺಽ

ᅚᕈ⎇ⓥ⠪⎇ⓥᡰេᬺ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

⼾ጟ ߿ࠃ

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
ᧄ⎇ⓥߪ⌕ޔᐥᦼ⢦ߦ߅ߡߒ⢦ᄖ⚵❱ߩේၮߣߥࠆේᆎౝ⢦⪲ (primitive endoderm; PrE)
ߩ⚦⢩ߩಽൻ߅ࠃ߮ߘߩᓟߩ⊹ൻߩᯏ᭴ࠍࠄ߆ߦߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡࠆߪߜߚ⑳ޕᐔᚑ 23
ᐕᐲߦޔBAC modification ߩ♽ࠍ↪ߒ PrE ⚦⢩ߩઍ⊛ߥㆮવሶࡑࠞߢࠆ Gata6 ㆮવሶߩ
⊒ࠍ EGFP ߩⰯశߦࠃࠅ reporting ߔࠆࡑ࠙ࠬ♽⛔ࠍᚑߒߚޕᐕᐲߪᦝߦ♽ࠬ࠙ࡑߩࠄࠇߘޔ
⛔߆ࠄࡐ࠲ES ⚦⢩ࠍ᮸┙ߒߚޕES ⚦⢩ࠍ↪ߡೋᦼ⢦᭽ߩ⚦⢩႙㧔⢦᭽㧕ࠍᒻᚑߒಽൻ
⺃ዉ↪ߩၭߢᶋㆆၭ㙃ߔࠆߣᦨߩߘޔᄖጀߦ PrE ጀߩಽൻ߇ࠄࠇࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߡࠆޕ
ߎߩಽൻ⺃ዉ♽ࠍ↪ߒߡ᮸┙ߒߚ Gata6 ࡐ࠲ES ⚦⢩ߩ⢦᭽ࠍᒻᚑߒߩߘޔᒻᚑㆊ⒟ࠍⰯ
శࠗࡔࠫࡦࠣⵝ⟎ࠍ↪ߡㅪ⛯⊛ߦⷰኤߔࠆߣޔEGFP ߩⰯశࠍ⊒ߔࠆ Gata6 ⊒⚦⢩㧔= PrE
⚦⢩㧕߇⚦⢩႙ߩౝߦࡦ࠳ࡓߦಽൻߒߩߘޔᓟ⚦⢩႙ߩᦨᄖጀ߳ߣ㕖Ᏹߦ⚛ᣧߊ⒖േߔࠆ᭽
ሶ㧔cell sorting㧕߇ⷰኤߐࠇߚࠍ♽ߩߎޕ↪ߒߡޔ⢦ౝߢߪⷰኤߔࠆߎߣ߇㔍ߒ PrE ⚦⢩ߩ
ಽൻㆊ⒟߅ࠃ߮ cell sorting ߩ⽎ࠍ in vitro ߦ߅ߡ⚦ߦⷰኤߔࠆߎߣ߇น⢻ߦߥߞߚޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
⸥ߩ PrE ಽൻ⺃ዉၭ㙃♽ࠍ↪ߒߡޔPrE ⚦⢩ߩಽൻㆊ⒟߅ࠃ߮ cell sorting ߦ㑐ࠊࠆಽሶ
ߩត⚝ࠍⴕߞߚౕޕ⊛ߦߪಽൻ⺃ዉ㧠ᣣ⋡ߩ cell sorting ㆊ⒟ߦࠆ Gata6 㓁ᕈ⚦⢩ࠍ FACS ߦࠃ
ࠅಽ㓸ߒޔRNA ࠍណขߒࡑࠗࠢࡠࠕࠗ⸃ᨆࠍⴕߞߚ⸃ࠗࠕࡠࠢࠗࡑޕᨆߩ⚿ᨐޔಽൻㆊ⒟ߦ
ࠆ PrE ೨㚟⚦⢩ߦ߅ߡߪ⚦ޔ⢩ㆇേ߿⚦⢩ߩᒻᘒᄌൻߦᔅⷐߥㆮવሶ㧔Rho-GTPase 㑐ㅪಽሶޔ
MMPޔactin ⚿ว࠲ࡦࡄࠢ⾰ޔcell migration ߦ㑐ଥߔࠆ⤑࠲ࡦࡄࠢ⾰ߤߥޔ㧕ߩ⊒߇㗼⪺ߦ
ߒߡࠆߎߣ߇ࠄ߆ߣߥࠅޔ
߹ߚ Gata6 ߿ Sox7 ߥߤߩߔߢߦ⊒߇⍮ࠄࠇߡࠆ߽ߩએᄖߦ PrE
ߦ߅ߌࠆᯏ⢻߇ᧂ⍮ߩォ౮࿃ሶ 6 ߩ⊒߇ࠄࠇߚޕട߃ߡ Flrt3ޔEfnb1 ߥߤޔcell sorting
߿cell-cell repulsionߦ㑐ࠊࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߡࠆಽሶߩ⊒߇ߔࠆߎߣࠍᣂߚߦߛߒߚޕ
ᓟߩࠄࠇߎޔಽൻㆊ⒟ߦࠆ PrE ߦ߅ߡ⊒߇㗼⪺ߦߔࠆಽሶߩ PrE ಽൻㆊ⒟ߦ߅ߌࠆᯏ
⢻ߩ⸃ᨆࠍޔcell sorting ߦ㑐ࠊࠆ࿃ሶ߅ࠃ߮ᣂⷙߩォ౮࿃ሶࠍਛᔃߦ ES ⚦⢩ࠍ↪ߚ PrE ಽൻ⺃
ዉ♽ࠍ↪ߒߡⴕޔ㊀ⷐߥᯏ⢻ࠍᜬߟߣ್ᢿߐࠇߚ߽ߩߦߟߡߪታ㓙ߩ⢦ౝߦ߅ߌࠆ PrE ಽ
ൻㆊ⒟ߦ߅ߌࠆᯏ⢻߽ㅊ⸃ޘᨆߒߡ߈ߚߣ⠨߃ߡࠆޕ25 ᐕᐲ⑺ߦ↳⺧⠪ߩછᦼ߇⚳ੌߔࠆน
⢻ᕈ߇ࠆߚޔቇⲢวផㅴࡦ࠲߆ࠄߩᡰេࠍ⛮⛯ߒߡ㗂ߊߎߣߪᢿᔨߒߚ߇ޔᐔᚑ 25 ᐕᐲ߽
⛮⛯ߒߡᧄ⎇ⓥ࠹ࡑࠍⴕޔᚑᨐߪࡑࠗࠢࡠࠕࠗ⸃ᨆߩ⚿ᨐࠍਛᔃߦᐔᚑ 25 ᐕᐲਛߦ⺰ᢥ⊒
ߔࠆ੍ቯߢࠆޕ
٤ ᧄ⎇ⓥࠍၮߦ⊒ߒߚ⺰ᢥߣឝタߐࠇߚ㔀ฬ╬ߩࠬ࠻㧔⺰ᢥ߇ࠇ߫ᷝઃ㧕
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女性（ 10 ） 界面電子移動反応を利用した水の完全光分解システムの創成

   㧔᭽ᑼ 3㧕
ᐔᚑ 24 ᐕᐲቇⲢวផㅴࡦ࠲ቇⲢว⎇ⓥᬺ ⎇ⓥᚑᨐႎ๔ᦠ
⎇ⓥ࠹ࡑฬ⒓  

⇇㕙㔚ሶ⒖േᔕࠍ↪ߒߚ᳓ߩቢోశಽ⸃ࠪࠬ࠹ࡓߩഃᚑ

ᔕᬺಽ

ᬺᨒԚޟᅚᕈ⎇ⓥ⠪⎇ⓥᡰេޠ

↳⺧ઍ⠪᳁ฬ

ㄭ⮮ ⟤᰷

٤ ⎇ⓥ⁁ᴫႎ๔
ߦήዧ⬿ߦ㒠ࠅᵈߋᄥ㓁శࠛࡀ࡞ࠡߩല₸⊛ߥ↪ߪޔᚒ⋥߇ޘ㕙ߔࠆࠛࡀ
࡞ࠡ㗴ࠍ⸃ߔࠆ৻ߟߩ㎛ߢࠆߣ⸒߃ࠆߥ߁ࠃߩߎޕ⢛᥊߆ࠄޔᄥ㓁శࠛࡀ࡞ࠡ
ࠍൻቇࠛࡀ࡞ࠡ߳ߣᄌ឵น⢻ߥੱᎿశวᚑᛛⴚߦ㜞ᵈ⋡߇㓸߹ߞߡࠆ⎇ᧄޕⓥ⺖㗴
ߢߪޔᄤὼߩశวᚑ♽ߦᢜߔࠆࠛࡀ࡞ࠡᄌ឵ല₸ࠍߔࠆੱᎿశวᚑ⸅ᇦ♽ߩഃᚑࠍ
⋡⊛ߣߒ(ޔ1)㜞ᔕㅦᐲࠍߔࠆ㉄⚛⊒↢⸅ᇦಽሶߩ㐿⊒ߥࠄ߮ߦ (2)㉄⚛⊒↢ㆊ㔚ૐ
ਅࠍ㆐ᚑน⢻ߥࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ߩਔ㕙߆ࠄ⎇ⓥࠍⴕ߁ߎߣࠍ⋡ᜰߒߡࠆޕ
ᒰᐕᐲߦ߅ߡߪ․ߦ(1)ߩ⺖㗴ࠍਛᔃߦ⎇ⓥࠍⴕߞߚߩߢએਅߦߘߩౝኈࠍ⸥ㅀߔࠆޕ
٤ ᒰᬺᐕᐲߦ߅ߡ㆐ᚑߐࠇߚ⎇ⓥᚑᨐ
ᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲߦ߅ߡߪޔ㊄ዻᄙᩭ㍲ࠍ↪ߒߚ㜞ല₸ߥ᳓ߩ㉄ൻ(㉄⚛⊒↢)⸅ᇦߩഃᚑ
ߦ㑐ߒߡ⎇ⓥࠍⴕߞߚౕޕ⊛ߥ⎇ⓥኻ⽎ߣߒߡߪޔ㋕ࠗࠝࡦߣ 3,5-bis(2-pyridyl)pyrazole (bpp)ߦࠃࠅ᭴▽ߐࠇࠆ㋕ 5 ᩭ㍲ࠍㆬᛯߒߚߩߎޕ㋕㧡ᩭ㍲ߪቶ᷷㨯Ᏹ᧦ઙ
ਅߢޔ㈩ሶߣ㊄ዻࠗࠝࡦࠍᷙวߔࠆߩߺߢല₸⊛ߦ(₸ 72㧑)วᚑߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
ᓧࠄࠇߚൻว‛ߪޔESI-TOF-MSޔర⚛ಽᨆߦࠃࠅหቯߒߪߦ⊛⚳ᦨޔන⚿᥏ X ✢᭴ㅧ⸃
ᨆߦࠃࠅ᭴ㅧࠍቯߒߚ⚿ߩߘޕᨐޔ㋕㧡ᩭ㍲ਛߦߪޔ㧞⒳㘃ߩ⁁ᘒߩ㋕ࠗࠝࡦ߇ሽ
ߔࠆߎߣ߇್ߒߚޔߦᦝޕ㍲ਛᄩㇱߦߪࠝࠠ࠰᨞ᯅߦࠃࠅ᭴▽ߐࠇߚ㧟ᩭ᭴ㅧ߇ሽ
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女性（ 10 ） 界面電子移動反応を利用した水の完全光分解システムの創成
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女性（ 11 ） 被子植物の花粉管極性伸長に関わるレセプター様キナーゼ遺伝子変異体の表現型解析
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育成（ 1 ） 科学技術コミュニケーションの実践知理解に基づくディスカッション型教育メソッドの開発
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平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

科学技術コミュニケーションの実践知理解に基づくディスカ
ッション型教育メソッドの開発

応募事業区分

事業枠④「育成型研究者研究支援」

申請代表者氏名

坊農真弓

○ 研究状況報告
平成２6 年度は前年に引き続き，次の 3 つの基礎テーマに基づいて進めてきた．
(基礎)テーマ 1：行動観察に基づく SC の実践知理解とスキル評価尺度の開発(担当：坊農・高梨)
(基礎)テーマ 2：ラーニングログを用いた SC のメタ認知的思考の抽出(担当：緒方・坊農)
(基礎)テーマ 3：テキスト情報処理を目指した SC の行動と実践知に関わるコンテンツデザイン(担
当：宮尾・佐藤・坊農)
これらに加え，以下の応用テーマの検討を開始した．
(応用)テーマ 4：
「ディスカッション型教育メソッド」開発(平成 26 年度から始動)(担当：高
梨・坊農ら)
基礎テーマ 1 では，SC の実践知理解を主たる研究テーマとし，論文執筆と学会発表を多
数行った．論文は日本認知科学会発行の『認知科学』に 2 編収録された．また Springer 発
行の学会発表は，『Lecture Notes in Computer Science』に 1 編収録された．学会発表は，
HCI International 2014 での招待プレゼンテーション，言語処理学会第 21 回年次大会およ
び第 71 回 人工知能学会 言語・音声理解と対話処理研究会（SIG-SLUD）における一般発
表を実施した．
基礎テーマ 2 では，未来館の SC の人に協力してもらい，SC36 名 718 件(2015.4.27 現在)
のラーニングログを登録してもらった．また、データを分析し、どの展示に対して、どの
ようなログが記録されているかを視覚的に表示する機能を開発した。
基礎テーマ 3 では，前年に収録した「未来館 SC コーパス」の言語アノテーション，非言
語コーディングを実施した．特に非言語コーディングは，動画を１秒刻みの幅に分割し，
ウィンドウを形成した．さらに，そのウィンドウの中に動作の有無， 動作の種類（自律的
か否か），静止状態の分類を行い，一致率の高い非言語コーディング手法について整備を進
めた．
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
当該事業年度の設定目標は，(1) 3 ヶ月間の行動観察から得られた実践知に関わる知見をマニ
ュアル(or 実践知に関する書籍)として整備し，SC にフィードバックすること，(2)メタ認知的思考の
抽出環境の整備完了と多種多様なデータ間のリンク付けを実施し，データベース化すること，(3)実
践知に関わる情報について，テキスト化およびマニュアルを整備することであった．それぞれの見
1
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込まれる成果は，(1)実践知マニュアル(or 実践知に関する書籍)，(2)実践知データベース，(3)実
践知テキスト化およびマニュアルの 3 つであった．こうした目標や見込みのもと，先述した実践知の
論文化，実践知の視覚化，データのアノテーションおよびコーパス構築をおこなった．論文は，日
本国内におけるトップジャーナルに 2 編掲載されたことによって，我々の研究活動が世の中に広ま
りつつある．実践知の視覚化は，SC の方々より高評価いただき，SC 教育の現場で使うことを念頭
に入れたデザインを開始している．コーパスは，学会発表等で今後国立情報学研究所情報学研
究データリポジトリ(NII-IDR)からの配布を宣言しており，多方面から公開の詳細について問い合わ
せを受けている．
今後はこれらの成果をディスカッション型教育メソッドの開発に利用し，教育メソッドの開発に着手
する予定である．
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
1.

牧野遼作, 古山宣洋, 坊農真弓 (2015) 「フィールドにおける語り分析のための身体の
空間陣形：科学コミュニケーターの展示物解説行動における立ち位置の分析」
『認知科
学』Vol.22, No.1, pp.53-68.(特集：フィールドに出た認知科学)

2.

城綾実, 坊農真弓, 高梨克也 (2015).科学館における「対話」の構築：相互行為分析か
ら見た「知ってる？」の使用. 『認知科学』, Vol.22, No.1, pp.69-83. (特集：フィール
ドに出た認知科学)

3.

Mayumi Bono, Hiroaki Ogata, Katsuya Takanashi, and Ayami Joh. (2014) The
Practice of Showing ‘Who I am’: A Multimodal Analysis of Encounters between
Science Communicator and Visitors at Science Museum. Universal Access in
Human-Computer Interaction. Universal Access to Information and Knowledge
Lecture Notes in Computer Science Volume 8514, pp. 650-661.

4.

Mayumi Bono, Hiroaki Ogata, Katsuya Takanashi, and Ayami Joh. (2014) The
Practice of Showing ‘Who I am’: A Multimodal Analysis of Encounters between
Science Communicator and Visitors at Science Museum. Organized Session:
Brightening Life Style up with Technologies. HCI International 2014 (22-27 June,
Creta Maris, Heraklion, Crete, Greece)

5.

城綾実, 牧野遼作, 坊農真弓, 高梨克也, 佐藤真一, 宮尾祐介 (2015) 異分野融合によ
るマルチモーダル設計-各種アノテーション方法と利用可能性について-, 言語処理学
会第 21 回年次大会発表論文集, pp.561-564. (3 月 17-19 日, 京都大学 吉田キャンパス)

6.

杉本達哉, Chien-Quang Le, 坊農真弓, 佐藤真一,(2015) RGB-D データによる人物姿
勢推定のインタラクション研究への応用, 情報処理学会第 77 回全国大会, 5Z-09, (3 月
2
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19 日, 京都大学 吉田キャンパス).
7.

城綾実, 牧野遼作, 坊農真弓, 高梨克也, 佐藤真一, 宮尾祐介 (2014)

異分野融合に

よるマルチモーダルコーパス作成-展示フロアにおける科学コミュニケーションに着
目して-, 第 71 回 人工知能学会 言語・音声理解と対話処理研究会資料,
SIG-SLUD-B401, 71, pp.7-12.(9 月 15 日，神戸大学)
8.

牧野遼作，城綾実，坊農真弓，高梨克也，佐藤真一，宮尾 祐介(2015) 実世界におけ
る身体動作のコーディング・セグメンテーション手法の提案−日本科学未来館における
科学コミュニケーターと来館者間の対話を対象に-，人工知能学会第 29 回全国大会．
(5 月 30-6 月 2 日，公立はこだて未来大学)
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平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

在ハワイの日本歴史・文化資料をめぐる国際共同研究

―ハ

ワイにおける日本文化の受容
応募事業区分

①「戦略的共同研究Ⅰ」

申請代表者氏名

大久保純一

○ 研究状況報告
本年度は最終年度に当たるため、次の 2 点に重点を置いて研究を実施した。
①2013 年度にハワイ大学で実施したシンポジウムのとりまとめ
2013 年度秋に実施したシンポジウム” The Politics of Representation: Reflections on
Controversial Issues in Museums and Related Places in Japan and Hawai‘i”の報告集の編纂を実施
した。議論においては、ハワイにおけるエスニックグループの歴史性と現状、展示の有する可能性と
限界など、多様な議論が輻輳したため、記録を作る上で、それぞれのスピーカーと内容を再確認する
ことに時間を要した。
②移民関係史料の調査
これまで十分に調査を進めることができなかった移民関係史料、とりわけ太平洋戦争下に関わる資
料の収集・整理を実施した。本年度は、主として日系人以外のエスニックマイノリティに焦点を当て、
太平洋戦争下における状況に関して資料を収集した。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
上記①については、本事業とのそもそもの主旨との関わりでは、ハワイにおけるエスニックマイノ
リティ表象をハワイ社会に内在的に検討する方法として、
「博物館展示に関するシンポジウム」を実施
したものであった。ただ、その内容については、本共同研究の主旨を越えて、ハワイ史・博物館学、
人類学など学際的に意義深いものがあり、本事業を含む様々な場面で今後の議論につながるものであ
ることも踏まえ、報告集を作成し、今後の活用に資する形を取った。
②については、オーラルヒストリーの収集と資料状況の調査、そして太平洋戦争下の他のエスニッ
クマイノリティや下層社会に関わる資料調査を行った。とりわけ資料として大きいのは、米軍におけ
る黒人兵への差別的なまなざしが、日本人・日系人への差別とオーバーラップし、例えば共産主義運
動を通じて日本人と黒人が結託しようとしているといった疑いの目が向けられていた。こうした点を
検証するために必要となる資料、とりわけ軍の intelligence に関する資料が膨大に残されており、そ
の多くを撮影した。これらは、到底、単年度で検証を終えることができるものではなく、成果は次年
度以降に、共同研究メンバーの単著ないしは共著として引き取る形で、公表を考えていきたい。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
（参考業績）

1
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報告集” The Politics of Representation: Reflections on Controversial Issues in Museums and Related
Places in Japan and Hawai‘i”（総合研究大学院大学、2015 年 3 月）
（関連業績）
「労働者向け新聞『ハワイスター』の時代—太平洋戦争後のハワイにおける思想状況の断面」朝日祥之・原
山浩介編『アメリカ・ハワイ日系社会の歴史と言語文化』東京堂出版、2015 年
※これは、人間文化研究機構の事業の成果として刊行したものである。上記内容は、本事業における議論
の土台となった部分をまとめたものである。これを継承する形で、本事業を通じて得られた知見を別途ま
とめたいと考えている。
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（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

自然界の様々なスケールに現れる高エネルギージェット現象の解
明

応募事業区分

戦略的共同研究Ⅰ

申請代表者氏名

板倉数記

○ 研究状況報告
26 年度は、各メンバーが高エネルギージェット現象に関係する研究をそれぞれのレベルで推進
する一方で、このプロジェクトでしかできない重要なテーマとして浮上した「マグネター周辺の

ジェット現象等の研究」に関する基礎研究を進めた。各個別のジェット現象に関する研究としては、
磁気再結合現象のシミュレーションの精密化、ガンマ線バーストにおけるジェットの性質の理解な
どが挙げられる。一方で、マグネター周辺の物理に関しては、次項で詳細を述べるが、強い場の物
理、マグネター観測などで理解が進んでいる。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
以下では主に「マグネター周辺のジェット現象等の研究」に関して説明する。
太陽質量の約８倍を超える恒星が超新星爆発を起こして一生を終えた後、その中心に「中性
子星」という半径１０キロ程度のコンパクトな高密度天体が形成されることがある。もともと恒星が持っ
ていた磁場が小さな領域に集まるために、中性子星は非常に強い磁場を持つ。このような中性子
星の中でも、さらに 2 ケタ以上も強い磁場を持つものがあり、「マグネター」と呼ばれている。中性子
星とは異なって、マグネターは時折大きな爆発（フレア）を見せる。マグネターほどの強磁場が如何
にして形成されるのか、そのような強磁場下で起こる新奇な素粒子の性質が如何に星の性質を規
定しているか、星の持つ磁場エネルギーがどのように星の活動性に影響を与えるのか、などといっ
た問題が未解決であり、詳細を観測する衛星や理論の進展が待たれている。
26 年度にはマグネター周辺での物理の中でも、いずれフレア現象の理解に繋がる放射の基礎
過程の理解を進めた。マグネターの放射は、 (1) 光のエネルギーが大きくなるにつれてフラックス
が大きくなるという非熱的なスペクトルを持ち、 (2) 未だ電波が検出されていない、という２点で中
性子星の放射と大きく異なる。これらの振る舞いは、マグネターの持つ強磁場起源の現象であるこ
とが推察される。特に、強磁場中ではじめて可能になる光子の分裂過程 (photon splitting)が、「光
子のスペクトル形状」と「電波を放出する電子の抑制」に働くのではないかと考えられる。このような
強い磁場や電場の存在する環境での（素粒子レベルでの）基礎過程を研究した。具体的には、時
間依存する強い電場からの電子・陽電子放出や、強い磁場があるもとでの光子の分裂の基礎的事
項の理解、光子の伝播に対する媒質効果の検討、などを行った。幾つかについては現在も継続中
である。また、観測面でも大きな発見があった。参加メンバーの榎戸らによって、あるマグネターが
歳差運動を行っていることが観測された。その一つの解釈は、マグネター内にトロイダル磁場（ドー
1
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ナツ形状の磁場）が存在し、それが星を締め付けることで球対称からずれが生じ、そのために歳差
運動を行うというものである。すなわち、マグネター内部の磁場構造という不可視な対象が、歳差運
動の詳細観測によって知り得るものであることを指摘した非常に重要なものだと言える。
27 年度はこれらの基礎研究を統合し、マグネター周辺でのジェット現象に対する新しい描像を
打ち出せればと考えている。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
メンバーの全業績は膨大になるので、特に関係するものだけを以下に挙げておく。
■強い場のもとでの基礎過程の理解
（論文） H.Taya, H.Fujii and K.Itakura, ``Finite pulse effects on $e^{+}e^{-}$ pair creation from
strong electric fields,'' Phys. Rev. D90 (2014) 014039 [arXiv:1405.6182 [hep-ph]]. "editors' sugges
tion"に選出
（招待講演と報告）板倉数記「強い場の物理とそのハドロン物理への応用」原子核三者夏の学校
（2014年8月 長野）での招待講演、報告は 板倉数記 原子核研究59巻Supplement1 (2015) 1.
（招待講演）板倉数記「QED, QCDにおける強い場の物理」研究会「限界光駆動系の拓く新学理」
（9月16日 東大本郷）、研究会「先端物質科学と限界光駆動」（2015年1月10、11日 京大理学部）
（発表）K. Hattori, "Photon propagation in magnetic fields" QCD Chirality Workshop 201
5 (UCLA, Jan. 22, 2015)
（学会発表）服部恒一「高強度磁場がひきおこす光子の分裂」（2015年3月22日、早稲田大学）
（学会発表）板倉数記「強磁場中の光子が示す複屈折に対する媒質効果」（2015年3月22日、早
稲田大学）
■マグネター観測
（論文）T.Enoto, et al., “Spectral and Timing Nature of the Symbiotic X-ray Binary 4U 1954+31
9: The Slowest Rotating Neutron Star in an X-ray Binary System”,Astrophysical J., 786, 127-143
(2014)
（論文）K. Makishima, and T. Enoto, et al.,“Possible Evidence for Free Precession of a Strongly
Magnetized Neutron Starin the Magnetar 4U 0142+61”, Physical Review Letter, Vol. 112, 171102
(2014)
（招待講演）T. Enoto "Astrophysical Observations and Future Projects of Neutron Stars and Magn
etars", Fourth Joint Meeting of the Nuclear Physics Divisions of APS and JPS, Session 2WC: Ne
utron Stars and Properties of Nuclear Matter at High Densities, Hawaii, US, 2014 October 7
（招待講演）榎戸輝揚、「マグネターの磁気活動とＸ線観測」, 第２回DTAシンポジウム 「コン
パクト天体の活動性と磁気的性質」, 2014年10月28日、国立天文台、三鷹
（学会発表）榎戸輝揚, 「自転周期のきわめて遅いＸ線パルサー 4U 1954+319 のすざく観測」
日本天文学会2014年秋季年会, 2014年9月13日, 山形大学
■磁気再結合のシミュレーション
（論文）R.Horiuchi, S. Usami and H. Ohtani, "Influence of Guide Magnetic Field on Collisionless
Driven Reconnection" Plasma and Fusion Research Vol.9, (2014) 1401092.
（論文）S.Usami, R.Horiuchi, H.Ohtani, and M.Den, "Multi-Hierarchy Simulation of Collisionless
Driven Reconnection by Real-Space Decomposition" Journal of Physics: Conference Series. Vol.56
1 (2014) 012021.
（発表）S.Usami, H.Ohtani, R.Horiuchi, and M.Den, "Multi-Hierarchy Simulation of Collisionless
Driven Reconnection - Model Development and Preliminary Results -" 2014 US-Japan Workshop o
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n Magnetic Reconnection (May 20-24, 2014, University of Tokyo)
（発表） S.Usami, R.Horiuchi, H.Ohtani, and M.Den, "Multi-Hierarchy Simulation of Collisionless
Driven Reconnection by Real-Space Decomposition" The 2014 joint Varenna-Lausanne international
workshop on the theory of fusion plasmas (September 1--5, 2014; Villa Monastero, Varenna, Ital
y)
（発表） H.Ohtani, R.Horiuchi, M.Nunami, S.Usami, N.Ohno, "Developments of Electromagnetic P
article Simulation Code for Magnetic Reconnection Researches in Open System PASMO and Visu
alization Library VISMO" 56th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics (Oct. 27
--31, 2014; New Orleans, USA)
（発表）R.Horiuchi, S.Usami, H.Ohtani, "Magnetic islands and energy conversion process in collisi
onless driven reconnection" 56th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics (October
27--31, 2014; New Orleans, USA)
（発表）S.Usami, R.Horiuchi, H.Ohtani, M.Den, "Studies on Magnetic Reconnection with Multi-Hi
erarchy Simulations Based on Real-Space Decomposition" 2014 US-Japan JIFT workshop on Progr
ess in kinetic plasma simulations (October 31--November 1, 2014; New Orleans, USA)
■その他の高エネルギージェット現象
（論文）"Spectral and Polarization Properties of Photospheric Emission from Stratified Jets" H.Ito,
S.Nagataki, J.Matsumoto, S-H.Lee, A.Tolstov, J.Mao, M.Dainotti, and A.Mizuta, Astrophys. J. 789,
159 (2014)
（論文）"Linear Growth of the Kelvin-Helmholtz instability with an Adiabatic Cosmic-Ray Gas" A.
Suzuki, H.R.Takahashi, T.Kudoh, Astrophysical Journal, 787, id. 169, 11 pp. (2014)
（発表）J. Matsumoto, ``Relativistic HD/MHD Flow for GRB Jets'', RIKEN-IPMU-RESCEU Joint
Meeting, July 7, 2014, RIKEN
（基調講演）松本仁「Numerical Experiments of GRB Jets」超新星・ガンマ線バースト研究会20
14、(2014年8月26日、理化学研究所)
（論文）"Radiation Drag Effects in Black Hole Outflows from Super-critical Accretion Disks via S
pecial Relativistic Radiation Magnetohydrodynamics Simulations” H.R.Takahashi, K.Ohsuga, accepte
d for publication in Publications of Astronomical Society of Japan (PASJ), (2015)
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（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

観相資料の学際的研究

応募事業区分

戦略的共同研究Ⅰ

申請代表者氏名

相田 満

○ 研究状況報告
本年度で標記研究課題による所定の研究期間が終了した。研究最終年度の 2 月 16 日には国
文学研究資料館において総研大セミナーを開催すると同時に、国文学研究資料館において
は特設コーナーにおいて「観相から見る日本文学史」を会期：平成 27 年 1 月 21 日(水)～平
成 27 年 3 月中旬頃まで開催、これまで開催された特設コーナー企画の中で最も好評を得た
展示となった。現代においては、「観相」は前世紀の遺物のような学問体系と見なされては
いるが、その影響の解明と研究課題の深化の必要性が改めて確認されたといえる。
その意味で、問題意識の共有と発信が最終年度のセミナーに於いて行えたことは、次のフ
ェーズに向けての大きな成果であった。また、本研究には総研大生（屋代純子）
・修了生（王
暁瑞）も参画し、それぞれ近代文学と中国における妖怪の人相（妖相?）の調査と、観相書
との比較分析を進め、総研大フォーラムやセミナーにおいて成果発表を行った。
観相は今や稀少な技とはなっているものの、なお世界的に存在しており、中国・台湾・日
本における実地踏査や、古籍を使用しての観相データベース、文学・絵画などに深甚な影
響についての論究など、本研究期間の３年間で所期の目的の大概は果たせた。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
本年度中に於いて達成された研究成果としては、総研大セミナー、総研大フォーラムに
より本研究の内容を総研大生に伝えることができた点と、国文学研究資料館にて開催され
た特設コーナーによる展示によって、本研究テーマの意義を広く伝えることができたこと
が挙げられる。セミナーは以下の内容で行われ、全体討論で活発な討論が交わされたほか、
感動を伝えるメッセージが多く寄せられた。
◇観相から見る日本文化・文学史

相田満〈国文学研究資料館・総研大日文専〉

◇近世の相書について

青山英正〈明星大学〉

◇観相と俳諧

安保博史〈群馬県立女子大学〉

◇中国の観相データの調査を通じて

王暁瑞〈国文学研究資料館［博士研究員］〉

◇予言は救済となり得るか―『太平広記』相部に見る観相への視点―
三田明弘〈日本女子大〉
◇草双紙・浮世絵に見る〈観相〉の投影

山下則子〈国文学研究資料館・総研大日文専〉

◇日本近現代文学における「観相」言説研究へのアプローチ
屋代（高野）純子〈総研大日文専 RA〉
1
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◇肖像処理の可能性

山田奨治〈国際日本文化研究センター・総研大国際日本専〉

情報学的には観相データベース（トピックマップ）に近代文学に描かれた観相に関わる
場面を搭載した。具体的には、当該該場面の GIS 情報を記述することにより、地図と同時
に観相の場面が表示されるもので、今後は中国、日本の古典における観相場面も合わせて
搭載することにより、観相学の立場から文学・文化史を俯瞰するセンター的な役割を持た
せるようにしたい。
また、データ示す SD 法によるアンケートにより、描かれた肖像の印象と観相による人相
の分類とを比較することにより、当該の肖像がどのような人相を想起して描かれたかを示
すことが可能であるとの道筋を示すことができた。このことは、古来より肖像画家は相法
の心得を持つべきとの言い伝えがあることから、将来的には肖像画の人相を SD 法のアンケ
ートを自動的に集計して判別する仕組みの開発の理論的裏付けが実証できたといえる。
また、画像処理に関する研究については資料の入力に時間がかかったため、当該期間中
に論文にまとめることができなかったが、観相トピックマップに掲載した各部位の絵を使
用して、古籍相書に使用されている描く絵を画像処理により分析した結果、各相書間の描
写には矛盾がないことが判明した。このことにより、眉・目・口……などの絵に吉凶や善
悪などの意味判断が付されている相書の絵を実際の肖像や実在する人物を漫画風にデフォ
ルメした画像に変換したものと比べることにより、人物の顔認識を行うことの可能性が拓
かれることが判明した。この事は、今後の研究プロジェクトの主要テーマに据えるに十分
な可能性のあるものといえよう。
何分にも、現代学問の世界においては完全に等閑視されていた分野であっただけに、さ
まざまな分野からのアプローチが可能な分野である事が次々と出来してきている。
そんなことを痛感させられたのが、本研究期間を終えての正直な感想である。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
論文：相田満,騎馬武者像再考,説話 12,説話研究会,2014.10
論文：三田明弘,『太平広記』「相」部の編纂構造と日本の観相説話, 説話 12,説話研究
会,2014.10
Mitsuru AIDA, Database compilation and the analysis of the phrenology document,
PNC 2014 Annual Conference and Joint Meeting< At: National Place Museum in
TAIWAN Taipei>
※特設コーナーの内容については、下記 URL にて展示内容の解説と展示品の写真を参照
（展示ケース 1～4 の各行をクリック）することができる。
http://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2014/kanso.html
ホームページ・データベース

観相トピックマップ 6

http://tmap1.topicmaps-space.jp/physiognomy/
近代文学における観相場面を追加「作品」「著者」項目タブ
トップページの前書きは現在執筆中
2
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（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

ニュー・ミュージオロジーの確立のための研究

応募事業区分

戦略的研究

申請代表者氏名

竹沢尚一郎

○ 研究状況報告
本研究は「ニュー・ミュージオロジー」の名のもとで、21 世紀にふさわしい博物館・美
術館の展示のあり方と、その社会的使命の再定義をおこなうべく、学際的な研究組織によ
って構想されたものである。
今年度は本研究の最終年度であるため、７月、９月、１１月、１月、３月に 5 度の全体
研究会を実施して、研究テーマに関する深い理解を得ることを求めると同時に、研究者間
の相互理解を深めることをめざした。
それに加えて、本研究と密接に関係するミュージアムである「直島地中美術館」、「十和
田市立現代美術館」、
「金沢 21 世紀美術館」等を研究班全体で訪れて討議する一方で、米国
ワシントンの「ホロコースト記念博物館」、「スミソニアン自然史博物館」を視察して、新
しい展示手法についての理解を深めた。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
本研究は２つの課題をもって出発した。１つは、戦争や震災、疫病、大事故など、人び
とに多くの苦しみを与えた不幸な出来事を博物館がどのようにして展示するか。そしてそ
のことにより、どのような集合的な記憶の形成に寄与するか、という課題である。もう１
つは、２１世紀にふさわしい民族学博物館はどのようなものか、とくに美術館とどのよう
なかたちで共存しうるか、という課題である。
このとき、前者については、現在論文集の刊行に向けて準備を進めており、国立民族学
博物館の出版助成を得て、明石書店より出版の予定である。一方、後者の課題については、
フランスの人類学学術誌『Technoques&Culture』誌で特集号を出版する予定であったが、
論文がすべて集まってはいないため、その出版は平成２７年度後期になる予定である。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
竹沢尚一郎編著『フォーラムとしてのミュージアム』（明石書店、２０１５年９月刊行予
定）。この論文集には、本研究の直接の成果である竹沢尚一郎の「序文」の他に、研究会で
おこなわれた以下の発表や視察報告が含まれている。田村朋久「ハンセン病療養所の保存
―手段としての世界遺産―」、平井京之介「「公害」をどう展示すべきか――水俣の対抗す
る２つのミュージアム」
、濱田武士「平和の聖地と悲惨のありか」、荻野昌弘「カンボジア
における復興と虐殺の記憶」、伊東未来「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館（南京大虐殺
紀念館）」、竹沢尚一郎「トラウマを超えて――東日本大震災の展示と震災遺構の保存をめ
ぐって」。
1
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（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

手話言語学を世界へつなぐ―メディア発信と e-learning 開発に向け
て―

応募事業区分

事業枠①「戦略的共同研究Ⅰ」 Ⅳ.「複合領域」

申請代表者氏名

菊澤律子

○ 研究状況報告
本研究事業は、手話言語学の最新の研究成果や講義の内容を、インターネットを利用して世
界へ配信するための手法を研究し、基盤を整備することを目的とすることを目的として、2012 年
から三年計画ですすめてきた。
当初の成果目標は、国立民族学博物館で開催予定の一連の国際シンポジウムおよびワーク
ショップの内容を収録して素材とし、双方向配信の現場および事後活用法を検討、将来的な
ORE 利用を視野に入れたコンテンツの整備にあった。初年度二年間で具体的な資料の処理方
法や配信用画像の制作方法、掲載の形式やその問題点等を整理したが、今年度は今後にむけ
て、二年間ででてきた問題点に対する具体的な対応策を考えると同時に、今後の方向性を知る
ためのユーザビリティテストを行うことで、今後の高等教育機関における手話翻訳映像利用への
足掛かりにすることができたと考えている。
具体的には、i) 内容を効果的に伝えるための４言語（研究集会の現場で使用する日本語・日
本手話・英語・アメリカ手話）と字幕の利用に関する研究、ii) 教材の形に結びつけるための構成
案の作成、iii) ii) の結果を受けたコンテンツ蓄積のためのプラットフォーム造り, iv) プレゼンテ
ーションの手法の検討、の４点に取り組み、手話言語学配信のための共同で利用可能な基盤ウ
ェブサイトが完成させた。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
1） ストリーム配信事業の継続
昨年度に引き続き、国立民族学博物館が主催する手話言語学関係のワークショップとシンポジ
ウム（10 月 4～5 日予定）のストリーム配信を、web 配信のための映像収録を兼ねて行った。
2） 日本語・日本手話版の完成、データ収録方法のマニュアル化
本プロジェクトで収録した講演映像について、アーカイヴ化を目的としてウェブ掲載をすすめる
と同時に、開発アプリ（以下の(3）参照）を利用して掲載するためのデータ整理を行った。現場
での収録方法、字幕原稿準備や手話通訳の再収録等に関する方法と手順、注意事項等につ
いては、現在、報告書の形にまとめられるよう、整理中である。
3） 配信映像の形式の検討とアプリの作成
1
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本プロジェクト開始当初は、テレビ画像を用いた固定画像を作成していたが、初年度にユーザ
ーがカスタマイズできる、コンピューターベースのシステムが望ましいとの案がでていた。この議
論を受けて、NPO 法人と提携してアプリを作成し、現在、実用化に向けて引き続き、作業をす
すめている。
4） e-learning や OER を視野に入れたウェブサイト掲載方法の見直し
アプリの公開を視野にいれ、利用のしやすさの観点からウェブサイトの構成について、検討し
た。
5) 研究のためのデータ利用の検討
本項目については、公開することで外部利用に結びつける、というところまでとなっており、今
後の発展が期待される。とくに、コーパス利用、翻訳論等における研究のためのデータ利用の
可能性を整理し、データの保管方法を検討する必要がある。
6) この三年間の成果を受けて、今後、本研究事業の成果をどのように発展させていく可能性があ
るのか、メンバー全員で議論した。
手話の語学教材はインターネット上で見られるようになってきたが、手話言語学に関しては依然
研究者の数が少なく、大学でもほとんど開講されていないのが現状である。本研究事業は、ろう者
を含む関連分野の専門家が連携し、世界各地で開催されるこの研究分野の講義・講演を取り込む
場を作成、手話話者のコミュニティーを含む国内外の広い対象に向けて発信しようとする点で独創
的であり、また先駆的である。大学院生等にとってのリソースへのアクセスを容易にすることで研究
者のすそ野を広げるのみならず、映像収録においてはろう・聴の手話通訳者教育にもつながる。
制作するサイトは一般社会に専門知識を提供する場にもなり、ろう文化理解への社会的要請にも
応えるものとなる。
事業を進める中で明らかになったことに、日本では、高等教育機関の関係者の間で、「字幕があ
れば聴覚障害者対策は十分」とする誤解がひろく存在することが判明した。2016 年４月より障害
者差別解消法の施行されることからも、今後、大学や大学院を含む学術研究機関等におい
ては、これまで以上に、聴覚障害のある学生支援に対する正確な知識をもち、個別の状況
において効果的な対応が求められるようになると考えられる。その文脈での新たなニーズ
も見据えつつ、本事業の成果を実用化に適した形にするための研究を継続したいと考えて
いる。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
事業ウェブサイト
http://www.minpaku.ac.jp/sokendai/ssll/index.html
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公開済み講演映像リスト
http://www.minpaku.ac.jp/sokendai/ssll/lecture.html
開発アプリによる講演映像テストサイト
http://www.minpaku.ac.jp/sokendai/ssll/lecture_02.html

3

236

（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

「料理」の環境文化史：生態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に
与えるインパクト

応募事業区分

戦略的共同研究

申請代表者氏名

野林厚志

○ 研究状況報告
前年度に引き続き、研究参加者がそれぞれに野外調査と資料の分析を継続し、それぞれの専門領域が
提供できる知見や研究・分析手法についてさらに議論を深めた。
当初計画で予定していた情報学的研究による、「料理」インデックスならびに環境改変マップの構築
はやや遅れている。これは、当初の予定以上に、現地社会における食の様相が多様であり、画一的な「料
理」を定めることが現地における慣習的、継承的な文化を必ずしも正当に評価しているとは言えないこ
とが明らかになってきたからである。情報学的アプローチによる分析に必要な条件については次年度に
検討を行う予定である。
また平成 27 年３月 20 日には一般にも公開した公開セミナーを実施し、研究成果の社会的普及を行っ
た。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
その結果、料理の環境史を考えるうえで重要となる３つの視点がうかびあがってきた。具体的には、
１）移動から定住の過程と生態資源選択、２）日常と非日常の生態資源選択、３）動物性資源と植物性
資源である。１）については定住化と食との関係、特に狩猟採集と農耕との共存可能な遷移状況の中で、
料理の変化、食材の変化、調理方法の変化等を中心に検証することが西アジアの考古学調査、東南アジ
ア大陸部の狩猟民の調査を通して浮かび上がってきた。２）については、拠点集落とキャンプサイト、
日常と非日常の間における料理の変化、食材の変化、調理方法の変化等を中心に検証することが、タイ
およびラオスの生態人類学的調査から見通しとして得られている。３）については、台湾における人類
学的調査と縄文時代における植物利用の検証を通して、料理の変化、食材の変化、調理方法の変化を動
物資源の利用時と対比的に考察している。
平成２７年度は野外調査と分析とを継続するとともに、前年度に設定した課題にそって、統合的な共
同研究を進めるための討議をおこなう。また、必要に応じて共同調査を実施する。年度後半には、研究
参加者の最終的な成果報告の検討会合を実施し、研究のとりまとめを行ったうえで、報告書の作成を行
う。報告書は PDF 化した電子媒体を基本的に想定しており、これを関係する研究領域の研究者に頒布
する予定である。また、学内公開セミナー、市民向けのセミナーを実施し、研究成果の発信、普及を学
術論文、書籍、インターネット等の各種メディアでの公開と並行させていく。また、料理・環境複合レ
シピ DB のプロトタイプの構築を研究期間内にはかり、試行的公開を実施する。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
野林厚志「台湾原住民族の料理の環境文化史」
『第７回日台台湾原住民族研究論壇』国立政治大学原住
民族研究中心、台北、2014 年 10 月
1
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Nobayashi Atsushi
in

'A hunting practice

voluntary organization

of 'Ryoyukai':

in Japanese local

the

relationship

between hunters

society.'(IUAES Inter-Congress 2014)May

2014
Ikeya K. 2014 Human history of nomadism and sedentarism among nomadic peoples.(IUAES
Inter-Congress 2014)May 2014
Nakai S. and K. Ikeya2014Sedentarizing process and socio-economical changes of the Mlabri
hunter-gatherer in Thailand.(IUAES Inter-Congress 2014)May 2014
中井信介（印刷中）「家畜飼育からみたタイ農村の生業変化」池谷和信編『熱帯家畜資源学の試み』京
都大学学術出版会
高橋遼平・姉崎智子・本郷一美・黒澤弥悦「現生リュウキュウイノシシの DNA 解析：遺跡出土資料の
解析結果を正しく解釈するために」
『日本動物考古学会第 2 回大会』福井、2014 年 11 月.（口頭）
高橋遼平・姉崎智子・本郷一美・黒澤弥悦「先史人類は琉球列島へイノシシ・ブタを持ち込んだのか？：
現生リュウキュウイノシシの分子系統解析」『第 68 回日本人類学会大会』浜松、2014 年 11 月.（ポス
ター、査読有）
Ryohei Takahashi “Zooarchaeological study of introduction of Sus scrofa into the prehistoric
Ryukyu Islands based on ancient DNA analysis” ” 12th International Conference of ArchaeoZoology
(ICAZ2014), San Rafael, Argentina, Sepember 2014.
【公開セミナー】
－生態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に与えるインパクト－
2015 年３月 20 日（金）

民博第５セミナー室 参加人数：29 名

11:00～

受付・展示場内自由参観

12:55

集合（東南アジア展示場前）

13：00～

「東南アジア展示場の解説－ベトナム、タイ族の囲炉裏まわりの再現展示を
中心として－」樫永真佐夫（地域文化学専攻、国立民族学博物館）

13：30～

一般受付

14：00～15：15

特別講演（一般公開・中国語逐次通訳付）
「”Kulabaw（田鼠 )料理：狩獵、飲食與環境變遷的關係」
（邦題：クラバウ（田ネズミ）料理：狩猟と飲食と環境変化との関係）
講演者：林志興（台湾国立台湾史前文化博物館・主任研究員）

15：30～16：45

学融合推進プロジェクト「料理の環境文化史」成果報告会（一般公開）
報告者：
野林厚志（地域文化学専攻・教授、国立民族学博物館）
池谷和信（地域文化学専攻・教授、国立民族学博物館）

2
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（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

惑星科学と生命科学の融合：生命概念の普遍化をめざして

応募事業区分

事業枠 （Ａ）「戦略的共同研究Ｉ」

申請代表者氏名

長谷川

眞理子

○ 研究状況報告
今年度は２回の研究会を開催した。
1-1.

第５回研究会（於：広島大学、2014 年 6 月 19～21 日）

ここでは人工生命への様々な試み、また村上陽一郎氏にも参加いただいての知性・文明と
いう刺激的なテーマに加え、丸山氏による生命の発生と進化に関する包括的な「生命惑星
学」の提案があり、盛んな議論が行われた。また広島大学天文台を視察した。
1-2. 第 6 回研究会（於：湘南国際村生産性国際交流センター、2014 年 12 月 11～13 日）
本事業での最終回となる第 6 回研究会では、まとめとして「宇宙（宇宙を視点においた地
球を含む）における生命」の研究は今後どのように進むか、ロードマップを議論するとと
もに、大学における宇宙の生命研究と教育についてもそれぞれの所属組織における状況を
報告し、今後の具体的行動案について議論を行った。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
「宇宙の生命」研究は最も価値の高い、また典型的な学際的新研究分野の１つであると
いえる。天文・宇宙分野、地球進化や生物進化、地球と生物の共進化、生命の起源、人類
進化と文明など、現在学術会議の夢ロードマップや、他大型プロジェクトなどがない分野
も含めてそれぞれの展望を議論、共有したことは大いにそれぞれの分野の最先端で活躍す
る参加者にとって参考となり、刺激となった。また、このアストロバイオロジーという新
分野は今後長きにわたって発展していくことが期待されるが、次世代の研究者を育成し、
専門研究者以外の支持者を広く一般に醸成するための大学における教育についても報告・
検討されたことは大変有意義な成果であった。
本年度も研究会で使用された発表資料はＤＶＤとしてまとめ、参加者に配布した（添付）。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
なし。
教科書「アストロバイオロジー入門」（東大出版会）は本文（コラム以外）の原稿が集ま
り、最初に提出してから研究の進展によって書き換えが必要な部分の改訂、編集委員によ
るクロスチェックが行われ、現在は装丁等刊行前の最終段階にある。

1
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発表タイトル
第 5 回研究会（2015 年 6 月 19～21 日

広島大学学士会館）

1.

初期生命への実験・シミュレーション（東工大・星元紀）

2.

数理モデルに基づいて生体高分子ネットワークを実装する

3.

粘菌アメーバの解探索ダイナミクスに着想を得た生化学シミュレーションモデル

（東工大・木賀大介）

（東工大・青野真士）
4.

普遍生物学：生きていることの動的状態論（東大・金子邦彦）

5.

人工細胞モデルの進化実験（阪大・四方哲也）

6.

知性と文明（国立天文台・海部宣男）

7.

ホモサピエンスはいつ、どのように知性を獲得したか（総研大・長谷川眞理子）

8.

人類の文明は必然か偶然か（村上陽一郎）

9.

生命惑星学の試案（東工大・丸山茂徳）

第 6 回研究会（2015 年 12 月 11 日～13 日

湘南国際村生産性国際交流センター）

I.

大学における宇宙の生命研究と教育

1.

宇宙生命教育の価値

2.

物理学の立場から：東大物理学科での経験を中心に（東大・須藤靖）

3.

天文学の立場から：ＮＩＮＳの計画を含めて（東工大・井田茂）

4.

生命科学の立場から：アメリカなどの状況を含む（共和化工（株）環境微生物研究所

（東工大・星元紀）

大島泰郎）
5.

大学の学部教育における宇宙生命研究：国内の現状を調査し紹介（阪大・芝井広）

6.

所属大学・機関における宇宙生命に関する学部教育（全員）

II. 宇宙生命論研究の展望とロードマップ
1.

天文・宇宙での”コンタクト”へのロードマップ（国立天文台・海部宣男）

2.

太陽系内天体における生命探査のロードマップ（東京薬科大学・山岸明彦）

3.

太陽系外惑星における生命探査のロードマップ（東大・田村元秀）

4.

地球進化の理解と展望（東工大・丸山茂徳）

5.

生命進化の理解の展望（東京薬科大学・山岸明彦）

6.

地球環境と生命の共進化の理解の展望（東大・田近英一）

7.

生命の起源の理解の展望（横国大・小林憲正）

8.

人類進化と文明の理解の展望（総研大・長谷川眞理子）

他参加者： 磯部洋明（京都大学）、長沼毅（広島大学）、遠藤慎一（日本宇宙生物科学会）
、
大森聡一（放送大学）、眞山聡（総研大）、大石雅寿（国立天文台）、阿部豊（東京大学）、
小松睦美（総研大）、望月優子（理化学研究所）
（順不同）
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（様式 3）
平成 26 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

温度感受システムの進化生理学
—無脊椎動物をターゲットとしてー

応募事業区分

①「戦略的共同研究Ⅰ」

申請代表者氏名

颯田 葉子

○ 研究状況報告
分子進化学的解析、分子生物学的解析、行動学的解析、生理学的解析の４つの側面からのそれ
ぞれの解析について以下にまとめる。
①

分子進化学的解析：これまで、アメリカムラサキウニ、チビイトマキヒトデのゲノムデータを網
羅的に解析することにより、それぞれのゲノム中の TRPA ホモローグを含む TRP ホモローグ
を複数同定した。さらに、バフンウニ幼生の RNA-seq を全ゲノム塩基配列から同定された
TRPA 候補遺伝子が実際に発現されているかを調べた。その結果、アメリカムラサキニの全
ゲノム塩基配列からの予測では 8 つであったが、少なくとも 7 つの TRPA 遺伝子コピーがバ
フンウニの幼生に発現していることを確認した。

②

分子生物学的解析： これまでにイトマキヒトデゲノムから単離した AP-TRPA の発現解析を
行った。RNA レベルとタンパク質レベルのいずれにおいても、発現は非常に少ない事が分か
った。一方、イトマキヒトデ幼生の RNAseq 解析を行ったところ、AP-TRPA の他に TRPA のホ
モローグがもう一種類、と TRPM のホモローグが 6 種類、TRPV のホモローグが１種類同定さ
れた。

③

行動学的解析：ヒトデの幼生の走温性を定量的に解析するために、温度勾配のあるチャン
バー中の個体密度を計測した。その結果、温度走性を定量的に表現することに、成功した。
またこの方法を用いて、広範の TRP の阻害剤である Rutenium red により、この走性が阻害
されることが示された。この結果は、走性行動に、TRP 遺伝子が関与していることを強く示唆
する。

④

生理学的解析： Ap-TRPA を Xenopus 卵母細胞に強制発現させた場合に、Ap-TRPA は細
胞膜に限局して分布していた。また Ap-TRPA は脊椎動物や昆虫の TRPA1 アゴニストにより
活性化されること、熱刺激により活性化され、その活性化温度閾値は約 36℃であることを示
した。
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○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
来年度は最終年度にあたるため、成果出版を視野に入れて研究活動を行う。そのために、以下の
計画を遂行する予定である。
① バフンウニ、イトマキヒトデでの温度走性関連候補遺伝子として、様々なTRPのホモローグ
のクローニングを行いと電気生理学的な特性を明らかにするとともに、分子進化学的解析を
行い、無脊椎動物でのTRP遺伝子の進化の過程を明らかにする。
② イトマキヒトデで発現が確認された、TRPM, TRPV、および新たに同定されたTRPAに関して、
モルフォリノオリゴにより温度走性を抑制できるかどうかを明らかにするとともに、これらの受
容体の電気生理学的特性を明らかにする。
③ 温度走性の行動解析で一個体の遊泳軌跡を追跡するシステムを開発し、個体の行動を解
析する。
④ これまでの結果から、AP-TRPA1は温度走性に関与する可能性は低いが、一方で、発生学
的に重要や役割を担っている可能性が示唆された。この発生学的な役割を明らかにするた
めに、モルフォリノオリゴで発現を抑制できるかどうか、アフリカツメガエル卵母細胞の系で
確認するとともに、効果的な抗体を見つける。
⑤ 公開講演会を開催しこれまでの結果の報告をするとともに、論文としてまとめる。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
Shigeru Saito & Makoto Tominaga, Functional diversity and evolutionary dynamics of thermo TRP
channels. Cell Calcium doi:10.1016/j.ceca.2014.12.001
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

自然界の蛍光の世界を理解する 〜光情報解析と生物学的解析
の融合〜

応募事業区分

Ⅱ「学融合共同研究」

申請代表者氏名

佐藤 いまり

○ 研究状況報告
本研究では，光情報解析と生物学的解析技術を融合させ，自然界にある蛍光の性質を解
析し，蛍光が作られる機構と蛍光の生物学的意味を理解することを目的としている．自然
界の蛍光の性質では，沖縄県瀬底において非常に波長幅の狭いレーザー光源を用いること
により, 励起光と蛍光を分離してのサンゴの蛍光を測定することに成功した(寺井担当). ま
た, 複数の励起光を含む特殊光源による蛍光の測定も試みており, 光情報解析を行いなが
ら測定条件の検討を進めている(佐藤, Yinqiang 担当). このサンゴの蛍光を作る機構を調べ
るために次世代シークエンス解析を行った. その結果, サンゴの蛍光の基盤となる蛍光タ
ンパク質はこれまで知られていたより非常に多い 30 以上もの遺伝子群で構成されることが
明らかとなった(寺井担当). このような自然界の蛍光の生物学的意味を明らかにするために,
花性昆虫であるナミアゲハを用いた蛍光弁別実験の系を立ち上げた(木下, 佐藤担当). この
系は蛍光物質を含む透明塗料の有無が異なる色紙をナミアゲハに学習させ, 蛍光の有無に
より行動が異なるかを評価し蛍光の弁別を明らかにできる. 行動実験の結果, ナミアゲハ
は弱い蛍光であっても弁別できることが明らかになった(木下担当). このようにして, 本研
究では自然界に存在する蛍光の性質, 蛍光が作られる機構, 生物による認識を明らかにし
てきた.
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
本研究計画の中で, 平成 27 年度には自然界にある蛍光の性質を解析(サンゴの蛍光), 蛍光
が作られる機構(蛍光タンパク質遺伝子), 蛍光の生物学的意味(ナミアゲハの蛍光弁別)を明
らかにしてきた. 平成 28 年度にはハイパースペクトルカメラを用い, サンゴと陸棲植物を

対象に光情報を解析し，反射・蛍光の分光特性（強弱や反射および蛍光の波長成分など）
を詳細に解析する．また, 蛍光の生物学的意味では，花と葉から出ている蛍光の波長を
用いて，花性昆虫であるチョウ類の視覚行動と蛍光情報の関係を明らかにする．これら
により, 自然界の蛍光の重要性を明らかにする予定である．
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
国際学会発表
1. Separating Fluorescent and Reflective Components by Using a Single
1

243

Hyperspectral Image. Yinqiang Zheng, Ying Fu, Antony Lam, Imari Sato, Yoichi
Sato; The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015, pp.
3523-3531.
2. Genetic diversity of fluorescent protein genes generated by gene duplication and
alternative splicing in reef-building corals. Shiho Takahashi-Kariyazono, Yoko
Satta, Yohey Terai. SMBE meeting, Vienna, June 12-16, 2015
国内学会発表
1. ミドリイシ属サンゴ生体が放射する蛍光の遺伝的 基盤とその進化 仮屋園(高橋)志
帆 , 五條堀淳, 颯田葉子, 寺井洋平 日本進化学会大会 東京, 8 月 20 日 2015 年
発表論文
1. Shiho Takahashi-Kariyazono, Yoko Satta, Yohey Terai. Genetic diversity of
fluorescent protein genes generated by gene duplication and alternative splicing
in reef-building corals Zoological Letters, 1:23 (2015)
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

動物が「見えない光」を受容するメカニズム
-化学と生理学を融合したアプローチ-

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

古谷祐詞

○ 研究状況報告
1. 哺乳類の「見えない光」の受容機能を担うメラノプシンが、
「見える光」の受容（視覚）
を担う光受容タンパク質とはどのように異なる分子特性を持つのかを解析するために、
種々の哺乳類メラノプシンの分子特性を、分光学的・電気生理学的手法を用いて解析
した。
2. アゲハ（Papilio xuthus）尾端に存在する光受容細胞について、そこに発現する光受容
物質の同定を目指した分子生物学的実験を開始した。オスアゲハの scaphium（光受容
細胞を含む尾端の構造）を 21 頭分単離し、mRNA を抽出したあと、次世代シーケン
サーを用いて RNA—sequence (RNA-seq)解析を行った。
3. ゼブラフィッシュ(Danio rerio)などの硬骨魚類に存在する眼外光受容器官である松果
体・副松果体で機能する光受容タンパク質パラピノプシンが、ゲノム中に２種類存在
することがわかったため、それらがどのような分子特性・機能の違いを持つのかを、
分光学的・生理学的に解析した。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
1. 精製した哺乳類メラノプシンを生理的温度の 37℃に保持すると、発色団として機能す
るレチナール分子が自発的に放出されるが、メラノプシンに近縁な無脊椎動物の視覚
を担う光受容タンパク質ではそのような反応は起こらないことがわかった。また、哺
乳類の種間でも、メラノプシンからのレチナールの放出しやすさが大きく異なること
も明らかにした。すなわち、哺乳類メラノプシンが自発的に光受容能を失う特性を持
つことで、メラノプシンが機能する網膜神経節細胞が強い光入力でも応答が飽和しな
いことに寄与し、またそれぞれの動物種での環境光受容感度を調節していることを示
唆する結果を得た (Tsukamoto et al., JBC, 2015)。今後は、環形動物や節足動物などの無
脊椎動物において「見えない光」の受容を担うエンセファロプシンの分子特性を解析
する予定である。
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2. RNA-seq の結果、紫外線受容型オプシンと思われるタンパク質分子の１つ PxUV-like
が、候補として絞られた。このオプシンは、ショウジョウバエでも機能が不明の Rh7
に相同な分子であり、アゲハで新たな機能が解明されれば、ショウジョウバエなどの
他の昆虫での機能も明らかになってくると期待される。今後は、メスで光受容細胞を
含む構造（papilla analis）を単離、同じく RNA-seq を行って分子の同定を行う。一方、
PxUV-like オプシンに対する特異的な抗体を作成、免疫組織化学法で、このタンパク質
を発現する細胞を同定すること、CRISPR-Cas9（ゲノム編集）法で PxUV-like をノッ
クアウトし、光受容細胞の電気生理学的反応、微細構造、行動への影響を調べる予定
である。
3. 硬骨魚類が持つ 2 種類のパラピノプシンは、1 つは紫外光を受容し、もう 1 つは青色光
を受容するという違いがあることがわかった。変異タンパク質を用いた解析から、7 回
膜貫通構造の中の 2 番目の部位が、異なる色を受容するために重要であることがわか
った。さらに生理学的解析から、両パラピノプシン分子がそれぞれ異なる生理機能を
担っていることが示唆された(Koyanagi et al., BMC Biol., 2015)。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
1. Tsukamoto H, Kubo Y, Farrens DL, Koyanagi M, Terakita A, Furutani Y., " Retinal
Attachment Instability Is Diversified among Mammalian Melanopsins.", J. Biol.

Chem., 290, 27176-27187, 2015.
2. Koyanagi M, Wada S, Kawano-Yamashita E, Hara Y, Kuraku S, Kosaka S,
Kawakami K, Tamotsu S, Tsukamoto H, Shichida Y, Terakita A., " Diversification of
non-visual photopigment parapinopsin in spectral sensitivity for diverse pineal
functions.", BMC Biol., 13, 73, 2015.
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

科学技術コミュニケーションの実践知理解に基づくディスカ
ッション型教育メソッドの開発

応募事業区分

事業枠④「育成型研究者研究支援」

申請代表者氏名

坊農真弓

○ 研究状況報告
平成２7 年度は初年度から前年まで続けてきた次の 3 つの基礎テーマを土台とし，前年度より開始
した 1 つの応用テーマに基づいて進めてきた．
(基礎)テーマ 1：行動観察に基づく SC の実践知理解とスキル評価尺度の開発(担当：坊農・高梨)
(基礎)テーマ 2：ラーニングログを用いた SC のメタ認知的思考の抽出(担当：緒方・坊農)
(基礎)テーマ 3：テキスト情報処理を目指した SC の行動と実践知に関わるコンテンツデザイン(担
当：宮尾・佐藤・坊農)
(応用)テーマ 4：
「ディスカッション型教育メソッド」開発(平成 26 年度から始動)(担当：高
梨・坊農ら)
前年度まで続けてきた基礎テーマ 1 では，SC の実践知理解を主たる研究テーマとし，論
文執筆と学会発表を多数行ってきた．基礎テーマ 2 では，未来館の SC の人に協力してもら
い，SC36 名 718 件(2015.4.27 現在)のラーニングログを登録してもらった．また、データ
を分析し、どの展示に対して、どのようなログが記録されているかを視覚的に表示する機
能を開発した。基礎テーマ 3 では，前年に収録した「未来館 SC コーパス」の言語アノテー
ション，非言語コーディングを実施した．特に非言語コーディングは，動画を１秒刻みの
幅に分割し，ウィンドウを形成した．さらに，そのウィンドウの中に動作の有無， 動作の
種類（自律的か否か）
，静止状態の分類を行い，一致率の高い非言語コーディング手法につ
いて整備を進めた．
以上の前年度までの成果を踏まえ，平成 27 年度は応用テーマ 4，
「ディスカッション型教
育メソッド」開発を中心に研究を進めた．具体的には，コミュケーション研究の知識を持
つ 4 名の大学院生をアルバイト雇用し，
「レリバントアノテーション」と名付けたアノテー
ション作業を実施した．本手法は，従来研究で用いられてきたような，行為を記述するため
の「行為タグ」
，行為間の関係を記述するための「対話タグ」，対話に内在する情報の新旧やトピ
ックに関する構造を記述するための「談話タグ」等のタグセットを事前に準備せず，会話分析

および相互行為分析の手法を用いて，より参与者の志向性および理解にもとづいた，
「参加
者にとってレリバントな行為記述」を提供するといったものである．
研究期間内にアノテーション完了したファイルは 32 ファイル，完了した時間は 36 分 13
秒，アノテーション実施箇所 2,082 箇所，各モダリティに対するアノテーション数 2,446(内
訳 hand: 815, foot: 229, face: 579, body: 308, meta: 515)である．学融合研究事業としての
1
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研究機関は終了したが，引き続きこの基礎データを用いて分析を進める予定である．また，
この基礎データは「ディスカッション型教育メソッド」構築の資料となるものであり，教
育メソッド構築はこれからの課題である．
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
平成 27 年度の研究事項は，(1)総研大生を対象にした「ディスカッション型教育メソッド」に基づく
講義の提供，(2)(1)の受講者を対象とした「未来館 SC 体験ツアー」の実施，(3)平成 25 年度と平成
26 年度に得た，知見(実践知理解とスキル評価尺度)をディスカッション型教育メソッド開発へ適用
する可能性について，他の博物館・科学館関係者との議論を通して検討することであった．(1)の講
義の提供は学融合教育事業総研大レクチャーに採択いただき，「科学と対話」というリレー講義を，
TELAS を用いて実施した(詳細は総研大レクチャーの報告書を参照のこと)．また(2)についても総
研大レクチャーの中に組み込んで実現した．(3)については公開セミナーにご参加いただいた博物
館・科学館関係者といくつか議論を進めた．
当該事業年度の設定目標は，(1)初年度から実施してきた基礎テーマについて，重要度の高い
国内・国際会議で研究成果を報告し，国内・国際ジャーナルに論文を投稿すること，(2)総研大生
への講義提供を成功させること(例：参加学生の募集方法の工夫など)，また(3)国内の科学館・博
物館関係者，研究者向けの公開 WS を開催することによって，我々のプロジェクトの全体像とディス
カッション型メソッドの有用性を確認することであった．こうした目標や見込みのもと，先述した「レリ
バントアノテーション」の手法構築と総研大レクチャー「科学と対話」をおこなった．
今後はこれらの成果をディスカッション型教育メソッドの開発に利用し，教育メソッドの開発と講義
への展開を，総研大学融合推進センターの教員らと共同で進めたいと考えている．
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
1.

船越孝太郎，東中竜一郎，稲葉通将，小林優佳，高梨克也，大塚裕子，小磯花絵，坊
農真弓 (2016) テーマセッション３：対話・言語コミュニケーションにおける主観性
とその評価, 言語処理学会第 22 回年次大会(NLP2016) (3 月 7 日-11 日, 東北大学)

2.

坊農真弓，須永将史 (2016) 参与者の理解に基づく身体動作のアノテーション手法の
提案，第 76 回 人工知能学会 言語・音声理解と対話処理研究会, SIG-SLUD-B503,
pp.7-12 (2 月 29 日-3 月 2 日，長野県下高井戸郡野沢温泉村中尾集落センター)

3.

坂井田瑠衣，榎本美香，伝康晴，坊農真弓 (2016) フィールドに依存した身体相互行
為の組織化過程 ―歯科診療における「修正」のやりとり―，第 76 回 人工知能学会 言
語・音声理解と対話処理研究会, SIG-SLUD-B503, pp.17-22 (2 月 29 日-3 月 2 日，長
野県下高井戸郡野沢温泉村中尾集落センター)

4.

大崎章弘, 坊農真弓, 緒方広明, 高梨克也, 宮尾祐介, 牧野遼作, 城綾実, 本田ともみ,
森田由子 (2015) 科学コミュニケーターの対話スキル養成を支援するリフレクション
システムの構築, ヒューマンインタフェースシンポジウム 2015 論文集, pp.893-896.
(9 月 1-4 日, 公立はこだて未来大学)

5.

牧野遼作, 城綾実, 坊農真弓, 高梨克也, 佐藤真一, 宮尾 祐介(2015) 実世界における
2
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身体動作のコーディング・セグメンテーション手法の提案−日本科学未来館における科
学コミュニケーターと来館者間の対話を対象に-，人工知能学会第 29 回全国大会．(5
月 30-6 月 2 日，公立はこだて未来大学)
6.

牧野遼作，古山宣洋，坊農真弓(2015) 会話の映像収録冒頭部分の検討-実験環境会話
データとフィールド環境会話データの比較を通して- 日本認知科学会第 32 回大会発表
論文集，pp.1040-1047 (9 月 18 日-9 月 20 日, 千葉大学)
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

有害捕獲された野生動物の利用とその過程で起こる諸問題の
検討 ―カラスを例として―

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

塚原 直樹

○ 研究状況報告
カラスによる農作物被害は約 21 億円に達している（農林水産省 平成 24 年）。その他、
営巣による配電トラブル、家畜や展示動物への咬傷、街中での騒音、糞害など、前述の農
業被害以外にもカラスによる深刻な被害がある。これらの被害軽減のため、日本全国で箱
罠によるカラスの捕獲が行なわれている。捕獲には箱罠の設置費用や維持のためコストが
かけられている（東京都では年間１億円程度）が、捕獲されたカラスは、ほぼ 100%が有効
利用されることなく、処分されている。もし、カラスの肉に食資源としての利用価値が見
出されれば、コストの一部を還元できるかもしれない。しかしながらカラスは屍肉を食べ
る動物であり、生物濃縮による汚染など安全面が危惧される。そこで本研究は、カラスの
肉の栄養成分の他、食肉としての安全性を調べることを目的とした。また、カラスは死に
まつわるイメージなどから、食用にするには抵抗を感じる人が多いと推察されるが、どの
程度の割合の人がカラスの肉を食べたいと思うのか、受容性も調査した。さらに、有害捕
獲されたカラスの有効利用の一つとして、研究資源としての利用の可能性を探るため、培
養細胞の作出を試みた。
長野県および神奈川県にて有害捕獲されたハシブトガラスとハシボソガラスを屠殺した
後、浅胸筋を採取した。採取した浅胸筋について、遊離アミノ酸、無機類、残留農薬、残
留抗生物質、細菌類の定量を行った。その結果、カラスの浅胸筋にはタウリンと鉄分が豊
富に含まれることがわかった。また、長野県で捕獲されたカラスの一部において農薬で使
用される Dichloro-diphenyl-trichloroethane とヒ素、水銀が検出されたが、大量に摂取し
なければ問題ない程度の微量であった。神奈川県ではすべての項目において検出限界以下
であった。したがってこれらの解析結果から、カラスの肉は栄養面で優れており、また、
今回の分析では安全面でも問題が無かったことから、食資源として利用できる可能性が高
いことが示された。
30-50 代の 142 人の主婦を対象とした市場性の調査の結果、15%がカラスの肉を食べた
いと回答した。カラスの肉を食べたい理由として、珍しいからと回答した割合が高く、カ
ラスの肉を食べる上で重要な条件として、衛生面での安全性、味と回答した割合高かった。
カラスの肉の安全性が証明でき、また、許容できる調理法を開発できれば、珍しいという
理由で購入される可能性は高く、市場性はあることがわかった。また、20-70 代の男女 34
人が参加した試食会にて燻製肉の食後のアンケートを行った結果、半数近くの被験者には
1
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許容される味であることがわかった。
また、研究資源としての利用の可能性を探るため、カラスの培養細胞の作出を試みたと
ころ、カラスの腎臓由来の初代培養の樹立に成功した。したがって、非モデル動物のバイ
オリソースとして有効利用することが可能となった。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
本研究により、カラスの肉には栄養的価値があり、安全性に問題はなく、市場性と受容
性があることがわかった。したがって、有害捕獲されたカラスは食資源として十分に有効
利用できると期待される。
現状、カラスは食資源として社会に認知されていない。そのカラスが食資源として社会
に認知される過程は非常に興味深い。カラスには、感覚的な負のイメージが強いが、今後
は、その負のイメージを払拭するための仕掛け（試験、調査の情報に基づく普及活動）に
より、新たな食資源として受容されるか、を実験的に試み、受容される過程で鍵となった
事象を明らかにしたい。
具体的には、１）複数地域のカラスの肉の安全性の検査を行い、有害物質の蓄積の地域
差を調べる。２）まだわかっていないカラスの肉の栄養機能性を探るため、疲労回復の機
能を持つイミダゾールジペプチドを始めとした栄養機能性を調べる。３）カラスを食べて
いた事例を調べるため、日本と海外でカラスを食べていた事例について、どのように食べ
られていたのか、またどうして食べられなくなったのかについて文化人類学的に調査を行
う。４）カラスの肉の最適な調理法、加工法を検討する。５）供給者側の意識変化に関す
る調査および意識変化を促す因子の調査を行うため、ジビエ解体場やレストラン、加工場
にカラスを市場に出すことへの協力を依頼し、その過程での初年度から最終年度までの供
給者の意識変化を調査する。変化した場合は、普及活動の中のどの因子の影響を受けたの
か分析する。６）消費者側の意識変化に関する調査および意識変化を促す因子の調査を行
うため、市民セミナーを行う他、マスメディアへの露出、本の出版を通じて、カラスの肉
の普及活動を行い、それに伴う消費者の意識変化を調査する。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
【学会発表】
1) 塚原直樹 ら、
「カラスは食資源として利用できるか?」、カラスシンポジウム
2) 田辺秀之、塚原直樹 、
「カラスの初代培養細胞作成の試み」
、カラスシンポジウム
3) 蕪山由己人、塚原直樹 ら、
「ハシブトカラス骨格筋中のタウリン含量と筋収縮」、カラ
スシンポジウム
4) 塚原直樹 ら、
「カラス肉の食資源としての可能性と安全性の検討」、日本畜産学会第 119
回大会
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5) Tsukahara N, et al, Nutrients and toxic substances in crow meat, IWMC2015
6) 二瓶泰雅、塚原直樹 ら、カラス肉の食資源としての可能性を探る-栄養成分の解析-、日
本畜産学会第 120 回大会
7) 塚原直樹 、カラスは食資源として利用できるか？、第３回狩猟サミット
8) 葉山美咲、塚原直樹 ら、
「カラス肉はどんな味か？そして許容されるか？」
、畜産学会
第 121 回大会
9) 塚原直樹 ら、
「カラス肉はどんな味か？そして許容されるか？」
、畜産学会第 121 回大
会
【研究会、市民セミナー】
10) 総研大公募型研究事業「カラスを食べるプロジェクト」研究会、2014 年 10 月、品川イ
ンターシティホール（東京都）
11) 総研大公募型研究事業「カラスを食べるプロジェクト」研究会、2015 年 5 月、総合研
究大学院大学（神奈川県）
12) 市民セミナー「平塚市で捕獲されたカラスの有効利用と音声を使ったカラス撃退装置の
紹介」
、2015 年 10 月、平塚市吉沢公民館（神奈川県）
13) 市民セミナー「カラスを騙し対話するドローンを作りたい」
、2015 年 12 月、デジタル
ハリウッド大学大学院（東京都）
【社会発信】
14) TV 神奈川「TVK ニュース」
、2015 年 10 月 20 日
15) TV 神奈川「ニュース 930α」出演、2015 年 10 月 20 日
16) 日本農業新聞、2015 年 10 月 27 日
17) タウンニュース、2015 年 11 月 5 日
18) JA 湘南,11 月号,No.595、2015 年 11 月 10 日
19) 読売新聞、2015 年 11 月 15 日
20) 読売オンライン、2015 年 11 月 15 日
21) ヨミドクター、2015 年 11 月 16 日
22) Yahoo!ニュース主要トピックス、2015 年 11 月 16 日
23) 味博士の研究所、2015 年 12 月 14 日
24) 味博士の研究所、2015 年 12 月 17 日
25) 朝日新聞、2015 年 12 月 21 日 オンライン版
26) 日本テレビ「変ラボ」
、2016 年 1 月 11 日
27) milsil（2016 年 第 1 号）
、2016 年 1 月発行
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

日本列島人の起源

応募事業区分

戦略的共同研究Ⅰ

申請代表者氏名

斎藤 成也

○ 研究状況報告
＜研究会＞
２０１６年３月２７日（日）午後１時～午後５時半、学術情報センター（東京都千代田区一ツ橋
2-1-2）において公開シンポジウムを開催した。
２０１５年１２月１９日、国立民族学博物館において、共同研究会を開催した。
これらの詳細は、本研究ホームページ
（http://www.saitou-naruya-laboratory.org/meetings/SOKENDAI_Japonesian.
html）を参照されたい。
＜ゲノムワイド SNP タイピング＞
島根県出雲市在住の４０名余、鹿児島県枕崎市在住の７０名余から試料の提供を得て、ゲノムワ
イド SNP タイピングをおこなった。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
出雲人のデータ解析結果は、すでに一昨年度おこなった２１名の結果と大きな違いはなか
ったが、枕崎市の南薩摩人は、沖縄人にやや遺伝的に近いという期待される位置にくる個
体が大部分であったほかに、未知の別集団との混血の可能性がある個体が１０名ほどみつ
かり、これらがどの集団との混血であるのかに、大きな興味がでてくる。今後奄美大島、
種子島、屋久島などの周辺の島嶼を中心に、詳細なサンプリングと解析が必要になる。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
斎藤成也（２０１５）日本列島人の歴史 岩波ジュニア新書

Saitou N. and Jinam T. A. (2016) Language diversity of the Japanese Archipelago and
its relationship with human DNA diversity. Man in India, vol. 95 (in press).
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

動物福祉学の確立に向けた文理融合研究 -ニワトリをモデル
として-

応募事業区分

事業枠 II 「学融合共同研究」

申請代表者氏名

新村 毅

○ 研究状況報告
生命科学的アプローチでは、発声の研究の基盤を構築できたため、発声のモチベーション
とパターンを制御する分子メカニズムの解明に取り組む。既に、RNA-seq を用いて、発声
のモチベーション（頻度）を制御する遺伝子を、QTL 解析および SNP アレイを用いたゲノ
ムワイド関連解析を用いて、発声のパターンを制御する遺伝子の候補を同定することに成
功している。これらの研究の機能解析と立証研究を行うことで、総研大から世界を先導す
る研究を発信する。また、人文社会科学的アプローチでは、研究会を開催し、日本の動物
愛護思想と欧州の動物福祉思想との統合を行い新たな倫理感の醸成を図る。その倫理感が、
日本において許容されうるかを、政治学や法律学の専門家を新たに加えて議論し、合意形
成に向けた具体的手順についても議論する。さらに、また、平成 27 年度の研究において、
欧州先進国と日本との教育の違いが浮き彫りになったものの、日本においては動物福祉や
動物倫理の基本となる授業体系が存在しない。そこで、平成 28 年度は、教育学の専門家で
ある七田准教授（学融合推進センター）を新たに加え、学融合レクチャーで動物倫理のト
ライアルを行い、第 3 期中期目標にも貢献することを目標とする。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
生命科学的アプローチでは、動物の音声コミュニケーションを操作して集団内の行動を制
御する系の基盤を構築できた。すなわち、ニワトリの発声のタイミングは、体内時計の支
配を受け（Ito et al. 投稿中）
、集団内では社会的順位が高い個体から順番に発声ということ
を発見し（Shimmura et al. Scientific Reports 2015）、生命科学全般に大きなインパクトを与え
た。また、人文社会科学的アプローチでは、国際応用動物行動学会において国際ワークシ
ョップの世話人代表を務め、欧米各国のフロントランナーを招待して議論し、動物福祉の
世界的な動向を理解した。また、世話人代表として動物福祉の研究会を実施し、欧州の動
物福祉思想の背後にある文化・社会的背景を理解すると同時に、日本の動物愛護思想の歴
史的変遷についても理解した。いずれのアプローチも、期待以上の大きな進展があり、目
標を上回る研究成果を挙げることができた（業績の詳細は下記参照）
。

1
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○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
1.

Shimmura T*, Ohashi S, Yoshimura T*. The highest-ranking rooster has priority to announce
the break of dawn. Scientific Reports 5 (Article number: 11683), 1-9 (2015). *責任著者.
Nature Publishing Group の注目の論文に選定されると同時に、NPG から世界各国の報道
機関にプレスリリースする論文として選定, 2015 年に Scientific Reports に掲載された約
11,000 編の論文の中で最も閲覧された論文 100 選に選出（2015 年だけで 5,614 閲覧を記
録), 2015 年に Scientific Reports に掲載された日本人著者の論文の中で最も閲覧された論
文に選出,国内メディア：TV3 社（フジテレビ，日本テレビ（Zip！なーるほどマスカレ
ッジ）, NHK（おはよう日本）
）
，新聞掲載 3 社（読売新聞, 中日新聞，毎日新聞）
，Web
掲載多数（Yahoo! JAPAN など）
；海外メディア：アメリカ、フランス、スペイン、中国
など).

2.

Shimmura T*, Maruyama Y, Hujino S, Kamimura E, Uetake K, Tanaka T*. Persistent effect of
broody hens on behaviour of chickens. Animal Science Journal 86, 214–220 (2015). *責任
著者.
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

細胞建築の博物学

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

木村 暁 （遺伝学専攻）

○ 研究状況報告
本研究では、多くの生物種・細胞種において、染色体のサイズ、核のサイズ、紡錘体のサ
イズを測定し、そこから定量的規則性を見いだすことにより、多様性の裏に潜む細胞構築
の原理を明らかにすることを目的とした。測定する生物種は、ヒトに近い「霊長類（田辺）」、
ほ乳類・脊椎動物のモデル生物として実験技法が確立している「マウス（山縣）」
・「カエル
（原）
」
・
「メダカ（成瀬・竹花）
」
、広く生物界の中での多様性を検討するための「海産無脊
椎動物（奥村）
」
・
「植物（菊池）
」
、および課題代表者らが本研究課題着想のきっかけを得た
「線虫（木村・山本）
」とした（カッコ内は担当する共同研究者）
。
研究期間内に、それぞれの生物種から細胞の顕微鏡像を得るとともに、上記以外の生物
種については文献のデータも解析し、１９の生物種から総計１５９種類の細胞のデータを
取得した。現時点で解析途上の生物種・細胞種もあるため、今後この数はさらに増える。
データの数が増えてきたとともに、それぞれのデータについてサンプル調整や顕微鏡撮影
の条件などの情報が付随するため、専用のデータベースを構築し、データの整理を行った。
得られたデータから、まずは細胞分裂期染色体の凝縮率と細胞核内の染色体濃度の関係
に焦点をあてて種を超えた規則性について解析を行ったところ、定量的規則性が浮かび上
がってきた（論文投稿準備中）
。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
1. １９の生物種から合計１５９の細胞種について、染色体や核のサイズを測定し、データ
ベースを構築した。整備にめどが立てば本プロジェクトの成果として公開する予定であ
る。今後は、このデータベースの中のデータをさらに拡充するとともに、広く一般の人
などからもデータを受け付けられる体制作りを目指したい。
2. 細胞分裂期染色体の凝縮率と細胞核内の染色体濃度の関係について種を超えた規則性
を見出した。現在、論文投稿準備中である。この後は、他の計測値についても順次検討
を加え、規則性を見つける試みを続けて、細胞の多様性の裏に潜む細胞構築の原理を明
らかにしたい。
1
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本研究課題は平成２７年度をもって終了したが、期間内に得たデータは整理・解析を続け
ており、今後も共同研究者と連絡を取りながら、研究自体は継続していきたい。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
学融合推進センターのウェブサイトに本プロジェクトに関するインタビュー記事を掲載し
ていただいた。
http://cpis.soken.ac.jp/project/research/interview/kimura.html
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

自然界の様々なスケールに現れる高エネルギージェット現象の解
明

応募事業区分

戦略的共同研究Ⅰ

申請代表者氏名

板倉数記

○ 研究状況報告
高エネルギージェット生成の機構解明に向けて、それぞれの現象レベルでの解析が進んで
いる。27 年度に取り組んだのは、ブラックホール周辺における相対論的なジェット生成機
構やジェットの安定性について、数値計算を駆使して調べる研究と、マグネター周辺の強
磁場中で生ずると考えられる新奇現象の場の理論的解析である。さらに、強い磁場がある
もとでの磁気再結合現象の数値的取り扱いに関しての研究が、天文・ブラックホール・ハ
ドロン物理研究者の間の共同研究としてスタートしている。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
■ブラックホールからの相対論的ジェットに関する研究
(1) 3 次元の一般相対論的な磁気流体シミュレーションによって、回転するブラックホール
の降着円盤からの物質の降下とともに如何にして相対論的ジェットが形成されるかを調べ
た。降着円盤内部での回転による巻き込みや磁気回転不安定性によって増幅した磁場が外
向きの流れを形成することがわかった。また、非軸対称な計算の場合、大きな爆発的放出
が見られ、より詳細に調べることでジェットの観測で見られる時間的変動との関係が解明
される可能性がある。
(2) また、ブラックホールへのガス降着率が高い超臨界降着円盤の場合は、輻射のダイナミ
クスを取り入れる必要があり、一般相対論的な「輻射磁気流体」シミュレーションを行っ
た。その結果、ガス降着に伴って重力エネルギーが解放され、そのエネルギーが輻射に提
供されることが分かった。この強い輻射がジェットを形成する。ジェットの速度は光速の
40%程度になり、これは観測される超高光度 X 線源のジェット速度を定量的に説明できる
ものである。さらに、大質量のブラックホールに伴う亜臨界降着円盤の場合は、ガスは部
分的にしか電離しておらず、吸収線の効果を取り入れた輻射流体シミュレーションを行っ
た。この場合の外向きの物質流は、降着円盤から放出された紫外線をガスが吸収すること
で形成されることが分かった。
(3) 相対論的ジェットに関する未解決問題として、その形状に関して、Cygnus A のように
1
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細く絞られたジェットの形状を保ったままの種族と 3C 31 のように途中でジェットの形状
が崩れる種族の違いをもたらす要因が不明というものがある。この問題に対する一つの解
として、ジェットの境界で今まで考えられてこなかったレイリー・テイラー不安定性に注
目した。この不安定性は、重力場中にある二層の流体間で起こるものであるが、同様の機
構がジェットとコクーンの間に働く復元力によって生ずる。そして、この不安定性が実際
に成長し、ジェット形状の不安定性を引き起こすことを解析的・数値的に確認した。
■強磁場中での新奇現象の場の理論的解析
マグネター等の超臨界磁場を持つ天体周辺で実現していると考えられる様々な新規現象の
うち、まだ理解が十分ではない「光子分裂」についての理解が深まってきた。場の理論的
に詳細に解析することで、幾つかの選択則の存在や、強磁場における光子分裂の振幅の解
析的な表式を得ることができた。今後は、この結果を用いてマグネター周辺からの輻射の
スペクトルなどに対する影響などを調べていく。また、クォークグルーオンプラズマ中の
ジェット現象に関係する近藤効果について考察し、さらに強磁場中で起こる新しい現象と
して「磁場により誘起される QCD 近藤効果」を提唱し、その解析を行った。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト
■関連する内容の発表論文（主なメンバーについてのみ掲載）
 Hiroyuki R. Takahashi, Ken Ohsuga, Tomohisa Kawashima & Yuichiro Sekiguchi,
‘Formation of Overheated Regions and Truncated Disks around Black Holes;
Three-dimensional General Relativistic Radiation-magnetohydrodynamics Simulations’,
submitted to ApJ
 Ken Ohsuga & Hiroyuki R. Takahashi,‘A Numerical Scheme for Special Relativistic
Radiation Magnetohydrodynamics Based on Solving Time-dependent Radiative
Transfer Equation', 2016, ApJ, 818, 162
 Mariko Nomura, Ken Ohsuga, Hiroyuki R. Takahashi & Keiichi Wada,‘Radiation
Hydrodynamic Simulations of Line-Driven Disk Winds for Ultra Fast Outflows',
2016, PASJ, 68, 1616
 Hirotaka Ito, Jin Matsumoto, Shigehiro Nagataki, Donald C. Warren, Maxim V.
Barkov, 'Photospheric Emission from Collapsar Jets in 3D Relativistic
Hydrodynamics', 2015, The Astrophysical Journal Letters, 814, L29
 ・榎戸輝揚, 「宇宙最強の磁石星: マグネター観測で垣間見る極限物理」, 物理科学月
刊誌パリティ 2015 年 8 月号
 S. Ozaki, T. Arai, K. Hattori and K. Itakura, ``Euler-Heisenberg-Weiss action for
QCD+QED,'' Phys. Rev. D92 (2015) 016002


K. Hattori, K. Itakura, S. Ozaki and S. Yasui, ``QCD Kondo effect: quark matter
with heavy-flavor impurities,'' Phys. Rev. D 92 (2015) 065003
2
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 K. Hattori and K. Itakura, ``Photon and dilepton spectra from nonlinear QED
effects in supercritical magnetic fields induced by heavy-ion collisions,''
arXiv:1509.03217 [hep-ph].
 S. Ozaki, K. Itakura and Y. Kuramoto, ``Magnetically Induced QCD Kondo Effect,''
arXiv:1509.06966 [hep-ph].

■国内・海外での講演発表（主なメンバーについてのみ掲載）
高橋博之
国際会議
• H. R. Takahashi, ‘3D-reconection of supercritical accretion disks in relativistic
radiation magnetohydrodynamics’, Magnetic Reconnection 2016, California, US, March
7-11, 2016 (招待講演)
• H. R. Takahashi, K. Ohsuga, T. Kawashima & Y. Sekiguchi ‘Relativistic Radiation
Magnetohydrodynamic Simulations of Black Hole Accretion Disks and Outflows’,
Quarks to Universe in Computational Science (QUCS 2015), Nara, Japan, Nov. 4 - 8,
2015
• H. R. Takahashi, K. Ohsuga, T. Kawashima & Y. Sekiguchi ‘Numerical Study of Super
Critical Accretion Disks’, Black Hole Accretion and AGN Feedback, Shanghai, China,
Jun 1 - 6, 2015
国内会議
•高橋博之 ‘相対論的輻射磁気流体シミュレーションで探る超臨界降着円盤構造’,
第 9 回現象解析特別セミナー, 茨城大学, 2016 年 3 月 20 日-21 日(招待講演)
•高橋博之 ‘一般相対論的輻射流体による超臨界降着円盤シミュレーション’,
日本天文学会春季年会, 首都大学東京, 2016 年 3 月 14 日-17 日 (招待講演)
•高橋博之 ‘中性子星周囲の超臨界降着円盤の一般相対論的輻射磁気流体シミュレーショ
ン’, 日本天文学会春季年会, 首都大学東京, 2016 年 3 月 14 日-17 日
• 高橋博之 ‘Numerical Study of Super Critical Accretion Disks’, 天文シミュレーショ
ンプロジェクトユーザーズミーティング, 国立天文台水沢, 2016 年 1 月 28 日-29 日
• 高橋博之 ‘ブラックホール周りにおける高温ガス雲形成の一般相対論的輻射磁気流体シ
ミュレーション’, 第２８回理論懇シンポジウム, 大阪大学, 2015 年 12 月 23 日-25 日
• 高橋博之 ‘超臨界降着円盤の円盤構造' , 流体力学会年会 2015 , 東京工業大学, 2015 年
9 月 26 日
• 高橋博之 ‘一般相対論的輻射磁気流体計算による円盤コロナの形成について' , 日本天
文学会秋季年会 , 甲南大学, 2015 年 9 月 10 日
• 高橋博之 ‘恒星質量ブラックホール降着円盤シミュレーション研究の現状' , 超巨大ブラ
ックホール降着円盤スペクトルの解釈を巡って , 宇宙航空研究開発機構(JAXA)淵野辺キ
ャンパス, 2015 年 8 月 10 日 - 11 日, (招待講演)
3
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• 高橋博之 ‘高エネルギー天文学, 特に降着円盤における輻射過程とシミュレーション研
究の現状' , Solar-C 時代の太陽研究 , 国立天文台, 2015 年 7 月 3 日, (招待講演)
松本仁
国際会議
Matsumoto J.,“Comparison of divergence-free techniques in relativistic magneto
hydrodynamic simulations’’, COMPUTING in PHYSICS, Valencia, Spain, Oct. (2015)
国内会議
松本仁,“相対論版 HLLD コードの開発’
’, 宇宙磁気流体・プラズマシミュレーションサ
マースクール, 千葉, 8 月 (2015)
松本仁,“相対論的ジェットの伝搬ダイナミクス’
’, 2015 年度天体 MHD 研究会, 名古屋,
8 月 (2015)
松本仁,“Rayleigh-Taylor 不安定性が相対論的ジェットで成長する条件’
’,国立天文台天文
シミュレーションプロジェクト平成 27 年度ユーザーズミーティング, 奥州, 1 月 (2016)
松本仁,“Rayleigh-Taylor 不安定性が相対論的ジェットで成長する条件’
’, 天文学会 2016
年春季年会, 東京, 3 月 (2016)
榎戸輝揚
招待講演
・T. Enoto, “Astrophysical Observation of Extremely Strong Magnetic Fields of
Magnetars”, 1st CORE-U International Conference, Intense Fields and Extreme
Universe, Hiroshima University, 2016.3.6
・T. Enoto, “Broadband X-ray spectra of SGRs and AXPs observed with Suzaku”, “The
Many Faces of Neutron Stars”, Munch, Germany, 2015 September 2
・榎戸輝揚, 「QED 臨界磁場に迫る天体物理と ASTRO-H」Comprehensive Studies of
Neutron Stars (RIKEN symposium), 2015 年 11 月 24-25 日,理研仁科ホール
・榎戸輝揚,「マグネターの磁気活動と進化のＸ線観測」, 理論天文学研究会 2015, 2015 年
10 月 27 日, 伊豆大仁ホテル
コロキウム
・榎戸輝揚, 「中性子星の多様性とマグネターの磁気活動」,第 14 回(2015 年度第 9 回) 極
限宇宙研究拠点 CORE-U セミナー, 2016 年 3 月 10 日, 広島大学
・Teruaki Enoto, “Diversity of Neutron Stars and Strongest Magnet “Magnetars”
”,
ISAS/JAXA コロキウム, 2016 年 1 月 20 日, 神奈川, 宇宙科学研究所
・榎戸輝揚, 「中性子星の多様な物理と宇宙最強の磁石星マグネター」慶応大学コロキウム,
2016 年 1 月 15 日, 慶応大学
・Teruaki Enoto, “Diversity of Neutron Stars and Magnetar Activities”, 立教大学高エ
4

262

ネルギー天文学コロキウム, 2015 年 12 月 18 日, 立教大学
・榎戸輝揚, 「宇宙Ｘ線で見る中性子星の多様性と磁気現象の物理」, 理化学研究所 QCD
Club, 2015 年 6 月 15 日
国際学会での発表
・Teruaki Enoto and NICER magnetar science team, “Magnetars” NICER science
meeting, December 14-15, 2015, NASA Goddard Space Flight Center, USA, Maryland,
Greenbelt
・Teruaki Enoto, Hirofumi Noda, “ASTRO-H Cookbook” Astro-H Science Meeting 15,
TMU, November 10, 2015
・Teruaki Enoto, Hirofumi Noda, Tim Kallman, and Richard Mushotzky, “ASTRO-H
Cookbook” Astro-H Science Meeting 14, TMU, July 28, 2015
国内学会での発表
・榎戸輝揚, 柴田晋平, 北口貴雄, 諏訪雄大, 内出崇彦, 牧島一夫, 「マグネターの磁場強度
と硬 X 線放射の相関: すざく観測のまとめ」,日本天文学会春季年会, 2016 年 3 月 17 日, 首
都大学東京
・榎戸輝揚, 「Ｘ線衛星『すざく』時代のマグネター観測」(ポスター), ~中性子星の観測と
理論~ 研究活性化ワークショップ, 2015 年 12 月 21-22 日, 京都大学理学研究科セミナーハ
ウス
・榎戸輝揚, 「観測から見たマグネター進化と諸問題」, ~中性子星の観測と理論~ 研究活
性化ワークショップ, 2015 年 12 月 21-22 日, 京都大学理学研究科セミナーハウス
・榎戸輝揚, 「中性子星の質量-半径の精密測定を狙う NICER 計画とその進捗」,日本物理
学会 2015 秋季年会, 2015 年 9 月 25 日, 大阪市立大学
・榎戸輝揚, 岡島崇, K.C.Gendreau, Z. Arzoumanian, E. Balsamo, Y. Soong, 玉川徹, 寺澤
敏夫「超高時間分解能・大統計Ｘ線ミッション NICER との国際連携による中性子星観測」
新学術領域研究「実験と観測で解き明かす中性子星の核物質」 2015 年 9 月 17 日, 第４回
研究会, 神奈川湘南国際村センター
・T. Enoto, T. Takahashi, T. Dotani, T. Tamagawa, and ASTRO-H Team, “（計画研究
C01) Neutron Star Physics of ASTRO-H” 新学術領域研究「実験と観測で解き明かす中性
子星の核物質」 2015 年 9 月 17 日, 第４回研究会, 神奈川湘南国際村センター
板倉数記
招待講演
・K. Itakura, ``Heavy Ion Collision as a Possible Laboratory for Extreme Physics with
Intense Fields" in 1st CORE-U International Conference : Intense Fields and Extreme
Universe March 7-8, 2016, Hiroshima University
・板倉数記 「超強磁場における QED 過程：光子の複屈折と分裂に関する最近の発展」
5
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～中性子星の観測と理論～ 研究活性化ワークショップ Dec.21, 22, 2015 京都大学
国内研究会
・板倉数記「中性子星・マグネター周辺で起こる強磁場に由来する現象」玉垣さんを偲ぶ
研究会「原子核・クォークと中性子星」2015 年 6 月 11 日～13 日
研究所

6
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京都大学 基礎物理学

（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

総研大の研究者および研究を俯瞰的に把握するための情報統
合の研究

応募事業区分

事業枠 II 「学融合共同研究」

申請代表者氏名

武田英明

○ 研究状況報告
本課題は総研大に所属する研究者およびその研究を俯瞰的に理解することを可能にするた
めの情報統合を実現するものである。このために（1）データ収集、（2）データ分析、
（3）
データの可視化、を行う。
（1）データ収集においては、まず科学研究費助成事業データベ
ース(KAKEN)からのデータ収集を行った。総研大の対象とした 1227 名の教員のうち、207 名
を除く 1020 名が KAKEN において成果報告が存在した。これらの教員の成果報告を収集した。
(2)データ分析においては、まず共同研究者によるソーシャルネットワークを構築した。し
かし、これはかなり疎で、とくに専攻をまたがる関係が少なかった。つぎにキーワード共
有によるネットワークを構築した。このキーワード共有に基づくネットワークを用いて、
幾つかの分析を行った。一つは専攻間の関係の可視化であり、もうひとつは共同研究の推
薦である。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
今回の目的のひとつは専攻をまたがった潜在的な共同研究の発見であり、このためにキー
ワード共有によるネットワークの構築を行った。このネットワークが一定の潜在的な共同
研究を発見する可能性があることはわかった。しかし、今回は KAKEN のデータのみ使っ
ており、偏りがある。このため、次年度は reseachmap および各基盤機関の業績ページ記
載の情報を取り込んで、データを増やして分析を行う。
また、データ分析についてもさらに検討を行い、適切なモデル化を行う。
また、データの可視化にはさらに検討が必要である。今回は静的なネットワーク図のみを
使ったが、煩雑で必ずしも理解しやすいとはいけない。インタラクティブな表示等を検討
する。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
研究成果データベースを用いた異分野の共同研究者の推薦: 荒木 将貴，桂井 麻里衣，大向
一輝，武田 英明：第 8 回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム（第 14 回日
本データベース学会年次大会）
（DEIM2016）, No. E1-3 (2016).

1
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（様式 3）
平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

オーロラと人間社会の過去・現在・未来

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

片岡龍峰

○ 研究状況報告
人類は古くからオーロラ等の天の異変を観察して記録に残し、現代では多くの人がデジカ
メで撮影したオーロラ写真を Twitter 等の SNS に掲載している。本研究の目的は、第一に
人々が残したこれらの資産を自然科学に活かすことであり、さらにはそれを通して市民参
加型の科学研究のあり方について実践的に考察することである。研究期間内の達成を目指
したのは、以下の 2 つコンテンツを有するウェブサイトの構築であるが、。当初の予定を上
回る勢いで研究が進んでいる。
テーマ１：歴史的な古文献中のオーロラ及び太陽黒点記録のアーカイブ
テーマ２：市民参加型のオーロラ監視データの収集と公開
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
上記の 2 つのコンテンツを含むウェブサイト「オーロラ 4D プロジェクト：aurora4d.jp」
を立ち上げた。限られた数の投稿データに柔軟に対応できる表示システム（「タイムライン」
と「マップ」が、それぞれテーマ１とテーマ２のコンテンツに対応）を構築・公開し、市
民参加型の研究を実践しているが、いずれも大量データ処理が 28 年度の主な課題として残
されている。
早い段階から専用ウェブサイトで一般に広く情報公開しつつ研究を進めてきた主な効果と
して、本研究課題への一般からの注目度は、既に非常に高いものがある。実際に、新聞で
は読売新聞「オーロラ写真 HP で募集」
（片岡に取材）、ラジオでは、TBS ラジオ「夢☆夢
エンジン」
（片岡が出演）
、テレビでは、NHK ニュース 7「くずし字を最新技術で自動解読」
（片岡が出演）
、日本テレビ NEWS EVERY「くずし字解読 最新技術で歴史が変わる？」
（山本が出演）など各メディアにも、文理融合の新たな挑戦をしていく姿勢が多く取り上
げられてきている。
27 年度は、大きな研究会を 3 回開催した。2015 年 7 月 17 日には「オーロラと人間社会の
過去・現在・未来」キックオフ会議を国立極地研究所で開催し、文理融合の新たな分野を
切り開く議論を交わすきっかけとした。2015 年 12 月 22 日には第 2 回となる全体会議を国
立極地研究所で開催し、それぞれの研究の進捗と成果を共有した。2016 年 1 月 25 日には、
1
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第 1 回オーロラ 4D 画像処理ワークショップを国立極地研究で開催し、テーマ 2 に関するテ
クニカルな検討を推し進めた。
これらの研究会を通して、
「白虹」がオーロラの記述であることが発見され、天文学の論文
として出版された（Hayakawa et al., 2016）
。2016 年 2 月には、京都・上賀茂神社にて、
同神社所蔵の未読文献の調査から、巨大磁気嵐に関する詳細な新記述が複数発見された。
2016 年 3 月 13 日には、初めて国文研と極地研が合同で開催する市民参加型のくずし字解
読ワークショップ「古典オーロラハンター」を国文学研究資料館において開催した。この
イベント開催により、インターネットに限らない新たな市民参加型の研究のヒントを得て、
新年度の今に至る。28 年度では、成果を広く一般に共有するためのオープンなシンポジウ
ムを開催する予定である。新たな文理融合・市民参加型の研究の突破口が開けつつある。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
Hayakawa, H., H. Isobe, A.D. Kawamura, H. Tamazawa, H. Miyahara, and R. Kataoka
(2015), Unusual rainbow and white rainbow – a new auroral candidate in oriental h
istorical sources, Publications of Astronomical Society of Japan, doi:10.1093/pas
j/psw032.
岩橋清美、オーロラと人間社会の過去・現在・未来―古典籍・古文書が伝える江戸時代の
オーロラ―、ふみ第 5 号, 2016 年１月号.
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平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

極域湖沼から探る生態系のメジャートランジション

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

田邊優貴子

○ 研究状況報告
本研究に関わる研究集会・ミーティングを５回開催し、各研究者間で密にコミュニケー
ションを取りながら研究を進めた。南極湖沼において、これまで蓄積してきた湖沼環境デ
ータの解析、湖底群集の形態・構成種の試料分析と解析、および湖底内の栄養塩濃度の鉛
直分布解析を行った。また、不足している栄養塩データおよび生態系の遷移段階の関する
知見を得るために、昨年度実施した南極での現地調査で獲得したデータを解析した。湖底
堆積物の栄養塩の濃度分布、堆積物−湖水境界面におけるフラックス、および生物群集動態
との結合モデルを構築した。これにより、実測データに対してモデルのフィッティングを
行い、湖底の物質循環パターンを解析した。また、無生物環境へのバクテリアおよびシア
ノバクテリアの侵入と定着、その後の藻類の侵入と共存・競争について、バクテリア-シア
ノバクテリア-藻類-無機窒素-有機窒素の５者共存モデルを構築し、生態系形成初期の物質
循環トランジションと空間幾何学的トランジションを明らかにした。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
南極の湖底堆積物から得られた間隙水中の栄養塩の実測値データを用いて、湖水と生物
群集動態による栄養塩フラックスモデルを構築した。また、バクテリア-シアノバクテリア
-藻類-無機窒素-有機窒素の５者共存モデルを作り、生態系初期の生物のダイナミクスと物
質の蓄積に関しての研究をまとめた。これらの成果は、平成２７年４月にウィーンで開催
された Hydrology and Ecology シンポジウム、平成２７年１１月に極域科学シンポジウム、
平成２８年３月に日本生態学会大会において発表を行った。
現在、これらの研究成果を学術論文として国際誌に２本投稿済みであり、また、３本の
論文を国際誌に投稿すべく、論文執筆中である。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
特になし
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研究課題名称

新たな量子物理量の基礎の探求と精密測定への応用

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

筒井 泉

○ 研究状況報告
平成 27 年度では、前年度の研究班を維持しつつ、さらに機動的な研究を実現するため、
新たな量子物理量としての弱値の基礎的な研究を行うグループと、その測定である弱測定
の諸科学への応用研究を行う応用グループに分け、前者を筒井（KEK）、後者を鹿野（分子
研）が統率して行い、互いに交流を行った上で研究代表者の筒井がとりまとめるという形
で研究を実施した。
まず基礎的な研究においては、弱値・弱測定の理論研究の創案者である Aharonov 教授
（Tel Aviv 大、イスラエル）らと弱値を使った新しい量子パラドックスを創出する共同研究
を開始し、さらに量子ダイナミクスへの適用可能性を検討した。加えて Aharonov 教授の共
同研究者である Vaidman 教授を招聘し、弱値の時間逆行現象の解釈に関して平成 27 年 9
月に講演会及び研究集会を KEK や東大、阪大等にて開催した。また弱値の基礎論的な意義
を明確にするため、国内外の科学哲学研究者らと討議を重ね、弱値の一般化（擬）確率に
基づく解釈と、弱測定による推定誤差に関する新しい不確定性関係の研究を行った。
一方、応用的な観点からは平成 28 年 2 月に、弱測定の実験研究の専門家である長谷川教
授（Wien 工科大、オーストリア）を招き、中性子を用いた弱測定の応用に関する討議を集
中的に行った。 さらに光計測における弱測定の有用性を研究し、国立天文台の研究グルー
プと共同で光干渉計型重力波検出器への応用の可能性を検討した。また、弱測定を用いた
プラズマの量子測定のため、光渦ビームを用いたプラズマの流れ計測の可能性を分子研と
核融合研の共同で検討した。
研究会開催の活動としては、基礎的な研究を推進するための『弱値と確率の概念』と題
する研究会を慶應大（三田キャンパス：平成 27 年 6 月）にて、また『弱値と不確定性』と
題する研究会を名古屋大（東京オフィス：平成 27 年 10 月）にて、さらに『情報と確率』
と題する研究会を慶應大（三田キャンパス：平成 28 年 3 月）にて開催した。後者の応用研
究に関しては、
『重力波検出への弱測定の応用』と題する研究会を国立天文台（三鷹キャン
パス：平成 27 年 12 月）にて、さらに『情報と確率』と題する研究会を慶應大（三田キャ
ンパス：平成 28 年 3 月）で行い、この他にも関連する小研究集会を分子研等で開催した。
これらの基礎と応用における研究成果を総合し、本研究事業の研究の進展状況の確認と今
後の発展を討議することを目的として、KEK（つくば：平成 28 年 2 月）にて全国規模の研
究会『量子論の諸問題と今後の発展』を開催した（参加者数は約 120 名）
。
1
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○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
平成 27 年度における本研究事業の主な研究成果は、以下の３つに分類される。
1.

弱値の量子力学における概念的基礎の確立 ：新しい量子物理量としての弱値に、（一
般化）確率論的な観点から数学的に厳密な基礎を与えることに成功した。また物理的
にも、Wigner 関数を含む初めとする量子状態に対応する統計関数の基盤を成すもので
あり、一般の量子状態の記述に極めて有用であることを明らかにした。一方、実験的
には、中性子を用いて質量を持つ粒子の弱値の完全検証を行った。これらの結果は、
弱値が量子力学における概念として基礎的な位置を占めることを指し示すものである。

2.

弱値に基づく新しい不確定性関係 ：物理量を測定する場合、測定誤差や推定精度には
弱値によって表現される新しい不確定関係が存在することを発見した。この不確定関
係は極めて一般的なもので、測定誤差に援用した場合には従来の Heisenberg の不確
定性関係を含み、また量子推定に援用した場合には従来より知られた情報論的な不等
式を再現し、かつ新たなコヒーレント光の枠組みを示唆するなど、極めて有用性が高
いものであり、今後の応用が期待できる。

3.

弱測定の幅広い応用の可能性 ：弱測定の光計測への応用においては、前年から引き続
いた研究を行った結果、光計測に重要な光学伝搬モードを用いた場合の優位性と、ス
クイーズド光の場合の優位性の両者を実証することに成功した。またプラズマの流れ
計測への応用についても、実用的な可能性があることを指摘した。
今後の展望としては、まず上記の１の研究成果を基礎に、量子状態の記述への応用の手

法を拡大することや、量子古典関係の議論の精密化を図りたいと考えている。２の不確定
関係の適用先として最も直接的には精密測定が考えられるが、まずは重力波検出に応用し
た場合の測定限界の評価や、新しい量子干渉計の設計等について、定期的な研究会の開催
を通して国立天文台及び KEK の研究グループ等と連携して研究を発展させたい。また３に
ついても、分子研と核融合研を中心とした研究 network を拡充させて、波動関数の可視化
等の実験系における実現性を追究したいと考えている。
これらに加えて、今回の研究事業によって形成された共同研究網を活用して、新しい素
粒子相互作用反応の測定や、ハドロンや原子核の状態評価などへの応用を各分野の専門家
と考察することを通して、弱値の物理的意義をさらに明確なものにする予定である。
猶、本研究事業に基づき平成 27 年度に開催した国際研究会や、その後の国際的共同研究
は、今後も継続し拡大することにしており、平成 28 年度においても数名の海外の研究者と
の国際研究交流を実施することにしている。一方で、本研究事業において始まった科学史・
科学哲学分野の研究者と物理学及び数学分野の研究者との交流は、今後も「量子基礎論懇
話会」
（事務局：KEK）として年３回程度の小研究集会を開催することで、恒常的なものに
移行することになっている。
以上、本研究事業を契機とする国際的な共同研究の体制を拡大し、科学史・科学哲学分
野の研究者との共同研究体制をより確固としたものにすることにより、
長期的な観点から、弱値・弱測定の研究分野だけでなく広く量子基礎論における日本の研
究を、一段と充実させたいと考えている。
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○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（本研究事業共同研究者には
下線）
[1] “ Quantum Trajectories based on the Weak Value”,
T. Mori, and I. Tsutsui,
Prog. Theor. Exp. Phys.,(2015) 043A01 (April 2015)
[2] “ Weak Value and Wave-Particle Duality”,
T. Mori, and I. Tsutsui,
Quant. Stud.: Math. Found., (2015) 2, 371 (April 2015)
[3] “Advantages of nonclassical pointer states in postselected weak measurements”,
Y. Turek, M. Al-Amri, C.-P. Sun, and Y. Shikano, C.-P. Sun, and M. Al-Amri

Phys. Rev. A 92, 022109 (August 2015).
[4] "Post-selected von Neumann measurement with Hermite–Gaussian and
Laguerre–Gaussian pointer states",
Y. Turek, H. Kobayashi, T. Akutsu, C.-P. Sun, and Y. Shikano,

New Journ. Phys. 17, 083029 (August 2015).
[5] “Weak values obtained in matter-wave interferometry”,
S. Sponar, T. Denkmayr, H. Geppert, H. Lemmel, A. Matzkin, J. Tollaksen, and Y.
Hasegawa,

Phys. Rev. A 92, 062121 (December 2015).
[6] “Uncertainty Relations for Approximation and Estimation”,
J. Lee, and I. Tsutsui,
Phys.Lett. A, to appear (2016)
[7] “Quasi-probabilities of Quantum Observables and a Geometric/Statistical Inter
pretation of Aharonov’s Weak Value”,
J. Lee, and I. Tsutsui,
Prog. Theor. Exp. Phys., to appear (2016)
[8] “Weak Value, Quasiprobability and Bohmian Mechanics”,
K. Fukuda, J. Lee, and I. Tsutsui,
arXiv:1602.08872 (February 2016), submitted for publication
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研究課題名称

失われた生態システムの多様性解明に向けた古代 DNA 研究
の展開

応募事業区分

グローバル共同研究

申請代表者氏名

足立 淳

○ 研究状況報告
平成 26・27 年度に引き続き世界的にも研究が進んでいない『温帯～亜熱帯地域の半化石
試料』を用いて、後期更新世～完新世に絶滅した種および集団の古代試料からクリーンル
ームにて DNA 抽出をおこない、ゲノムライブラリーの構築、および次世代シークエンサー
をもちいた大規模な塩基配列の解析をおこなった。その成果について論文発表も進めてい
る。特筆すべき点として、温帯や亜熱帯地域に位置し DNA の保存状態が著しく悪い、もし
くはエピオルニスの卵殻などのようにそもそも DNA の含有量が少ないと考えられる試料
においても、本研究プロジェクトでは厳密な条件検討に基づいてプロトコルを改善するこ
とにより前例のない優れたシーケンスデータを得ることが出来た点である。本研究プロジ
ェクトにより得られた生物学的な知見に加え、その過程で確立された古代 DNA 研究の方法
論により、この分野におけるブレークスルーが期待される。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
エピオルニスのゲノムレベルでの大規模なシーケンシングにより、古顎類（ダチョウ、
エミュー、エピオルニスなど）の進化史について新たな知見が得られた。分子進化学、生
物情報学、古生物学、機能形態学から地球物理学にいたるまで総研大の擁する高い専門性
を持つ研究者を中心とした学際的研究チームを編成し論文執筆を行い現在投稿中である。
マダガスカル南部で大量に見つかるエピオルニスの卵殻片(12 試料)からミトコンドリア
ゲノムのドラフト配列の決定を進めている。
試料のうちのひとつは炭素 14 年代測定の結果、
1670±20BP であった。本研究において大型の Aepyornis と小型の Mullerornis のドラフ
ト配列を決定することが出来た(10000～14000 塩基対)。
ナウマンゾウのミトコンドリアおよび複数の核遺伝子の解析を進めている。日本は温暖
湿潤であることに加えて火山性の酸性土壌により DNA の保存状態が極めて悪く、抽出され
た DNA のうちわずか 10E-6%がナウマンゾウ由来の物であった。しかしながらそれでもゾ
ウ科の分子進化学的解析に用いられる複数遺伝子座位の配列の再構築に成功し、アフリカ
ゾウ、アジアゾウ、マンモスのデータと併せて系統解析を行っている。
2016 年度はマダガスカルコビトカバやマチカネワニなどの新たな生物種を対象にして、
引き続き熱帯域～温帯域における失われたメガファウナ（大型動物相）の遺伝的多様性の
推定を行う。また古代 DNA 研究に加え、分子系統学的手法により真獣類を対象に生物の種
1
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分化と絶滅のパターンの解析を行うことで現在進行中である第六の大量絶滅についての評
価を行う。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
Waku D, Segawa T, Yonezawa T, Akiyoshi A, Ishige T, Ueda M, Ogawa H, Sasaki H,
Ando

M, Kohno N, Sasaki T (2016) Evaluating the Phylogenetic Status of the Extinct

Japanese Otter on the Basis of Mitochondrial Genome Analysis. PLoS ONE 11(3):
e0149341. doi:10.1371/journal.pone.0149341
※本論文は論文出版日(2016 年 2 月 29 日)に朝日新聞で詳細な紹介記事が掲載された。その
後、プレスリリースが出版されると、日本経済新聞、産経新聞などの大手新聞社から全国
各地の地方の新聞社まで多くの新聞社がこの論文の紹介記事を掲載した。
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研究課題名称

大型科学施設の連携で切り拓く表面の科学

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

都丸 隆行

○ 研究状況報告
本研究は、KEK, NAOJ, NIFS などの大型研究機関の真空・低温・表面の専門家が結集し、
低温・常温接面での残留ガスの吸着汚染問題を研究するものである。一定温度下での残留ガスの
表面吸着および伝搬（コンダクタンス）については良く研究されており、一般的には真空容器表
面に衝突した残留ガスは一度その情報を失い、cosθの確率分布で再放射されるようなモデルが
用いられる。このモデルを低温・常温接面に拡張し、低温部での残留ガス衝突ではエネルギー散
逸を生じるモデルを作成した。この際に重要なのはエネルギー散逸の係数で、この係数は実験で
決める必要がある。
実験については、重力波望遠鏡をモデルケースに選び、室温部の残留ガスが 100K 程度の細長
い低温パイプを介して 4K へ入射するような冷凍機冷却型のクライオスタットを設計した。すで
に部品製作は完了している。大型実験施設をそのまま用いるのでは効率が非常に悪いため、様々
なパターンの実験が出来るように汎用性を考慮した小型設計となっている。ただ、それであって
もコスト的には高額になるため、小型冷凍機等は KEK の備品を借用し、コストダウンを図った。
現在は仮組立の途上であり、構造確認後に精密洗浄を実施し、実験をスタートさせる予定である。

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
本年度は、次年度実施の実験へ向けた準備に全力を注ぎ、科学的成果はまだ得られていない。
これら実験準備等で達成された今年度の成果は下記の通りである。
① 低温・常温界面でのガス伝搬についてのモデル化
② 表面でのエネルギー散逸係数を実測するための実験装置のデザイン、製図
③ 実験装置の部品製作および必要物品の調達
すでにほぼ全ての実験装置部品は調達済みあるいは製作済みであり、現在は不具合をチェック
するために仮組中である。不具合の確認修正後、部品は精密洗浄と一部黒化表面処理を行い、バ
ックグラウンドを計測してガス吸着の計測を実施する予定である。今年度は学生の修士論文テー
マとしての取り組みも行うことで学生教育に貢献しつつ、当初予定通りに完了する見込みである。

○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
現在はまだ発表論文等はない。
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平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

「料理」の環境文化史：生態資源の選択、収奪、消費の過程
が環境に与えるインパクト

応募事業区分

戦略的共同研究Ⅰ

申請代表者氏名

野林厚志

○ 研究状況報告
本年度は研究計画にもとづき、研究分担者のそれぞれの研究課題に関する継続的調査を
実施するとともに、最終年度につき全体を鳥瞰できるような料理の環境文化史モデル構築
のための議論を行った。環境文化史という課題にとりくむための必要な要素として時間軸
を切り口とした考察が必要であるという認識のもとに、１）考古学的なアプローチにもと
づく長期的な環境への影響、２）人類学的なアプローチにもとづく短期的な環境への影響
の検証を行った。
１）考古学的なアプローチによる課題へ取り組みとしては、ティグリス川上流域の初期
定住狩猟採集民の遺跡における動物遺存体の分析結果から、哺乳動物に対する狩猟圧がか
なり高いこと、淡水魚の大部分がコイ科の２種の骨で多様性に乏しいといったことから、
当時の河川流域の環境と資源利用の季節性を検証した。また、日本列島における遺跡出土
植物遺体の網羅的なデータ整理を行い、特に縄文時代における狩猟採集と植物栽培の複合
的な生業のありかたの検証を行った。興味深い知見としては、ダイズとアズキが大量に埋
め込まれた土器の存在から饗宴や儀礼などの行為がマメ類の栽培と関わっていた可能性が
指摘されている。また、南西諸島におけるイノシシの現生個体と考古学資料中の動物遺存
体の分析を通して、島嶼間における長期的な食料資源の移動について検証を行った。
２）人類学的なアプローチにもとづく課題への具体的な取り組みとしては、人の移動に
伴う料理と生態資源利用の関係の変化を、タイにおける事例を中心に、食料資源の商品化
にともなう、生産、加工の過程の変化と環境への影響について、台湾、日本における事例
を中心に検証した。タイでの事例研究では、食材の属性（投影された価値観）と携帯性お
よび調理技法の特性といった要素の相互関係の中で食に関する民族性や地域性が保持され
たり、逆に弱体化していくことが示された。また、台湾、日本の事例では、地域における
新たな食料資源の（再）開発が生じるときの生産や加工の過程が以前の食料資源利用の形
態とは必ずしも同じではないことから、環境に対する影響にも差異が生じる可能性が考え
られた。
これらの調査成果は各自の投稿論文、学会発表等の基礎データとして活用されると同時
に、情報学的アプローチによる考古学データ、人類学データのリンク DB を作成するため
の素材として整備を進める作業を行った。
○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
1
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本年度も含めて、本研究課題の実施によって得られた研究分担者の調査、研究成果はそ
れぞれの研究論文や学会発表を通して公開を行ってきた。来年度以降にも継続的に学術論
文等を通して、成果の公開を行う予定である。
当初計画において構想していた時空間データベースはデータ属性の整理やデータベース
の構造とそれに必要なデータの形態に関する議論が研究計画期間の間には必ずしも十分に
尽くされず、今後も継続的な検討が必要となる課題が残された。ただし、食に関する物質
文化データベース（食器、食具、生産用具等）のプロトタイプをもとにしながら、本研究
課題であつかってきた食の変化とそれにともなう環境への影響に関するデータを関連づけ
ることを試行し、データの蓄積を今後活かすことができる見通しを得ることができた。
研究計画に参加した研究分担者のほぼ全員が、人間文化研究機構が第３期中期計画期間
に実施する基幹研究「食の文明における布置」に参加することを予定しており、生態、身
体、制度という切り口を通して、食という人間の行為がどのように文明社会の中に位置づ
けられてきたかを解明する新たな研究プロジェクトを、本研究課題をより発展させるかた
ちで実施することを予定している。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
高橋遼平、本郷一美（2015）
「二子山山系で捕獲されたイノシシの DNA 解析」神奈川自然
誌資料(36):73-76.
Ishiguro, N., Inoshima, Y., Yanai, T., Sasaki, M., Matsui, A., Kikuchi, H., Maruyama, M.,
Hongo, H., Vostretsov, Y.E., Gasilin, V., Kosintsev, P.A., Quanjia, C. & Chunxue, W.
(2016) Japanese wolves are genetically divided into two groups based on an
8-Nucleotide insertion/deletion within the mtDNA control region. Zoological Science 33:
44-49.
高橋遼平、黒澤弥悦、安達登、本郷一美（2016）
「現生リュウキュウイノシシの DNA 解析：
遺跡出土資料の解析結果を解釈するための基礎データとして」『動物考古学』33: 63-77.
本郷一美(2016)「家畜飼育の始まり：『肥沃な三日月弧』北部の新石器時代遺跡における動
物利用」新学術領域 ニュースレター 7 号 pp.？
Takeshi Inomata, Jessica MacLellan, Daniela Triadan, Jessica Munson, Melissa
Burham, kazoo Aoyama, Hiroo Nasu, Flory Pinzón, Hitoshi Yonenobu (2015)
Development of sedentary communities in the Maya lowlands: Coexisting mobile groups
and public ceremonies at Ceibal, Guatemala. Proceedings of National Academy of
Science USA, doi:10.1073/pnas.1501212112
那須浩郎・会田進・佐々木由香・中沢道彦・山田武文・輿石甫 (2015) 炭化種実資料から
みた長野県諏訪地域における縄文時代中期のマメの利用. 資源環境と人類, 5: 37-52.
那須浩郎・会田進・山田武文・輿石甫・佐々木由香・中沢道彦(2015) 土器種実圧痕の焼成
実験報告. 資源環境と人類, 5: 103-115.
会田進・山田武文・佐々木由香・輿石甫・那須浩郎・中沢道彦（2015）岡谷市内縄文時代
遺跡の炭化種実及び土器種実圧痕調査の報告．長野県考古学会誌，150：10－50．
2
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増野高司（2016）
「タイ北部に暮らすミエン族の食事におけるニワトリの重要
性」
『家畜資源研究会報』15:14-19.
増野高司（2015）
「ニワトリとブタの供犠 －タイ北部に暮らすミエン族の事例
－」
『生き物文化誌学会 ビオストーリー』23:24-27.
Nguyen Van Du, Bui Hong Quang, Nguyen Thi Van Anh, Tran Van Tien, Masuno
T, and Peter J. Matthews. 2015. Useful aroids and their prospects in
Vietnam. Aroideana. 38E(N1):130-142.
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平成 27 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

温度感受システムの進化生理学—無脊椎動物をターゲットとして—

応募事業区分

旧事業枠「戦略的共同研究Ⅰ」

申請代表者氏名

颯田 葉子

○ 研究状況報告
２７年度は最終年度にあたるため、研究成果をまとめる方向で、研究を遂行した。
具体的には、研究成果を論文として発表するために必要な、追加実験等を行い、2 月の研究会
及び 3 月の公開セミナーで班員が集まった際に、論文について話し合い、3 月末に論文投稿を
行った。公開セミナーのプログラムは、以下の通りである。
学融合プロジェクト・学内公開セミナー
「温度感受スステムの進化生理学」
2016 年 3 月 7 日
於：総合研究大学院大学 葉山キャンパス共通棟セミナー室 103・104 号室
13：30〜13：40

颯田 葉子

開会あいさつ

13：40〜14：20

河合 成道(慶応義塾大学・助教)

「イトマキヒトデTRPA family とTRPM familyの発現解析」
14：20〜15：00

濱中 玄（お茶の水女子大・特任講師）

「ヒトデ幼生の温度走性とTRPチャネル」
15：00〜15：20
15：20〜16：00

（休 憩）
五條堀 淳（生命共生体進化学専攻・助教）

「無脊椎動物におけるTRP遺伝子族の探索とその進化過程の解析」
16：00〜16：40

齋藤 茂(岡崎統合バイオサイエンスセンター 生理学研究所・特任助教)

「生息環境に応じた温度センサー分子の機能進化とその分子基盤」
16：40〜17：00

総合質疑応答

○ 当該事業年度において達成された研究成果・今後の展望等
これまでの先行研究でショジョウバエやマウスなどのモデル生物でその機能や構造等が詳細に調べら
れている、TRPA subfamily の遺伝子をヒトデ幼生の温度感受性に関わる遺伝子の候補として進化・行
動・分子・生理の異なる観点から詳細に調べた。
１）進化生物学的解析（五條堀）
ヒトデのゲノム（公開されているチビイトマキヒトデ (Patiria miniata) のゲノムデータ）から TRPAfamily
のメンバーと想定される遺伝子を二つ同定した。さらに、本研究の材料である、イトマキヒトデ (P.
1

278

pectinifera) の幼生の RNA-seq の結果からも、チビイトマキヒトデの遺伝子のオーソログを単離した。こ
れらの遺伝子を、他の生物由来の TRPA subfamily メンバーとともに、系統樹を作成したところ、この２
遺伝子は TRPA の中でも分岐が非常に古い TRPA1 クレードと TRPA_basal クレードにそれぞれ属する
ことが明らかになった。それぞれ PpTRPA1, PmTRPA1, PpTRPA_basal. PmTRPA_basal と命名した。
２）行動生物学的解析（濱中、古川、金子）
ヒトデの幼生の温度感受性について、走性を観察するチャンバー内の温度勾配をサーモグラフィー
により確認した。またヒトデの幼生の温度走性に関わる温度受容に TRPA が関わっていることを確認す
るため、TRP のアンタゴニスト（阻害剤）の存在下で温度走性を観察したところ、この行動は観察されな
かった。さらに TRPA が関与していることを示すために、PpTRPA1,のモルフォリノオリゴを用いた実験を
行い、温度走性行動が抑制されることを確認した。
３）分子生物学的解析（河合）
２種類の TRPA 遺伝子（PpTRPA1, PpTRPA_basal）について、発生に伴う、発現領域の推移と、発現
量の変化を調べた。In situ hybridization 法では PeTRPA1 の発現は確認できないほど、少量であった
が、qPCR により発現していることは確認された。一方、PpTRPA_basal の発現量は多く、特に消化管周
辺に多く発現していた。
４）生理学的解析（齋藤、富永）
アフリカツメガエルの卵で発現させたヒトデ TRPA を用いた電気生理学的解析によると、TRPA1 のチ
ャンネルが開く閾値温度は３５度程度であることが明らかになった。またこの他にも、TRPA1 はアゴニス
ト（作動薬）への反応性も他の生物の TRPA1 と同様に示すこと等今までに知られている TRPA1 の反応
性に関する特性を示した。このことからも、ヒトデの TRPA1 は機能的に既知の TRPA1 のオーソログであ
ることが示された。それに対して、TRPA_basal の方は、温度刺激に対しての反応性はなく、また、アゴニ
ストへの反応も観察されなかった。TRPA_basal は温度受容以外の機能を持つ TRPA であることが示唆
された。
ヒトデの幼生 RNA-seq データからヒトデには、TRPA subfamily の他に、TRPV subfamily と TRPM
subfamily のメンバーが複数存在することが示されている。今後は、これらの subfamily の温度走性への
関わり方を含めて、進化学、行動学、分子生物学、生理学の異なる観点から、ヒトデの TRP family の機
能と進化に焦点を当てた研究を進めていきたい。
○ 本研究を基に発表した論文と掲載された雑誌名等のリスト（論文があれば添付）
Evolution of Heat Sensors Drove Shifts in Thermosensation between Xenopus Species Adapted to
Different Thermal Niches. Shigeru Saito, Masashi Ohkita, Claire T. Saito, Kenji Takahashi, Makoto
Tominaga, and Toshio Ohta J. Biol. Chem. jbc.M115.702498. First Published on March 28, 2016,
doi:10.1074/jbc.M115.702498.
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平成 28 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

自然界の蛍光の世界を理解する 〜光情報解析と生物学的解析の融合〜

応募事業区分

Ⅱ「学融合共同研究」

申請代表者氏名

佐藤 いまり

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください. 研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は,その理由についても説明してください.

本研究では，光情報解析と生物学的解析技術を融合させ，1)自然界にある蛍光の性質を解
析し，2)蛍光が作られる機構と蛍光の生物学的意味を理解することを目的としている．
1) 自然界の蛍光の性質では，平成 27 年度に沖縄県瀬底において非常に波長幅の狭いレ
ーザー光源を用いることにより, 励起光と蛍光を分離してのサンゴの蛍光を測定す
ることに成功した(寺井, 佐藤, Yinqiang 担当). このサンゴの蛍光を作る機構を調べ
るために次世代シークエンス解析を行った. その結果, サンゴの蛍光の基盤となる蛍
光タンパク質はこれまで知られていたより非常に多い 30 以上もの遺伝子群で構成さ
れることが明らかとなった(寺井担当). 平成 28 年度には複数の励起光を含む特殊光
源とハイパースペクトルカメラを用い, サンゴの蛍光を撮像することを沖縄県瀬底
島の琉球大学亜熱帯研究施設で試みた. その結果, 世界で初めて生きたサンゴの蛍光
成分を分離することに成功した(寺井, 佐藤, Yinqiang 担当). これにより, サンゴの
どの部位で, どのような蛍光が放射されているかを調べることが可能となった. サン
ゴの蛍光を作る機構では, 平成 27 年度までにサンゴの蛍光タンパク質遺伝子が遺伝
子群を構成することを明らかにしたが,どれか特定の遺伝子が重要に働くのか, どの
遺伝子も均等に働くのかは明らかにされていなかった. そこで平成 28 年度は, 長鎖
次世代シークエンスを用いて個々の遺伝子の識別を試みた. その結果, それぞれの遺
伝子は配列が少しずつ異なり, 偽遺伝子も存在することが明らかになった. それぞれ
の遺伝子の発現量を調べると, 遺伝子間の発現量は大きく異なり, 特定が蛍光の放射
と個体間の蛍光の違いを作り出していることが明らかになった (寺井担当).
2) 自然界における蛍光の生物学的意味の理解では, 平成 27 年度には花性昆虫であるナ
ミアゲハを用いた蛍光弁別実験の系を立ち上げた(木下, 佐藤担当). この系では蛍光
物質を含む透明塗料の有無が異なる色紙をナミアゲハに学習させ, 蛍光の有無によ
り行動が異なるかを評価し蛍光の弁別を明らかにできる. その結果, ナミアゲハは弱
い蛍光の有無を弁別できることが明らかになった(木下担当). 平成 28 年度にはこの
研究を発展させ，照明光が変わる環境下における蛍光情報の弁別能を調べた．蛍光が

280

元の色紙の反射と重ならないよう、刺激には蛍光塗料の有無が異なる白い紙を緑背景
の上に提示した．紫外線を含む照明光の下で、蛍光の有無を学習・弁別できることを
確認できた．続いて、紫外線を含まない照明光に切り替えて実験を行うと，蛍光の有
無による弁別能は低下した．これは，紫外線によって励起されていた蛍光の量が減っ
たため、蛍光塗料の有無を見分けられなくなったからである．色覚を持つ動物は色の
恒常性をもつため，照明光の変化は色の弁別に影響しない．以上を考え合わせると，
アゲハが微弱な蛍光の弁得ができること，照明光の変化によって弁別が影響を受ける
ことは，蛍光情報が特殊な生物学的意味を持つ可能性を示唆しているのかもしれない
(木下担当)．このようにして, 本研究では自然界に存在する蛍光の性質, 蛍光が作られ
る機構, 生物による認識を明らかにしてきた.

〇今後の展望等
本共同研究では，光情報解析と生物学的解析技術を融合させ自然界の蛍光の世界を理解す
る理解することを目的として研究を遂行してきた．自然界の蛍光の研究はまだ始まったば
かりであり, この研究予算が終了した後もこの共同研究で形成された研究グループが密接
に関わりながら, さらなる発展を目指して研究を進めていく予定である.
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(様式 3a)
平成 28 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

社会と研究のインターフェースとしての展示に関する総合的研究

応募事業区分

Ⅱ「学融合共同研究」

申請代表者氏名

佐藤浩司

〇研究実施状況（最終報告）
本研究は、きわめて専門性の高い基盤機関同士が横断的に議論できる対象として展示をとりあげ
た。社会とのインターフェースといった側面に注目するなら、専門性の壁をこえた学融合研究の
環境が構築できると考えたからである。まず研究者間の相互理解を深めるために、各研究機関を
互いに訪問し、それぞれの展示に対する意見交換をおこなった。初年度は国立民族学博物館、国
立天文台（三鷹、水沢）
、2 年度は高エネルギー加速器研究機構、国立遺伝学研究所、国立極地
研究所において研究会を開催した。その過程で問題もあきらかになった。展示に対するプライオ
リティは機関ごとに一様ではない。概して自機関の展示を見てもらうことには積極的でも、わざ
わざ他機関の展示を見て意見を述べるほど意欲があるとは限らないのである。そうした問題を解
消する手段として総研大デジタルミュージアムなるものを web 上に構築することを考えた。各
機関のつくる展示施設紹介の web とはまったく性格の異なるものを研究会の開催と平行して試
作するのである。本研究参加者との共同作業でヴァーチャルな展示空間をつくりあげることで、
本研究がめざした基盤機関を横断する学融合研究ははじめて共通のターゲットをもつことがで
きたと考えている。その成果は以下で確認できる。 http://www.sumai.org/souken/
また、本研究の共同研究者である竹沢は、東日本大震災にかかわる企画展「津波を越えて生きる」
（会期 2017 年 1 月 19 日～4 月 11 日）を開催した。この展示も当初は本研究会メンバーによる
展示協力の成果として企画されたものだが、実際には積極的な関与を得られたとは言い難い。そ
のため、展示期間中（3 月 10 日）に国際シンポジウム「自然科学と人文・社会科学のコラボレ
ーションはいかにして可能か？」を開催した。シンポジウムには、スミソニアン自然史博物館の
ブリアナ・ポビナー氏とフランス社会科学高等研究院のフレデリック・ジュリアン氏を招聘し、
企画展見学後に活発なディスカッションをおこなった。

〇今後の展望等
上述した総研大デジタルミュージアムには以下の文言が記されている。
「国際的にも最先端の研究をしているこれら機関の活動をミュージアムという視点でわれわれ
にも手の届く存在にすること、離ればなれにある施設を web 上で一望の下にすること、そして、
相互に無関係にみえる研究同士がじつは見えない糸でむすばれていることを示そうというのが
このデジタルミュージアムの狙いです。」研究会参加メンバーの協力と責任でつくられたものだ
が、効果的に活用される方途を模索している。なお、手つかずのままであった宇宙科学研究所と
国立歴史民俗博物館についても完成できればいっそう効果的だろう。
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(様式 3a)
平成 28 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

動物が「見えない光」を受容するメカニズム
-化学と生理学を融合したアプローチ-

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

古谷祐詞

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください。研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は、その理由についても説明してください。

古谷・塚本・寺北らは、哺乳類の「見えない光」の受容（概日時計のリセットや瞳孔反射）を
担うメラノプシンの分子特性を、分光学的・電気生理学的手法を用いて解析した。そしてメラノ
プシンが自発的に光受容能を失う特性を持つことで、メラノプシンが機能する網膜神経節細胞が
強い光入力でも応答が飽和しないことに寄与すると示唆する結果を得た (Tsukamoto et al., JBC,
2015)。
蟻川・秋山は、アゲハチョウの尾端光受容器で機能する光受容タンパク質を同定するために、
その組織から mRNA を抽出・精製し、その試料に対して内山は次世代シークエンサーを用いた
解析(RNA-seq)を行った。その結果、１つのオプシン遺伝子が有意に尾端光受容器を含む組織に
多く発現していることがわかった。そのオプシン遺伝子を、蟻川・秋山がクローニングするとと
もに、コードされる光受容タンパク質の分光学的特性を古谷・塚本が解析したところ、紫外光感
受性を持つことを見出した。この結果は、以前に蟻川が見出していた尾端光受容器の細胞レベル
での応答特性によく合っている。現在、免疫組織学的手法を用いて、蟻川・秋山がそのオプシン
が光受容細胞に局在して発現しているのかを確認することを進めている。
寺北・塚本らは、魚類の脳内光受容器官松果体において、異なる色を受容する２種類のオプシ
ンが発現して、その生理機能に重要なはたらきをしていることを明らかにした (Koyanagi et al.,
BMC Biol., 2015)
古谷・塚本らは、動物プランクトンが太陽光からの紫外光ダメージや捕食者を避けるために日
周期で水中を移動することに注目して、プランクトンの脳内で発現することが知られているオプ
シンの分光学的特性を解析した、その結果、このオプシンが紫外光感受性を持つことを見出し、
このオプシンがプランクトンの日周運動への紫外光受容による制御に関わっていることが強く
示唆された。
上述したように、本研究プロジェクトは研究代表者および研究分担者が実際に有機的に協力し、
各々が得意な研究手法を、様々な動物の光受容機能の解析に適用することができた。その結果、
研究対象の動物（哺乳類、魚類、昆虫、動物プランクトンなど）の「見えない光」の受容機能（視
覚以外の光受容機能）に関わる分子や、その分子の機能特性を明らかにすることに成功した。
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〇今後の展望等
「研究実施状況」で述べたように、本研究プロジェクトを遂行することにより、総研大
内外の研究者が共同で、昆虫から哺乳類まで多様な動物における光受容機能を、多面的か
つ総合的に研究を行う体制を構築できた。今後は、それぞれの共同研究を引き続き遂行す
るとともに発展させることで、動物の多様な光受容機能をこれまで以上に理解することが
期待できる。
具体的には、アゲハチョウの尾端光受容機能については、本研究グループが見出した光
受容タンパク質候補の抗体を作製し、そのタンパク質が実際に尾端光受容細胞に発現して
いることを確認する。さらに、CRISPR/Cas9 などのいわゆるゲノム編集技術(Perry et al.,
Nature, 2016)を用いて、その光受容タンパク質の発現を喪失させたり、吸収波長特性を変化
させたりした際に、生理機能（生殖行動）にどのような影響が出るのかを電気生理学的・
行動学的に解析する。
また、動物プランクトンの脳内紫外光受容タンパク質についても、それが発現する脳内
細胞が紫外光を受容した時に、生理機能・行動にどのような影響が出るのかを国内外の研
究者との共同研究などによって推進する。またこのタンパク質についても、遺伝子操作に
より発現させなくしたときの日周行動への影響も明らかにすることをめざす。
そして、動物の「見えない光」の受容を担うタンパク質群が、どのような分子メカニズ
ムでそれぞれの生理機能を担うための分子特性（吸収波長など）を実現しているのかを、
各種（赤外・紫外-可視・蛍光）分光学的解析などを駆使して明らかにしていく。
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(様式 3a)
平成 28 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

動物福祉学の確立に向けた文理融合研究 -ニワトリをモデルとして-

応募事業区分

事業枠 II 「学融合共同研究」

申請代表者氏名

新村 毅

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください。研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は、その理由についても説明してください。

本研究課題では、人文社会科学と生命科学との連携により動物福祉という複雑で動的な学
問分野を体系づけて理解することを試みた。人文社会科学のアプローチについては、まず国
際ワークショップを主催し、各国の動物福祉の情勢を把握した。その結果、国際基準の制定
が始まっており、EU やアメリカの一部の州では、動物福祉が法律として具現化しているこ
とが明らかになった一方、日本では国際的な情勢との大きな乖離が存在することもわかっ
た。次に、動物福祉研究会を 3 回開催することで、日本に根付いている動物愛護の思想と動
物福祉とを比較検討した。その結果、動物福祉が動物の生存中の生活の質を重視するのに対
し、動物愛護では生死を重視することが明らかになった。この違いは、宗教の違いが根本に
あることもわかり、また日本で話題となっている殺処分ゼロという運動も、まさに動物愛護
の思想が具現化したものであることがわかった。したがって、生命科学アプローチでは、生
死、すなわち死亡率などを考慮した生産システムの開発が重要であることが示唆された。そ
のため、本研究課題では、従来型ケージに砂浴び場などを敷設した福祉ケージに注目し、新
たな福祉ケージを開発した。開発した福祉ケージでは、行動が多様化すると共に、死亡率は
低いことが明らかとなり、安価で簡易的な福祉ケージを開発することに成功した。
また、人文社会科学的アプローチでは、研究会を開催し、日本の動物愛護思想と欧州の動
物福祉思想との統合を行い新たな倫理感の醸成を図る。その倫理感が、日本において許容
されうるかを、政治学や法律学の専門家を新たに加えて議論し、合意形成に向けた具体的
手順についても議論する。さらに、また、平成 27 年度の研究において、欧州先進国と日
本との教育の違いが浮き彫りになったものの、日本においては動物福祉や動物倫理の基本
となる授業体系が存在しない。そこで、平成 28 年度は、教育学の専門家である七田准教
授（学融合推進センター）を新たに加え、学融合レクチャーで動物倫理のトライアルを行
い、第 3 期中期目標にも貢献することを目標とする。
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〇今後の展望等
本研究課題は、人文社会科学と生命科学との連携により動物福祉という複雑で動的な学問
分野を体系づけるという野心的なものであった。研究会の開催などにより、期待以上の連携
を生み出すことができた。しかしながら、学問を体系づけという観点では、まだ十分とは言
えない状況であった。そこで、設立準備会を経て、28 名の発起人と共に動物福祉研究会
（JSAWS: Japanese Society of Animal Welfare Science）を正式に発足させた。動物福祉
に関する研究は、これまで応用動物行動学者などを中心として進んできたものの、動物福祉
は本来、生命科学分野のみならず、倫理学、民族学、行政学、経済学など人文社会科学分野
をも含有した複雑な学問体系である。動物研究会では、多様な専門分野の研究者が集い、多
角的な情報共有と議論を行うことで、家畜福祉を総合的に理解し、学問分野として体系づけ
ると共に、関係者の有機的な組織化を行うことを目的とした。今後、研究会などを引き続き
開催することで、動物福祉学という 1 つの学問分野として確立する活動を進めて行く。
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(様式 3a)
平成 28 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

総研大の研究者および研究を俯瞰的に把握するための情報統合の研
究

応募事業区分

事業枠 II 「学融合共同研究」

申請代表者氏名

武田英明

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください。研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は、その理由についても説明してください。

本課題は総研大に所属する研究者およびその研究を俯瞰的に理解することを可能にするた
めの情報統合を実現するものである。このために（1）データ収集、（2）データ分析、（3）
データの可視化、を行う。
（1）データ収集においては、まず科学研究費助成事業データベ
ース(KAKEN)からのデータ収集を行った。総研大の対象とした 1227 名の教員のうち、207 名
を除く 1020 名が KAKEN において成果報告が存在した。これらの教員の成果報告を収集した。
(2)データ分析においては、まず共同研究者によるソーシャルネットワークを構築した。し
かし、これはかなり疎で、とくに専攻をまたがる関係が少なかった。つぎにキーワード共
有によるネットワークを構築した。このキーワード共有に基づくネットワークを用いて、
幾つかの分析を行った。一つは専攻間の関係の可視化であり、もうひとつは共同研究の推
薦である。
前述の分析では総研大内の学融合共同研究の少なさが浮き彫りになった。ただ、これを指
標として定量的に表現することができなかった。学内の学際的共同研究を指標化を試みる
ために、総研大を含む 12 の大規模大学の同様のデータを収集し、比較分析を行った。KAKEN
データに置ける組織内部局を収集し、この所属部局を手がかりにネットワーク分析をおこ
なった。様々なネットワーク指標を検討したが、最終的に組織内の共同研究の活発さに関
連する平均次数、部局横断の共同研究の偏りに関連するエントロピー、部局間共同研究割
合の 3 つの指標の相関が比較的特徴を表現しやすいことがわかった。例えば、最初の 2 つ
の指標に基づけば、調査対象中の国立大学が平均次数が高くエントロピーが低く、これは
共同研究は活発であるが、その活発の度合いは部局に偏りがあることを示している。調査
対象中の私立大学はその逆の傾向を示した。しかし、総研大は平均次数は中庸でエントロ
ジーは極端に低い。これは共同研究はそれほど活発でない上に偏りが大きいことを示して
いる。
本研究ではこのような分析を行う一方、収集したデータをユーザにインタラクティブに操
作して閲覧するシステムを構築した。これは KAKEN にある全データを対象に研究者をノー
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ドとする研究ネットワークとして可視化するシステムである。キーワードを指定すること
で、特定のキーワードを持つ研究者のネットワークのみを見ることができる。これにより、
個別の分野やトピックにおける研究者のつながり具合を確認することができる。

図 1：研究者ネットワークの可視化の例（
“オーロラ”をキーワードに検索したケース）

〇今後の展望等
今回は科研費の課題の共同研究関係に基づいて学融合研究の現状を分析した。科研費の課
題データは分野共通のデータであり、この点においては信頼できるデータである。学内共
同研究を探るために部局を単位に分析をおこなったが、学内部局のあり方は大学ごとに異
なり、この点ではさらに工夫の余地がある。
また可視化においてはごく基本的なネットワーク可視化に留まっている。分析の結果得ら
れた指標の値を利用した可視化などの工夫もさらにできると考えられる。
今回のシステム化はあくまでプロトタイプであるが、これを実用的に提供すれば、自発的
に学融合的な共同研究を発見するツールとして使えるものと思われる。
一方、科研費のデータに基づく限界もあり、この点も留意が必要である。特に人文系の研
究においては共同研究ではない研究も多くあり、こういった点が考慮されていない。
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(様式 3a)
平成 28 年度学融合推進センター学融合研究事業 研究成果報告書

研究課題名称

オーロラと人間社会の過去・現在・未来

応募事業区分

学融合共同研究

申請代表者氏名

片岡龍峰

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください。研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は、その理由についても説明してください。

研究実施期間中に申請時の研究体制から特に変更はない。この 2 年間弱、大小の研究会、研
究打ち合わせ、資料調査などを繰り返して、主に古典籍に残された赤気に関する文理融合研
究を進め、データ閲覧ウェブサイト「aurora4d.jp」を構築し、毎年度末には人海戦術で赤
気の記述を探すという市民参加型ワークショップ「古典オーロラハンター」を開催してきた。
以上のように、当初の想定以上の成果が得られたと考えられるが、最終年度に特筆すべき成
果として、プロジェクトメンバー13 名全員が著者となった Space Weather 誌の論文
「Historical space weather monitoring of prolonged aurora in Japan and in China」が出
版され、米国地球物理学会のジャーナルハイライトにも選ばれた。また、国内では本論文を
評した 2017 年 3 月 22 日の毎日新聞の記事を通して、
「古典籍と年輪に過去を聞き、現在の
オーロラの知識を活かし、未来の巨大磁気嵐の予測につなげた研究」
、あるいは「人の記録、
植物の記憶、地球の記憶が解析されている」というように、広く一般の興味を喚起する研究
としても注目された。

〇今後の展望等
単に古典籍に尋ね、自然科学に役立つ情報を注意深く引き抜き活用して研究するという点
では、たとえば古天文学と呼ばれてきた既存の学問分野の範疇にあるともいえるため、新分
野開拓といった新規性を謳うには弱い。たとえば本論文のように、現代科学的に傍証が整っ
たことにより、明月記の赤気はまぎれもなくオーロラであり、定家は京都でオーロラを見て
いた、という説得力のある「史実」が科学的に確定されることによって、人文学や歴史学へ
の変更を迫るなどの、理から文への貢献が今後期待されるが、この双方向の文理融合的な側
面を開花させるには時間がかかるため、今後の継続的な支援・アドバイスが強く望まれる。
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研究課題名称

失われた生態システムの多様性解明に向けた古代 DNA 研究の展開

応募事業区分

グローバル共同研究

申請代表者氏名

足立淳

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください。研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は、その理由についても説明してください。

現生人類 Homo sapiens の出アフリカ以降、世界
各地の大陸で大型動物相の絶滅があったことが
知られている。その後の農耕牧畜の開始発展に
よる急激な人口増加、産業革命以降の環境の著
しい改変は世界を文字通り一変させた。この期
間における生物の絶滅率は、地質時代の大量絶
滅に比肩されるレベルと言われている。人類の
環境に及ぼした影響を理解するうえで古代 DNA
は極めて重要な情報をもたらす。種レベルの多
様性がどれだけ失われたのか、種内での遺伝的
多様性がどのように変動してきたのか、形態学
的な解析だけでは解らない様々な知見をえるこ
とが出来ると期待される。2010 年以降の著しいシーケンシング技術の発展は、古代 DNA 研究においてもブ
レークスルーをもたらした。我が国においては、古代 DNA 研究はまだ萌芽段階と言えるが、古代 DNA から
得られる情報を活かした高度に学際的な本研究テーマにとりくむために構成された研究体制を上図に示す。
本研究体制は基本的に申請時に構想をした研究体制を同じだが、日本の動物考古学研究を牽引されてこら
れた松井章博士のご逝去にともない菊地大樹博士に研究チームに加わっていただいたほか、より学際性を
高める目的で人文科学分野の増強をはかり、那須浩郎博士と林耕次博士に研究チームに加わっていただい
た。
本研究期間中に多くの試料を分析し、膨大なデータを得ることができたので現在データを解析し、論文
化を進めている段階である。国際的な競争が極めて激しい分野でもあるため、以下出版された研究につい
てのみ、その意義と成果について詳述する。
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次いで論文発表された研究成果について詳細を示す(本研究体制のメンバーを 下線付きの太字 で示す)。
1.

T Yonezawa, T Segawa, H Mori, PF Campos, Y Hongoh, H Endo, A Akiyoshi, N Kohno, S
Nishida, J Wu, H Jin, J Adachi, H Kishino, K Kurokawa, Y Nogi, H Tanabe, H Mukoyama, K
Yoshida,

A Rasoamiaramanana, S Yamagishi,

Y Hayashi, A Yoshida, H Koike, F

Akishinonomiya, E Willerslev, M Hasegawa (2017) Phylogenomics and morphology of extinct
paleognaths reveal the origin and evolution of the ratites. Current Biology 27: 68–77.
本研究では古顎類の進化史を解明する目的で、絶滅したエピオルニスのミトコンドリア全長配列と複数の核遺伝子の決
定に成功した。古顎類とは現生鳥類を構成する二大系統のひとつでダチョウやエミューなど飛翔能力を持たない走鳥類と
南米に生息するシギダチョウ類と言う飛翔能力を持つグループから構成される。現生古顎類はすべて南半球に分布してお
り、中生代に南半球に存在したゴンドワナ超大陸の分裂と古顎類の系統進化の関係が示唆されてきた。しかしながら初
期の古顎類化石は主に北半球で報告されており、それらの化石種が形態学的に多くの祖先的形質を持つためゴンドワナ
超大陸起源説には問題があった。またゴンドワナ超大陸の分裂の時期と古顎類の系統のタイミングが一致するか否かにつ
いても論争があったが、古顎類内部の分岐年代推定値は極めて不安定で統一見解が得られていなかった。これらの諸問
題は、古顎類は古い系統だが現生種の種数が少なく頑強な系統樹推定や分岐年代推定が難しいこと、形態学的な収
斂により祖先形質の推定が難しいことに起因する。本研究では絶滅走鳥類エピオルニスのゲノムデータを用いることで化石
記録による制約やタクソンサンプリングによらない極めて安定した分岐年代を推定することに成功した。加えて、収斂進化の
影響を受けにくい形態学的形質を選抜して系統樹推定を行う手法の開発、分子進化速度と体重の相関により祖先体
重を推定する手法の改良を行い、化石データの解析と併せて古顎類の進化史について新しいシナリオを提唱した。従来の
仮説とは異なり、本研究では古顎類は北半球起源であり、非常に小型で飛翔能力を持った祖先古顎類が白亜紀後期
に北米大陸からパナマ海峡を越えて南半球に進出した。ゴンドワナ超大陸はすでにいくつかの陸塊に分裂していたが、当時、
南米、南極、さらにオーストラリア大陸は陸続きで、南極大陸から機会的な移住でマダガスカルやニュージーランドに幾度も
渡りその後、独立に大型化し走鳥類になった。南極大陸からの移住は南米と南極が分離し、周南極還流により南極が氷
河に覆われる約 3300 万年前に終了したと思われる。本研究に関して Current Biology 誌上でエディターによるレビュー論
文が掲載された。
F Maderspacher (2017) Evolution: Flight of ratites. Current Biology, 27: R110-113
（左図）本研究で提唱された古顎類の進化史のシナリオ。
時間軸付系統樹の枝の色は地理的分布を示し、ノード上
の円のサイズは体サイズの大きさに比例して描画。従来の
仮説と異なり古顎類は北半球起源であり飛翔能力を持っ
ていたが、白亜紀末期に南米-南極大陸へと拡散。南極
大陸から機会的な海を越えた拡散によりマダガスカルやニュ
ージーランド、オーストラリアに広がっていった。その後、各大
陸や島々で飛翔能力を失い独立に「走鳥類化」した。
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2.

D Waku, T Segawa, T Yonezawa, A Akiyoshi, T Ishige, M Ueda, H Ogawa, H Sasaki, M Ando, N
Kohno, T Sasaki (2016) Evaluating the phylogenetic status of the extinct Japanese otter on the
basis of mitochondrial genome analysis. PloS ONE 11: e0149341

ニホンカワウソは、本州・四国・九州に分布していたカワウソの一種であり、ユーラシアカワウソ(Lutra

lutra)の亜種と考えられている。しかしながら、ニホンカワウソとユーラシアカワウソとの形態学的な差
異はユーラシアカワウソの種内変異の範囲内には入らず、両者は別種であるとする知見も得られており、
ニホンカワウソの分類学的地位を解明するためには分子遺伝
学的な研究が必要であった。本研究ではニホンカワウソ 2 個体
(神奈川県産個体(1915 もしくは 1916 年採取)および高知県産
個体（1977 年採取：右写真）)およびユーラシアカワウソ 6 個
体（中国(3 個体)、サハリン(1 個体)、産地不明（1 個体）
）の
ミトコンドリア DNA 全長配列を決定し、すでにデータベース上
に登録されている韓国産ユーラシアカワウソおよびラッコな
ど他種のカワウソ類のデータと併せて解析を行った。
その結果、を下図に示す。神奈川県産のニホンカワウソは東アジアのユーラシアカワウソの内部系統に
位置づけられ、中国産のカワウソと単系統群を形成することが明らかとなった。その一方で、高知県産の
ニホンカワウソは、東アジア集団とは独自の系統であることが明らかとなった。ユーラシアカワウソは、
ユーラシア大陸に広く分布
するがユーロッパ産の集団
についてはミトコンドリア
部分配列のみが報告されて
いるだけだが、これらのデ
ータを用いても高知県産ニ
ホンカワウソとユーラシア
カワウソの遺伝的差異はユ
ーラシアカワウソの種内変異には収まらず、独自の系統であることが明らかとなった。ユーラシアカワウ
ソと高知県産カワウソの分岐は約 127 万年前、神奈川県産カワウソと中国産ユーラシアカワウソの分岐は
約 10 万年前と推定された。更新世に繰り返し起きた氷期間氷期の海進海退サイクルで、ユーラシア大陸か
ら日本列島への陸生哺乳類の移住が幾たびも起きたと考えられている。本研究結果は日本列島には少なく
とも二度にわたってカワウソが移住してきたことを示唆している。しかしながら、異なる時期に入って来
たカワウソ集団が日本列島内で遺伝的に混じり合うことなく独自の系統を維持していたのか、すなわち日
本列島に二種のカワウソが分布していたのか、あるいは両者は遺伝的に混じり合っていたのかを解明する
ためには、複数の核遺伝子を用いた解析が必要であり、それが今後の課題として残されている。
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〇今後の展望等
これまで古代 DNA 研究は欧米諸国を中心に進められており、日本をはじめとするアジア諸国はまだ萌芽
段階と言える。とりわけ日本では温暖湿潤な気候に加え火山性酸性土壌による DNA の変性のため古代 DNA
研究が遅れていた。本グローバル共同研究において欧州からの技術供与に加え瀬川高弘博士による独自の
改良によって多くの目覚ましい技術的革新があった。まず特筆すべきは日本列島で数万年前の動物遺体か
らの DNA 配列の決定に成功である。この過程において著しく断片化した DNA 配列からゲノムを構築するう
えで森宙史博士による生物情報学的な試行錯誤があったこともこのように難しい解析を可能とした原動力
であった。本研究成果は今後の日本の動物相の形成史やその後日本列島に入って来た現生人類による環境
の影響を理解するうえで極めて重要である。
また脊椎動物化石は一般的に産出数がすくないため化石骨や化石歯は貴重な標本として扱われているこ
とが多い。しかしながら DNA 抽出のため破壊的な採材を行わざるを得なかった。本研究プロジェクトによ
り DNA の抽出効率を大幅に上げることが出来たので、破壊的採材を最低限度に抑えることに成功した。加
えて、化石骨そのものでなく生痕化石や化石が埋没していた土壌中からの DNA 分析法を開発中である。こ
れらは試料数が著しく多い場合があり破壊的採材が大きな問題とならないことに加え、様々な年代の試料
を数多く分析できることで経年的な遺伝的多様性の変動を直接観察することが可能である。
本研究プロジェクトは現生人類が環境に与えて来た影響の評価という極めて学際性の高い目標を掲げて
いるが、2 年半という期間は、技術的問題をクリアするための試行錯誤の連続であり、結果的に本研究期
間中に発表で来た成果は生物学的な視点に偏ってしまった。人類による環境への影響を評価するためには、
絶滅生物の種数や種内の多様性を正確に解明する必要がある。しかしエピオルニスのようにその近縁種も
くふめて絶滅してしまったようなグループも多く、何種のエピオルニスが存在したのかを解明するために
は、まずその系統的な位置づけなどを明確にしないと種内変異の研究には進めないという問題も大きかっ
た。系統学的な議論では往々に地質学的年代スケールでの議論となり人類が存在した年代と大きくかけ離
れてしまうためどうしても生物学的な議論に偏ってしまうことは避けられなかった。このことは大いに反
省すべき点である。しかしながら本研究期間中に確立した解析技術は、人文科学である動物考古学や植物
考古学に与える影響は計り知れない。本プロジェクトを出発点として、長期的な学際的研究に向けた新た
な研究体制を構築しつつある段階である。
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大型科学施設の連携で切り拓く表面の科学
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学融合共同研究

申請代表者氏名

都丸 隆行

〇研究実施状況（最終報告）
全採択期間における研究実施状況を記載してください。研究実施期間内に申請時の研究体制より変更があった場合に
は、その理由についても説明してください。

本研究では、大型研究機関に分散する様々な分野の専門家が結集し、それぞれの研究所でのミ
ッションで共通の課題である常温-極低温界面での希薄残留ガス分子の吸着について研究を実施
したものである。大型の研究設備ではこのような個別の課題を実験的に検証することが難しい
ため、新規に小型の実験装置を製作し、課題を再現出来るようにした。具体的には、小型極低温
冷凍機（住友 SRD415）を用いて 4K の極低温ガス吸着室と 100K 程度の中低温のパイプ（低温
パイプ）を用いて、ガスの吸着の分圧や種類を分析できるような装置を開発した。このコンフィ
グレーションは、輻射熱侵入の観点から常温-低温接面に有効であることがこれまでの研究から
分かっており、実際に重力波望遠鏡 KAGRA などでは採用されている。
この実験装置を開発した上で、各領域の内容積をガス圧力から算出し、実験を行った。残念な
がら中低温パイプ領域では熱フィードスルーの部分での熱侵入量が大きく、十分な冷却が得ら
れなかったが、極低温室は設計通りの 4K まで冷え、両者に十分な温度差がある状態での残留ガ
スの吸着分圧は測定できた。この実験では注入ガスに高純度窒素ガスを用い、150cc の定量を注
入した。この結果、極低温室に全量のガスが吸着され、中低温パイプの温度が高い状態では完全
なクライオポンプとして働くことが分かった。
このように、中低温パイプ部の熱フィードスルー部の改良が必用な事は分かったが、おおむね
実験装置は完成し、今後常温-低温界面での様々な残留ガス吸着を調べる事が出来るようになっ
た。

〇今後の展望等
中低温パイプ部の熱フィードスルーからの熱侵入を低減するような改良を実施途上であり、
これが完了次第 100K 程度の温度での両領域の分圧測定を様々なガスでじっしうる予定である。
特に、残留ガスの主成分である水を含んだ状態での吸着量を調べる事で、半導体成膜などの技術
向上が期待出来る。さらに、光共振器を導入したガス分子の表面吸着スピード計測も現在準備中
であり、これにより希薄残留ガスの表面吸着をより一層詳しく調べる事が出来る。
このように発展させることで、科学実験・技術の基盤に存在する表面吸着の課題を解決してい
くことを考えている。
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公募型研究事業採択課題代表者インタビュー
終了した公募型研究事業採択課題の代表者に、研究内容や成果、学際研究を⾏ってみての気づき、今後の展開などについて、インタビュー
を⾏いました。

研究代表者

⽚岡 ⿓峰（かたおか りゅうほう）

国⽴極地研究所 准教授
総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 極域科学専攻 准教授
専⾨は、宇宙空間物理学

近くて遠い研究所との共同作業

⽚岡先⽣は国⽴極地研究所（極地研）に所属し、オーロラの研究をされてい
ます。⽚岡先⽣が代表となる本プロジェクトでは、⾔葉を扱う国⽂学研究資料
館（国⽂研）と⾃然を扱う極地研といった、全く異なる分野の研究所に属する
研究者が⼀緒に研究を進めています。⼆つの研究所は隣接しており、共に総研
⼤の基盤研究機関です。

⽚岡先⽣は、今回のプロジェクトにおいて、異分野の研究者とのオフラインにおける議論と学融合の事業による⽀援の2つが重要で
あったと感想を述べられました。本プロジェクトのきっかけは、国⽂研の先⽣との世間話の中で、崩し字の⾃動検索の話題となり、そ
の流れで⽇本でのオーロラの古い呼称である「⾚気（せっき）」を検索してもらったことだったそうです。また、学融合の事業が研究
分野の異なる基盤機関の間の協⼒のあり⽅を問い続けてきたことは、本プロジェクトのために⾏動を起こす上で⼤きな動機になったそ
うです。

史上最⼤の「磁気嵐」を古典書物から紐解く
右図は、江⼾時代の京都においてオーロラが観察されたときに描かれたもの
です。この絵を発⾒した国⽂研の岩橋先⽣は、「なぜ根元の⽅が⿊いのか」、
「なぜギザギザしているのか」、「なぜ扇型をしているのか」と気になること
を尋ねに、頻繁に研究室までやってこられたそうです。⽚岡先⽣も⼀緒になっ
て、元の⽂を⼀字⼀句読み直していると、京都の東⽻倉家の⽇記の中に天の川
をオーロラが貫いたという記録があることを発⾒しました。当時の天の川はほ
ぼ真上にあったことから、この絵はオーロラが真上まで伸びた様⼦を⽴体的に
表したものだということが分かったそうです。さらに、京都ような低緯度の地
域でオーロラが真上にまで現れたということから、このときの磁気嵐は、観測
史上最⼤と⾔われている磁気嵐よりも強いものだったということを⽰唆してい
ます。
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古典籍を⽤いたオーロラ研究のプロジェクトは、極地研・国⽂研・京⼤の3つの機関に属する研究者でスタートしました。京⼤のグ
ループは、既に中国の⽂献から⾚気という単語を検索している状況でした。本プロジェクトで、国⽂研の総研⼤⽣が藤原定家の明⽉記
の読み下しをしたところ、連続してオーロラが観察される例が⾒つかりました。近年、似たようにオーロラが連続して観察される例が
あったことや、中国の⽂献でも同様の例が⾒つかったことで、オーロラの発⽣パターンの研究につながりました。

隕⽯から雷へ、広がる「古典」ハンティングの世界

オーロラに関する研究報告会をきっかけに、次のターゲットとして隕⽯・雷
といった分野への展開が始まっています。隕⽯であれば、包み紙に書かれてい
る崩し字は国⽂研が担当し、⼩惑星探査機「はやぶさ」に使われた技術を応⽤
した隕⽯の分析を極地研が担当しています。雷の例では、研究会を通して、昔
の⽇記から雷の⽇をデータ化していた研究者が、雷の発⽣パターンの⻑期的な
分析をしたいという研究者と巡り会うことになりました。

⼤学共同利⽤機関という⼟台の元で、これから先細ると思われていた分野に、新しい⾵が吹き込まれている状況に、周りの研究者か
らも未来があるプロジェクトだと好意的な感想が得られているようです。

これからの展開

本プロジェクトでは、極地研や国⽂研が、⼤学共同利⽤機関ということもあ
り、科学と⽂学・歴史学を繋ぐハブとしての重要な役割を果たしています。⽚
岡先⽣は、このように知が交差して新しい学問が⽣まれる状況を、⼼から楽し
んでいるようでした。さらには、このような学融合的な研究を、⼀般の⽅から
⼤学院⽣にまで触れる機会を作りたいと意気込んでいます。⼀般向けには「古
典籍からオーロラを⾒つけよう『古典』オーロラハンタ－」と題し、古典の中
からオーロラに関する情報を、古典籍や天⽂に興味がある⼀般の⽅の協⼒で探
し出すというワークショップを開いています。

本プロジェクトをきっかけとして「知道楽」というランチセミナーも始まりました。事務⽅も参加する、隣接する総研⼤の3つの基盤
研究機関（極地研・国⽂研・統計数理研究所）の合同の座談会です。このセミナーは、無理のない形で続けていくことで、⾃然に学融
合の芽が⽣まれてくることを期待しているそうです。
⽚岡先⽣は、思わぬ学問分野が繋がる楽しさや、それに伴う、とめどない好奇⼼を⼤事にして研究をしていきたいと話していまし
た。また、そのような⽅向性を理解し・⽀援してくれた学融合の事業に深く感謝をしておりました。
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研究代表者

颯⽥

葉⼦（さったようこ）

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 ⽣命体科学専攻 教授
同 学融合推進センター副センター⻑
主な専攻は分⼦進化学 進化⽣理学
ドイツのマックスプランク⽣物学研究所を経て、現職
主な研究テーマに 「五感の遺伝⼦からみたヒトの進化」などが挙げられる

研究分担者
富永 真琴（⽣命科学研究科⽣理学専攻・教授、⽣理学）
齋藤 茂 （⽣命科学研究科⽣理学専攻・特任助教、分⼦進化学）
五條堀 淳（先導科学研究科⽣命共⽣体進化学専攻・助教、分⼦進化学）
寺井 洋平（先導科学研究科⽣命共⽣体進化学専攻・助教、分⼦進化学）
仮屋園（⾼橋）志帆（先導科学研究科⽣命共⽣体進化学専攻・博⼠課程２年）
⾦⼦ 洋之（慶應⼤学・教授、ヒトデ・ウニの⽣物学）
河合 成道（慶應⼤学・助教、ヒトデ・ウニの⽣物学）
濱中 ⽞ （お茶の⽔⼥⼦⼤学・特任講師、発⽣⽣物学）
古川 亮平（岩⼿医科⼤学・助教、発⽣⽣物学）

無脊椎動物の温度受容体をターゲットとして温度感受システムの起源と進化に迫る

ヒトの祖先は⾚道付近のアフリカの⾼温地域から派⽣し、氷河期などの過酷
な環境変化の中を⽣き抜いてきました。現在、私達ヒトは、北極圏を初めとす
る－４０度を超える寒冷地や、⽇中の温度が５０度近くなる⾚道直下の⾼温地
域に暮らしています。⼀つの⽣物種でここまで多様な環境に適応している種は
多くないでしょう。⼀体、ヒトはどのように多様な温度環境に適応しているの
でしょうか。

この疑問解決の第⼀歩として、颯⽥先⽣は、温度受容体であるTransient Receptor Potential（TRP）に着⽬しました。そして、「温度
感受システムの進化⽣理学 －無脊椎動物をターゲットとして－」と題した研究テーマが、2013年度に学融合推進センターが⽀援する
「戦略的共同研究」に採択されました。脊椎動物の遥か以前に誕⽣した無脊椎動物のTRPをターゲットにすることで、TRPがどのよう
に進化し、どのようにゲノムに維持されてきたかを紐解くことで、「温度感受システム」の起源と進化を探っていきます。

急激に変わる地球の環境変化にヒトの⾝体が適応できていない！？
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例えば寒い地域に住んでいる⼈と、暑い地域に住んでいる⼈とでは、同じ気
温でも温度の感じ⽅が違うと思いませんか？もちろん、⽂化や⽣活圏での「慣
れ」というものがあると思いますが、私たち⼈間は同⼀種であるにもかかわら
ず、なぜこうした「温度の適応能⼒」に違いがあるのでしょうか？

⽣物は、

地球の環境変化に合わせて進化し、適応してきました。しかし産業⾰命以降、
私たち⼈間の作り出した⽂明の発展と共に、地球の環境は⼤きく変化を遂げて
います。

その環境変化に、私たち⼈間は追いついていないのではないでしょうか？例えば、塩分が貴重だったはるか昔、「貴重な塩分」をより
多く体内に蓄えられるよう、ヒトの⾝体は適応していました。しかし現代になり、塩分は簡単に摂取出来るようになり、そうした適応
が「⾼⾎圧症」など様々な弊害を⽣んでいます。
私たち⼈間は万能ではありません。急激に変わる環境に適応していく為にも、まず私たち⾃⾝が、ヒトの⾝体のことを知る必要があ
るのではないでしょうか？颯⽥先⽣は、「温度」という視点で、環境に適応できる許容範囲を知ることに挑戦しています。

死の温度帯へと向かうヒトデの幼⽣の不思議と「2度のギャップ」

1mm程のヒトデの幼⽣をチャンバー（⼩さな箱のような実験機器）に⼊れ、
その中に２０度から２５度などの様々な温度勾配を作り、ヒトデの幼⽣がどの
ような反応を⽰すか、実験しました。その結果、ヒトデはより⾼い温度を好ん
で移動することが分かりました。ヒトデは３３度以上の温度になると、耐えら
れずに死んでしまうのですが、驚くべきことに、３０度から３５度の温度勾配
の実験でも、死んでしまう温度帯である３５度の⽅向へ移動します。

また、ヒトデの幼⽣の温度受容体が機能しなくなる阻害剤を⽤いた実験の結果より、TRPが無脊椎動物にもあることが分かりまし
た。
さらに、ヒトデの幼⽣における「TRPA1」が３５度の温度を感受していることも明らかとなりました。ヒトデが死んでしまう３３度
と遺伝⼦のレベルで感じることができる３５度との「２度のギャップ」、こうして⽣まれた新たな不思議に颯⽥先⽣は挑まれていま
す。

「学融合研究のしやすい環境」で得た財産

颯⽥先⽣は、普段はコンピューターを使ったゲノム解析を中⼼に研究されて
いますが、今回の共同研究を⾏うに当たって、他の研究者が⾏う異なる研究⼿
法に触れることができました。それにより、視野が⼤きく広がったそうで、そ
れこそが財産だといいます。この財産を得たのも、総研⼤の強みである、「学
融合研究のしやすい環境」にいたからだそうです。

また、本来の颯⽥先⽣のテーマはヒトです。今回の実験で得られた知⾒を基に、「ヒト」への研究にテーマを広げていきたいと考え
ています。今後の研究では、「ヒト」の感覚を専⾨とされる⽣理学や⺠族学などの研究者と共に研究の裾野を広げていきたいと語って
くださいました。
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研究代表者

坊農真⼸（ぼうのうまゆみ）

国⽴情報学研究所 准教授
総合研究⼤学院⼤学 複合科学研究科 准教授
専攻は社会⾔語科学、会話情報学、⼿話学
主な研究テーマに、「ロボット井⼾端会議に⼊れるか」、「⼿話⾔語コーパスプロジェクト」などが挙げられる

研究分担者
○研究分担者
⾼梨克也 京都⼤学・研究員 （インタラクション研究）
緒⽅広明 九州⼤学・教授 （計算機科学，協調学習）
宮尾祐介 国⽴情報学研究所/総合研究⼤学院⼤学・准教授 （⾃然⾔語処理，計算⾔語学）
城綾実 京都⼤学・研究員 （ジェスチャー研究，会話分析）
⼤崎章弘
国⽴情報学研究所・特任研究員 （ヒューマンコンピュータインタラクション）
○連携研究者
⾓康之 公⽴はこだて未来⼤学・教授

（ヒューマンコンピュータインタラクション，⼈⼯知能）

○研究協⼒者
牧野遼作 総合研究⼤学院⼤学・⼤学院⽣ （ジェスチャー研究，会話分析）
佐藤美祐 北陸先端科学技術⼤学院⼤学・⼤学院⽣ （博物館学・ヒューマンコンピュータインタラクション）
森⽥由⼦ ⽇本科学未来館・科学コミュニケーター （⽣物学）

科学の語り部「サイエンスコミュニケーター」のテクニックを紐解く
サイエンスコミュニケーターという仕事をご存知ですか？ ⼀⾔で説明する
と、科学と⼈を繋ぐ「橋渡し」をする仕事です。 では⽇本科学未来館はご存知
でしょうか？ 東京のお台場にある⼈気の科学館です。 宇宙⾶⾏⼠の⽑利衛さ
んが館⻑を務めており、テクノロジー、地球環境、宇宙の探求、⽣命の不思議
などに触れることができ、 最新の科学技術を体験できる施設です。 このよう
な施設で働くサイエンスコミュニケーターは、⼤⼈から⼦供の幅広い層に科学
の⾯⽩さを伝え、豊富な知識と経験を元に皆さんを科学の世界へ誘う「ストー
リーテラー」なのです。

坊農先⽣が総研⼤の「育成型共同研究の採択課題」として取り組んだのが 「科学技術コミュニケーションの実践知理解に基づくディ
スカッション型教育メソッドの開発」です。 このプロジェクトは、科学未来館のサイエンスコミュニケーターから 「サイエンスコミュ
ニケーターの能⼒を評価する⽅法がないから⼿伝ってほしい」とお願いされた事に始まりました。 実践の中で育まれる様々なテクニッ
クを評価するには、まずはサイエンスコミュニケーターに密着する必要があります。 坊農先⽣は、彼らのテクニックを可視化するとい
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う難しいミッションに挑戦しました。

サイエンスコミュニケーターの知られざる能⼒を発⾒

研究を⾏っていく中で、サイエンスコミュニケーターの素晴らしい能⼒に驚
かされたと⾔います。 未来館でのサイエンスコミュニケーターの案内は、５分
程の短い時間なのですが、 そこにはコミュニケーションに⼤切な「様々な要
素」が詰まっていました。 決まった案内ツアーなどは存在せず、展⽰物を⾒て
いる来館者にそっと近づき声をかけます。 例えば、「５０年先の未来」をテー
マにした展⽰物の前にいる⼦供達に対して 「５０年後の皆さんは何歳です
か？」と質問を投げかけます。 ⾃⼰紹介から始めるではなく、具体例を挙げな
がら科学の話へ誘導していくのです。

サイエンスコミュニケーターのテクニックは会話の中だけにとどまりません。 会話が盛り上がってる最中に、サイエンスコミュニ
ケーターは次の展⽰へ⽬線を動かします。 次の展⽰に誘導するのに⼗分なスペースがあるか、他の来館者の動きなど、誘導のタイミン
グを図り、スムーズに誘導していきます。
これらサイエンスコミュニケーターの素晴らしいテクニックのおかげで、来館者達は展⽰に集中することができ、研究を⾝近に感じ
るキッカケになるのです。

研究者⼀⼈⼀⼈がサイエンスコミュニケーターになる？

本プロジェクトは、次のステップへと歩み始めています。 サイエンスコミュ
ニケーターの実践知の理解の先にあるものは、教育です。 当初のきっかけに
あった、サイエンスコミュニケーターの指標作りに加え、サイエンスコミュニ
ケーターのマニュアルの作成を⾏う予定です。 また、サイエンスコミュニケー
ターの伝えるテクニックを基に、総研⼤⽣へ「コミュニケーションのスキル」
のトレーニングが出来るプログラムの展開を考えているそうです。

坊農先⽣は、研究成果の社会への還元や周知が求められる今こそ、研究者がもっと⾃⾝の研究を魅⼒的に語っていく必要があると⾔
います。 ⼀⼈⼀⼈の研究者が、サイエンスコミュニケーションのスキルを⾝につけていけば、研究者⾃⾝がサイエンスコミュニケー
ターになる⽇が訪れるかも知れません。

総研⼤だからこそ⾒えた「研究の発展」

総研⼤⽣の多くは、⼊学した時点で⼤きな研究プロジェクトに携わっていき
ます。 これは、他の⼤学院⽣ではあまり経験しないことかもしれません。 プ
ロジェクトの中で、様々な基盤機関の先⽣⽅と共同研究を⾏うことで、 専⾨分
野に捉われない多⾓的な視点が⽣まれます。 その視点が持てることこそ、総研
⼤のメリットだと坊農先⽣は⾔います。 今回の坊農先⽣のプロジェクトに参加
した学⽣達も総研⼤ならではの学融合に触れて広い視野を持てたのではないで
しょうか。

また、学⽣がプロジェクトに参加することは、教員側にとっても教育を意識することにつながります。 学⽣参加型の募集であるから
こそ、本プロジェクトが⼤学院⽣へ向けた「ディスカッション型教育への展開」まで結びつける事が出来たと⾔えるのではないでしょ
うか。

300

Home > 学融合推進センターの事業と活動 > 研究者交流掲⽰板

公募型研究事業採択課題代表者インタビュー
終了した公募型研究事業採択課題の代表者に、研究内容や成果、学際研究を⾏ってみての気づき、今後の展開などについて、インタビュー
を⾏いました。

研究代表者

⽊村

暁（きむらあかつき）

総合研究⼤学院⼤学 ⽣命科学研究科 教授
国⽴遺伝学研究所 構造遺伝学研究センター 細胞建築研究室 教授
主な専攻は⽣物科学 細胞⽣物学 細胞建築学
主な研究テーマに 「細胞分裂の⼒学的理解」などが挙げられる

研究分担者
⽥辺 秀之 （総研⼤先導科学研究科⽣命共⽣体進化学専攻・准教授）
成瀬 清 （総研⼤⽣命科学研究科基礎⽣物学専攻・准教授）
⽵花 佑介 （総研⼤⽣命科学研究科基礎⽣物学専攻・助教）
原 裕貴 （⼭⼝⼤学⼤学院創成科学研究科・テニュアトラック助教 / 総研⼤遺伝学専攻博⼠課程平成21年度修了）
奥村 誠⼀ （北⾥⼤学海洋⽣命科学部・教授）
⼭縣 ⼀夫 （近畿⼤学⽣物理⼯学部・准教授）
菊池 真司 （千葉⼤学園芸学研究科・助教）
⼭本 ⼀徳
（⽣命科学研究科遺伝学専攻・博⼠後期課程）

細胞に潜む隠れた秩序を探るプロジェクト

細胞にはDNAやタンパク質など様々な物質があります。 個々の物質はそれ
ぞれ役割を持ち、⼀つの細胞として、そして⼀つの⽣命として機能していま
す。 個々の物質に意思や知能があるわけではないのに秩序が⽣まれている、そ
こに⽊村先⽣の興味があります。 細胞の中には、核やミトコンドリアなど様々
な構造物が適材適所に存在していますが、それらがどうやって存在するの
か、「細胞建築学」と称して、⽊村先⽣は細胞に潜む隠れた秩序を探っていま
す。

今回の「学融合共同研究」の採択課題では、「細胞建築の博物学」と題し、様々な⽣物における細胞のサイズと構造物の形態の規則
性に焦点を当てています。

種を超えた細胞の「定規」の発⾒
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⽊村先⽣はこれまでの研究から、センチュウの細胞において、「細胞サイズ
と紡錘体の伸⻑」、「紡錘体の縦の⻑さと横の⻑さ」、「核内の染⾊体密度と
染⾊体の凝縮度」に 規則性があることを発⾒しました。 このプロジェクトを
推進した研究室の学⽣の原裕貴さん（現・⼭⼝⼤学テニュアトラック助教）と
の議論から、このような規則性は⽣物種を超えて共通して存在しているのでは
ないかと考え、 今回の研究で、霊⻑類、マウス、カエル、メダカ、海産無脊椎
動物、植物の細胞を⽐べることにしたそうです。

そしてこれらの様々な⽣物の膨⼤なデータの蓄積と解析から、ある種の規則性があることが⾒えてきました。 ⽊村先⽣が⾒つけた、
この種を超えた規則性ですが、実は今後の私たちの⽣活に役⽴つ可能性を秘めています。 種を超えた規則性を探る作業は、ある意
味、「定規」を⾒つける作業であると⽊村先⽣は⾔います。 この「定規」に当てはまらない細胞は、普通の細胞とは異なるガン細胞や
万能細胞かも知れません。 もしかしたら近い将来、「定規」を基準にガン細胞の診断が可能となるかもしれませんし、新たな万能細胞
を⾒つける⼿助けになるかも知れません。

総研⼤だからこそ、時代や分野にとらわれない挑戦的な研究

今回のプロジェクトのメンバーは、過去に⾏われた総研⼤の様々な会議など
で知り合った先⽣が多いそうです。 この研究者ネットワークこそが、総研⼤の
ならではの分野横断型の活動によって⽣まれた成果物であり、 研究の学融合的
な広がりにつながる、と⽊村先⽣は⾔います。 遺伝学の世界では、対象となる
⽣物が違えば、研究の仕⽅が⼤きく変わってくるそうです。 そのため、対象と
なる⽣物種が多くなることは避けられがちだそうで、今回のプロジェクトであ
るからこそ挑戦できた、と⽊村先⽣は⾔います。

本プロジェクトは、時代や分野にとらわれない、総研⼤ならではの研究と⾔えるのではないでしょうか。

誰もが参加できる「参加型研究」へ

今後の研究の発展としては、 現段階で発⾒、検証した「規則性」について、
もっと多くの⽣物種に対象を広げて、より多くの研究者に協⼒を得ながら研究
を進めて⾏きたいそうです。 また将来的には、⼀般の⽅が参加できるプロジェ
クトに発展させていきたい、と⽊村先⽣は⾔います。 ⼀般の⽅に、⾝近な⽣物
やご⾃⾝の細胞の写真を撮影し提供してもらうことで、バラエティ豊かな「定
規」を作っていきたいと考えています。 皆さんも「新たな定規」を作る研究
チームの⼀員になる⽇が来るかも知れません。
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公募型研究事業採択課題代表者インタビュー
終了した公募型研究事業採択課題の代表者に、研究内容や成果、学際研究を⾏ってみての気づき、今後の展開などについて、インタビュー
を⾏いました。

研究代表者

筒井泉（つついいずみ）

⾼エネルギー加速器研究機構（KEK）
素粒⼦原⼦核研究所・理論部 准教授
総合研究⼤学院⼤学 ⾼エネルギー加速器科学研究科 准教授
専攻は理論物理学 量⼦⼒学
主な研究テーマに、「弱値及び弱測定の基盤整備とその応⽤」、「中間⼦を⽤いた量⼦⼒学の⾮局所性検証の理論的研究」などが上げ
られる

研究分担者
【KEK 素粒⼦原⼦核研究所】
磯 暁 教授（素粒⼦論）
熊野 俊三 教授（原⼦核理論）
福⽥ 教紀 総研⼤院⽣（量⼦基礎論）
李 宰河 東京⼤院⽣（量⼦基礎論）
【分⼦科学研究所】
⿅野 豊 特任准教授（量⼦測定、情報科学）
杉尾 ⼀ 学振PD（科学哲学）
【核融合科学研究所】
永岡 賢⼀ 准教授（プラズマ物理）
吉村信次 助教（プラズマ物理）
【国⽴天⽂台】
⿇⽣ 洋⼀ 准教授（重⼒波天⽂学、 レーザー精密計測）
中村 康⼆ 研究⽀援員（⼀般相対論、宇宙科学）
【総研⼤ ⽣命共⽣体進化学専攻】
伊藤 憲⼆ 准教授 (科学史、科学哲学）
【ウィーン⼯科⼤】
⻑⾕川 祐司 准教授（中性⼦実験、量⼦物理学）

常識が変わる？物理学にメスを⼊れる「弱測定」

皆さんは「量⼦」をご存知ですか？ 「原⼦」や原⼦が結合した「分⼦」は理
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皆さんは「量⼦」をご存知ですか？ 「原⼦」や原⼦が結合した「分⼦」は理
科で習いましたよね。 この原⼦や分⼦のように、物質を形成する素材にあたる
⼩さいものを量⼦と呼びます。 その量⼦には電⼦や光⼦など様々な種類があり
ます。 量⼦のうち、⽬に⾒えるものがどのような「ルール」で動くかについて
は、現代になり⼤⽅解明されました。 しかし、量⼦の中には、その「ルール」
に当てはまらないものが存在するのです。

その不可解な現象を解明していく学問が「量⼦⼒学」であり、筒井先⽣の専⾨分野です。 今回、筒井先⽣が総研⼤の「学融合共同研
究」の採択課題として取り組んだのは、 「新たな量⼦物理量の基礎の探求と精密測定への応⽤」と題したプロジェクトです。 近年注⽬
される「弱測定」を⽤いて、これまでの量⼦⼒学の「常識」にメスを⼊れていきます。

「弱測定」から検証する量⼦⼒学の「ブッラクボックス」

量⼦の働きについて、説明の出来ない現象をある⼀定の「ルール」を使って
⾒直してみると説明できてしまうことがあります。 当てはめた「ルール」によ
り、新たな仮説が⽣まれ、「ルール」に基づいて検証してみるとその新たな現
象が起きます。 これらの過程で⽣まれた応⽤が、半導体などの先端技術の基礎
に⽤いられているのです。 しかし、その「ルール」の理論までは検証してきま
せんでした。 それは、量⼦⼒学の「ブラックボックス」に⼿をつける必要があ
るからです。

これまでの量⼦⼒学の常識から外れる「ルール」の検証には、「弱測定」が使える、と筒井先⽣は考えています。 「弱測定」とは、測
定を⾏う際の相互作⽤を極⼒最⼩限にした測定法です。 量⼦の状態を測る際、これまでの⽅法ではその状態が壊れてしまう可能性があ
ります。 弱測定では、量⼦の本来の状態を保ちながら測定を⾏うことが出来るのです。 今回のプロジェクトは、弱測定を⽤いて量⼦⼒
学の基礎を探求するだけでなく、弱測定の応⽤の可能性も探っているそうです。

学融合のしやすい環境、総研⼤

筒井先⽣は、今回の研究は総研⼤だからこそ、広がりを⾒せていると⾔いま
す。 筒井先⽣が所属する⾼エネ研では、専⾨から離れた他分野の研究者との交
流は多くないようですが、この事業を通じ、核融合研や分⼦研、また先導研な
どの異分野の研究者と⼀緒に研究ができたそうです。 理系、⽂系問わず、様々
な分野の研究者と研究会を開催でき、それ以降、学際的な交流にもつながって
いるようです。 学融合をしやすい環境がある総研⼤ならではと⾔えるのかもし
れません。

筒井先⽣は、今回のプロジェクトの鍵である「弱測定」が、素粒⼦や原⼦核の実験にも応⽤出来ると考えています。 「全部が成功す
るとは限りませんが、総研⼤だからこそ広がりを⾒せる「弱測定」をこれから広めていきたいです」とお話し下さいました。

弱測定の応⽤が⾒据える未来
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2016年1⽉、アメリカのLIGO（ライゴ）研究チームが重⼒波を初めて観測し
て話題になりました。 アインシュタインが1916年に予⾔してから、およそ100
年かけての快挙です。 重⼒波は４組の巨⼤な鏡を使う装置で観測されました。
その観測装置は、全⻑４㎞に及ぶ巨⼤な装置です。 それ以外にも、素粒⼦を測
るスーパーカミオカンデや巨⼤な加速器は全⻑27kmにも及び、 ⼩さな量⼦や
新たな発⾒をするためには装置の巨⼤化が進んでいます。

しかし、今回の筒井先⽣が研究を進めている、測定法の新たなアプローチ「弱測定」を使えば 近い将来、それほど⼤きな装置は必要
でなくなる可能性があると⾔います。 筒井先⽣の本プロジェクトにより、測定精度の向上や効率化が図られ、新たな⼈類の⾶躍に向け
た、⼿助けになるかも知れません。
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公開研究報告会
公開研究報告会は、学融合研究事業の下で研究活動を実施している研究者が年に⼀度本学葉
⼭キャンパスにある学融合推進センター棟に集い、採択された研究課題について⼀年間の活
動報告を⾏う場です。研究課題の進捗状況を把握するという⽬的の他に、本学の多くの研究
者と知り合う機会を提供することによって、それぞれの研究について広く意⾒を交換する場
として活⽤していただくことを⽬指しています。
平成30年度学融合推進センター公開研究報告会
総研⼤では異分野融合、学際的な共同研究を推進すべく、創⽴当初から様々な形態での 共同研究が⾏われており、⽂系から理系まで幅
広い研究テーマについて、公募型共同研究 事業を⻑年実施してきました。学融合推進センターが今年度いっぱいで終了し、次年度よ
り、 新たに教育開発センターが発⾜予定となっているため、今回の公開研究報告会は、過去 30年の歴史を区切りとする報告会となりま
す。 そこで、これまでの公募型共同研究事業を総括し、今後の総研⼤の歩むべき⽅向性も含め、 皆様と議論をする時間を短時間です
が、設定させていただきました。また、懇親会の時間帯 （17:45-19:00）に、先導研学⽣のポスター発表の機会も設定させていただきま
した。 先導研学⽣にとりまして、様々な専攻の参加者の皆様との貴重な交流の機会となります ので、是⾮、懇親会も含めてご参加くだ
さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
プログラムはこちら
学融合推進センター研究事業担当：⼩松睦美・⽥辺秀之

過去の公開研究報告会
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公開研究報告会

24 January 2014

学融合研究事業では、総研⼤内の分野を跨いだ様々な共同研究の⽀援を⾏ってきました。採択された研究課題の代表者は、年に⼀度、公
開研究報告会にて、研究の中間報告または最終報告を⾏うことになっており、今年は1⽉23⽇（⽊）、24⽇（⾦）に学融合推進センター1
階ホールにて開催されました。初⽇の第1セッションでは、戦略的共同研究ⅠⅡの最終報告3件、続いて中間報告9件（5分間ずつのプレビュー
とポスターセッション45分間）の発表が⾏われ、総勢50名を超える参加者が集まり、活発な議論がなされ、その後の懇親会も⼤盛況でし
た。ポスター発表には、研究費の増額の特典があるポスター賞が設定されており、参加した全ての教員による投票（各⾃シール2枚を貼る
⽅式）で決定されます。今年度のポスター賞は、⽐較⽂化学専攻の菊澤律⼦准教授の「⼿話⾔語学を世界へつなぐ－メディア発信とelearning開発に向けて－」、および地域⽂化学専攻の野林厚志教授の「「料理」の環境⽂化史：⽣態資源の選択、収奪、消費の過程が環境
に与えるインパクト」の2つの課題が同点1位でポスター賞（学融合推進センター賞）に選ばれました。この2課題には、特典として次年度
の研究費に25万円が加算されます。2⽇⽬の第2セッションでは、公募型共同研究と若⼿研究者研究⽀援の最終報告6件の発表が⾏われ、続
いて研究プロジェクト企画会議の活動報告と全体討論が⾏われました。

【開催⽇時】

平成26年1⽉23⽇（⽊）13:00〜1⽉24⽇（⾦）12:50

【開催場所】

総研⼤葉⼭キャンパス学融合推進センター棟1Fホール

【タイムスケジュール】
■ 平成26年1⽉23⽇（⽊）

1⽇⽬

12:00〜13:00

受付

13:00〜13:05

開会挨拶（池内理事） 進⾏:平⽥

○

他

光司学融合推進センター⻑

第1セッション<最終報告> 進⾏:颯⽥副センター⻑

13:05〜13:30 テクノロジーアセスメント報告の試作—ヒト全ゲノム解読の時代の社会的課題を例に
遺伝学専攻 井ノ上 逸朗教授戦略的共同研究Ⅰ 24〜25年度（最終年度）
13:30〜14:10 現⽣⼈類の拡散による遺伝⼦と⽂化の多様性創出に関する総合的研究
遺伝学専攻 斎藤 成也教授 22〜25年度（最終年度）
14:10〜14:50 ⽇本における諸科学の編制と基礎概念の検討―⽂理融合の有効性をさぐる
国際⽇本研究専攻 稲賀 繁美教授 (代理発表:鈴⽊ 貞美名誉教授）23〜25年度（最終年度）
14:50〜14:55
14:55〜15:15
○

講評
休憩

ポスターセッション<中間報告>

進⾏:本郷

⼀美准教授

[プレビュー ⼝頭発表 1研究課題につき5分]
15:15〜15:20 観相資料の学際的研究⽇本⽂学研究専攻
相⽥ 満准教授 24〜26年度（継続）
15:20〜15:25 在ハワイの⽇本歴史・⽂化資料をめぐる国際共同研究
⼤久保 純⼀教授 24〜26年度（継続）

―ハワイにおける⽇本⽂化の受容⽇本歴史研究専攻

15:25〜15:30 ⼿話⾔語学を世界へつなぐ―メディア発信と e-learning 開発に向けて―
⽐較⽂化学専攻 菊澤 律⼦准教授 24〜26年度（継続）
15:30〜15:35 惑星科学と⽣命科学の融合：⽣命概念の普遍化をめざして
⽣命共⽣体進化学専攻 ⻑⾕川 眞理⼦教授 24〜26年度（継続）
15:35〜15:40 「料理」の環境⽂化史：⽣態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に与えるインパクト
地域⽂化学専攻 野林 厚志教授 25〜27年度（25年度新規）
15:40〜15:45 ニュー・ミュージオロジーの確⽴のための研究
地域⽂化学専攻 ⽵沢 尚⼀郎教授 25〜26年度（25年度新規）
15:45〜15:50

⾃然界の様々なスケールに現れる⾼エネルギージェット現象の解明
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素粒⼦原⼦核専攻

板倉数記講師（代理発表:郡

温度感受システムの進化⽣理学

15:50〜15:55

⽣命共⽣体進化学専攻

颯⽥ 葉⼦教授

和範講師）

25〜27年度（25年度新規）

—無脊椎動物をターゲットとしてー
25〜27年度（25年度新規）

科学技術コミュニケーションの実践知理解に基づくディスカッション型教育メソッドの開発

15:55〜16:00

情報学専攻

坊農

真⼸助教

育成型共同研究⽀援

25〜27年度（25年度新規）

[ポスターセッション]
16:00〜16:45 ポスターセッションその１
16:45〜17:30 ポスターセッションその２
17:30〜18:00 休憩
18:00〜20:00 懇親会

■

平成26年1⽉24⽇（⾦）
受付

8:30〜9:05
○

2⽇⽬

第2セッション<最終報告>

進⾏:印南

秀樹

准教授

9:05〜9:30 糖鎖集合状態の変化による幹細胞近接場制御
⽣理科学専攻 池中 ⼀裕教授 23〜25年度（最終報告）
9:30〜9:55

模擬宇宙線を⽤いた実験室宇宙科学の展開

加速器科学専攻

⾼⼭

健教授

23〜25年度（最終報告）

9:55〜10:10 複合的災害を巡る社会構造と⾔論に関する科学技術社会論的研究〜格差の構造に注⽬して
⽣命共⽣体進化学専攻 標葉 隆⾺助教 24〜25年度（最終報告）
10:10〜10:25 ヘパラン硫酸微⼩構造(HSNS)によるＷｎｔシグナルの制御
基礎⽣物学専攻 三井 優輔助教 24〜25年度（最終報告）
10:25〜10:40 ショウジョウバエにおけるmiRNA遺伝⼦と標的遺伝⼦の共進化の検証
遺伝学専攻 野澤 昌⽂助教 24〜25年度（最終報告）
最終氷期以降における東南極氷床の融解：その量・速度の定量的復元

10:40〜10:55

極域科学専攻
10:55〜11:00

講評

11:00〜11:15

休憩

○

菅沼

悠介助教

24〜25年度（最終報告）

研究プロジェクト企画会議の活動報告と総研⼤を代表するプロジェクト(11:30〜12:25） 進⾏:⽥辺

12:25〜12:35 ポスター賞表彰・閉会挨拶（⾼畑

尚之学⻑）

【会議の様⼦】

308

秀之

准教授

池内理事による開会挨拶

⻫藤教授による戦略的共同研究II採択課題の最終
報告

戦略的共同研究Iの報告（相⽥教授）

戦略Iの報告（⼤久保教授）

学融合推進センター賞受賞の菊澤准教授

学融合推進センター賞受賞の野林教授

育成型共同研究採択課題の坊農助教

育成I の郡講師（代理発表）

懇親会も盛会となりました

翌朝は最終報告を中⼼とした発表
公募型共同研究の⾼⼭教授
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若⼿研究者研究⽀援の標葉助教

若⼿⽀援の野澤助教

研究プロジェクト企画会議の活動報告と全体討
論

⾼畑学⻑による講評

310

Home > 学融合推進センターの事業と活動 > 公開研究報告会 > 平成26年度

公開研究報告会

15 January 2015

【会議の様⼦】
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公開研究報告会

28 January 2016

開催⽇時・場所
⽇時 平成28年1⽉28⽇（⽊）13：10〜1⽉29⽇（⾦）12：30
開催場所
IPC⽣産性国際交流センター セミナー室Ａ（研修棟1F 101）
住
所：〒240-0015 神奈川県三浦郡葉⼭町湘南国際村
アクセス：http://www.js-ipc.gr.jp/access.html

プログラム

【会の様⼦】
ブログ記事もご覧ください（クリック）。

岡⽥学⻑による開催挨拶

戦略的共同研究

野林教授

戦略的共同研究

板倉講師

戦略的共同研究

颯⽥教授

育成型共同研究

坊農准教授

学融合共同研究

筒井准教授

314

学融合共同研究

⽊村教授

テラスでの集合写真

学融合共同研究

斎藤教授

学融合共同研究

学融合共同研究

塚原助教

⽣理学専攻４年の菊地原さんによる学⽣企画の報告

⽥邊助教

ポスター発表の様⼦

315

カラス⾁の試⾷

グローバル共同研究

⾜⽴准教授

学融合共同研究

佐藤准教授

学融合共同研究

都丸准教授

学融合共同研究

⽚岡准教授

学融合共同研究

新村助教

学融合共同研究

古⾕准教授
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学融合共同研究

佐藤教授（代理

総合討論（⽥辺准教授の司会）

寺井助教）

学融合共同研究

武⽥教授

平⽥センター⻑による閉会挨拶
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公開研究報告会

26 January 2017

開催⽇時・場所
⽇時 平成29（2017）年1⽉26⽇（⽊）13:40〜 1⽉27⽇（⾦） 12:30予定
場所 総合研究⼤学院⼤学 葉⼭キャンパス 学融合推進センター棟 1階 福利厚⽣室

プログラム
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【会の様⼦】
ブログ記事もご覧ください（クリック）。

⼤峯副学⻑による開催挨拶

学融合共同研究

佐藤准教授

学融合共同研究

都丸准教授

319

学融合共同研究

学融合共同研究

学⽣企画事業紹介

佐藤教授

清古さん

新村助教

萌芽的研究会

島⾕准教授

萌芽的研究会

⻄中特任准教授

岡⽥学⻑による乾杯
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意⾒交換会の様⼦

シンガポール国⽴⼤の末⽥⽒

学融合共同研究

学融合共同研究

武⽥教授

古⾕教授

グローバル共同研究

⾜⽴教授

研究事業意⾒交換

鎌⽥センター⻑による閉会挨拶
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公開研究報告会

8 February 2018

開催⽇時・場所
⽇時 平成30（2018）年2⽉8⽇（⽊）13:40〜 17:45
場所 総合研究⼤学院⼤学 葉⼭キャンパス 学融合推進センター棟 1階 福利厚⽣室

プログラム

【会の様⼦】
2⽉8⽇（⽊）に学融合推進センター1階ホールにて、学融合推進センター公募型研究事業・公開研究報告会が開催されました。
年に1回開催される本報告会では、センターが⽀援している公募型研究課題の研究代表者による成果発表が⾏われます。
まず、萌芽的共同研究の報告5件の発表が⾏われました。
「太陽系⾒聞録の作成と発信ー太陽系の起源と進化の統合的理解に向けてー」では、極地研の保有する南極隕⽯とJAXAのはやぶさプロ
ジェクトの連携からスタートしたという経緯が述べられました。⼋王⼦隕⽯について微⼩資料の科学的解析と古典籍の解析の両⾯から研究
が⾏われています。
「⽣物界を超えた遺伝⼦発現調節因⼦trans-kingdom interfering RNAの探索」では、⼆本鎖RNAを害⾍に摂⾷させRNA⼲渉を起こすことに
よって害⾍防除を⾏うRNA農薬について述べられました。広範な昆⾍に活⽤できる⼀⽅で、種特異性が⾼く、化学的には安全であるという
点で、現状の化学農薬の問題点を解消することが⾒込まれます。
「抗体の糖鎖修飾をモデルとした糖転移酵素の細胞内局在の探査」では、タンパク質の糖鎖修飾を⾏う糖転移酵素がゴルジ体内でも住み分
けしていること、タンパク質の細胞内輸送経路の違いで糖鎖修飾のパターンが変化することが述べられました。糖鎖はタンパク質間相互作
⽤に重要な役割を果たしており、糖鎖修飾の過程が明らかになることは、細胞内ネットワークの理解や創薬につながると考えられます。
「アゲハチョウの眼外紫外光受容タンパク質と⽣殖⾏動との関連」では、アゲハチョウの尾端に存在する紫外光受容タンパク質について、
タンパク質の物理化学から動物⽣理学、神経⾏動学、分⼦⽣物学といった様々なアプローチで解析を⾏なっていることが述べられました。
尾端における光受容は⽣殖⾏動の制御に重要であると考えられています。
「⽣物の紫外線の利⽤と蛍光の⽣物学的意味を理解する〜光情報解析と⽣物学解析の融合〜」では、サンゴの蛍光タンパク質について、光
情報学と蛍光放射の⽣物学の両⾯から解析を⾏なっていることが述べられました。サンゴに限らず、刺胞動物⼀般に蛍光タンパク質が存在
し、触⼿に多く存在することから、プランクトンを捕⾷するために蛍光が利⽤されているとの可能性が発⾔されました。
続いて、センター⻑裁量⽀援共同研究課題の報告1件の発表が⾏われました。
「天変地異と⼈間社会の変遷：⾔葉の在り⽅と世界の在り⽅」では、雷・隕⽯・オーロラを通して、古典籍の分析から⾒えてきた科学的知
⾒を中⼼に述べられました。また、異分野融合にまつわるイベントや市⺠参加型の研究についても紹介されました。
最後に、「これまでの公募型共同研究課題の総括と最新の成果報告について」という題で、学融合推進センターのこれまでの活動の紹介、
公募型共同研究の⽀援を通して得られた、異分野融合型共同研究のパターンについて発表がなされました。
閉会後の懇親会では、先導科学研究科⽣命共⽣体進化学専攻の学⽣による4件のポスター発表も⾏われました。
学融合推進センター公募型共同研究事業、および、公開研究報告会は今年度で終了することとなりましたが、多くの異分野連携型の研究の
きっかけを作り、また、異分野連携型の共同研究の成功例や課題といった多くの知⾒が得られたことと思われます。
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ブログ記事もご覧ください（クリック）。
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総研⼤研究プロジェクト企画会議
学融合推進センターでは複数回に渡る企画会議を開催し、様々な研究シーズの探索と議論を重ね、本学を代表する研究
プロジェクトの⽴案を⽬指してまいりました。今年度（平成２６年度）は、これまでの学内共同研究⽀援事業の枠組みの
再編に伴い、新事業枠である「グローバル共同研究」と「学融合共同研究」の⽀援の趣旨に適した異分野連繋型の課題の
創出を⽬指すこととなりました。これまでの会議にご出席いただいた⽅のみならず、ご参加いただける⽅を全学より広く
募集いたします。
企画会議PR動画

総研⼤研究プロジェクト第１０回企画会議

参加者募集

⽇時： 平成２７年１１⽉９⽇（⽉） １３：００ 開始
（１１⽉１０⽇午前
希望者のみ基礎⽣物学研究所⾒学を予定）
場所： ⾃然科学研究機構 分⼦科学研究所 研究棟201 セミナー室
（〒444-8585 愛知県岡崎市明⼤寺町字⻄郷中38）
（協⼒：機能分⼦科学専攻 中村敏和 准教授）
１１⽉９⽇(⽉)
・開催挨拶 総合研究⼤学院⼤学 学⻑

岡⽥泰伸

・参加者による⾃⼰紹介
・「電⼦スピン共鳴（ESR）で何が分かるのか？-物理，化学，材料，⽣体，医療，⾷品，年代計測…-」
機能分⼦科学専攻 准教授

中村敏和

・「炭⽔化物⾷と脂肪⾷の選択⾏動に関わるニューロンの発⾒とその制御機 構に関する研究」
⽣理科学専攻 教授 箕越靖彦
・分⼦科学研究所

⾒学

・「視覚障害者が鎌倉時代の写本『源⽒物語』を指で読む」
⽇本⽂学研究専攻 教授 伊藤鉄也
・「総合教育科⽬『⼤統合⾃然史（仮称）』の紹介」
学融合推進センター 特任教授 鎌⽥進
・「研究ノートプロジェクトの現状と今後について」
遺伝学専攻 准教授 ⽊村暁/学融合推進センター 助教 ⼩松睦美
・総合討論
・意⾒交換会
（注：意⾒交換会参加費⽤は参加者のご負担となります）
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１１⽉１０⽇(⽕)
・基礎⽣物学研究所明⼤寺地区
協⼒

基礎⽣物学専攻 助教

⾒学

[希望者のみ]

倉⽥智⼦

＊宿泊場所については、名鉄東岡崎駅周辺ホテルの各⾃⼿配をお願いいたします。
参加申込： 参加⼈数を把握するため、参加を希望される⽅は 平成２７年１１⽉２⽇（⽉）までに下記連絡先までその旨をご連絡くださ
い。
(参加者の旅費については学融合推進センターが負担いたします)
＜学融合推進センター事務室＞
TEL.046-585-1629/1657 E-MAIL

cpis-ofﬁce@ml.soken.ac.jp

現時点で研究プロジェクトのアイデアを持っているか否かに関わらず、本学を代表する研究プロジェクトを構築するという志を共にする本
学研究者の積極的なご参加をお待ちしております。研究アイデアのご提案をされたい場合には、その旨を下記の担当者までお知らせくださ
い。また、もし今後この企画会議で取り上げるべき研究のアイデアをお持ちの本学研究者をご存知でしたら、是⾮ともご紹介ください。
学融合研究事業 責任者 ⽥辺秀之 准教授 tanabe_hideyuki@soken.ac.jp
担当者 ⼩松睦美 助教 komatsu_mutsumi@soken.ac.jp
第1回から第9回までの企画会議の議論の内容は、会議録にてご確認いただけます。これまでの会議にご参加の⽅にお配りしておりますが、
それ以外でご所望の⽅は上記担当者までご連絡ください。

過去の企画会議
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第⼀回企画会議
総研⼤研究プロジェクト

25 July 2013
第⼀回企画会議

【開催場所】

学術総合センター

【参加者】

２７名

【プログラム】
１．開会
２．開催挨拶・企画会議の趣旨説明
学融合推進センター⻑ 平⽥

光司

教授

秀之
公⼀

准教授
助教

３．参加者による簡単な⾃⼰紹介
４．「在り⽅検討会」の振り返り
学融合研究事業責任者 ⽥辺
学融合研究事業担当
⾒上
５．「新分野の開拓」の活動内容
学⻑付教授 湯川 哲之

教授

６．話題提供
「南極湖沼から⽣態系の原理を探る」
「⾔語をとおしてみる⼈間研究」
「質感を科学するということ」
７．全体討論

極域科学専攻
⽐較⽂化学専攻
⽣理科学専攻

⼯藤
菊澤
⼩松

栄 准教授
律⼦ 准教授
英彦 教授

終了後、懇親会
【議論の概要】
まず平⽥センター⻑から総研⼤を代表する研究プロジェクトを⽴ち上げることが⽬的であるとの確認があり、第１回企画会議は昨年度の
「学融合研究事業の在り⽅検討会」を振り返る形でスタートしました。⽂理融合は⼤きな⽬標ではあるものの、そこにこだわらず総研⼤の
特⾊を活かした研究というのが共通認識です。また、湯川先⽣からは「新分野開拓」を実施したご経験から、⼤きなテーマのもとでいくつ
かの研究班が活動し、密な研究班間の連携を⾏うというひとつのモデルをご提案いただきました。プロジェクトの体制を考えることもこの
会議の重要な役割となっています。
具体的な話題提供としては極域科学専攻の⼯藤先⽣、⽐較⽂化学専攻の菊澤先⽣、⽣理学専攻の⼩松先⽣にお話をいただきましたが、そ
れぞれに学際的な研究を⾏っており、その内容を中⼼として闊達な議論が⾏われました。このような現在進⾏中の研究の中⾝を理解しなが
ら、次なる研究の流れを作り出すことこそこの会議の担う役割です。これらの研究を単に押し進めるだけではなく、他の分野との接点や融
合の可能性を検討していく必要があります。また、会場では学外研究者との連携も重要であることが指摘され、総研⼤の強みである専⾨性
を繋いでくれるような学外研究者の探索も今後の課題です。
多くの参加者から充実した会議であったとのご意⾒をいただきましたので、次回以降も継続して議論を進められるよう企画して⾏く予定
です。
（⽂責：⾒上公⼀）
【会議の様⼦】

27名の⽅にお集まりいただきました

平⽥先⽣より開会の挨拶と趣旨の説明
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参加者による⾃⼰紹介

湯川先⽣による過去の試みについての発表

⼯藤先⽣による話題提供

菊澤先⽣による話題提供

⼩松先⽣による話題提供

懇親会も⼤変盛り上がりました
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⽂系理系が⼊り交じり議論も⽩熱

分野を超えたネットワーク形成の場となりまし
た
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第⼆回企画会議
総研⼤研究プロジェクト

14 September 2013
第⼆回企画会議

【開催⽇時】

平成２５年９⽉１４⽇（⼟）

【開催場所】

東京⼋重洲ホール ２階 ２０１会議室

【参加者】

20名

【内容】
⑴ 第１回企画会議の振り返りと今後の⽅針について
⑵ 本学を代表する研究プロジェクトの具体的提案としての話題提供
「次世代バイオサイエンス推進のための研究・教育拠点」
⽣理科学専攻 池中⼀裕 教授
「『極限状態』から紐解く⾃然現象の謎：学際的・多⾓的アプローチの可能性」
素粒⼦原⼦核専攻 板倉数記 講師
「光学解析技術による新しい挑戦」
基礎⽣物学専攻 ⻲井保博 准教授
⑶ 全体討論
終了後、懇親会
【議論の概要】
第２回企画会議は前回の会議の内容を振り返ることから始めました。プロジェクトの⽬的をどのように設定するか、そして広く学内の研究
者が積極的に関与できる体制とはどのようなものか、そして実際の運営についてはどのような組織が必要となるかなど、まだまだ検討すべ
き課題はたくさんあるようです。
具体的な話題提供では⽣理学専攻の池中先⽣、素粒⼦原⼦核専攻の板倉先⽣、基礎⽣物学専攻の⻲井先⽣にお話をいただきました。個別
分野の閉塞感を打開するための研究と教育の包括的な在り⽅の必要性、類似する現象を複数分野から包括的に捉えることの重要性、そして
技術を中⼼とした分野連携の可能性など、それぞれの提案の中に学融合の異なる在り⽅が提⽰されていたように思います。また、他分野の
ことを知り、分野間の交流を活性化させるという視点でも、この企画会議が担うことのできる役割は⼤きいのではとのご意⾒もいただきま
した。より多くの研究者に関与していただく為にも、「⾯⽩い・⾃分もやりたい」と思わせるような研究プロジェクトの⽴案が求められて
いるようです。
今回は全体についての意⾒交換もある程度の時間をとることができました。次回は場所を岡崎に移して開催することで、より多くの研究
者からご意⾒がいただけるよう企画を進めていきます。
（⽂責：⾒上公⼀）
【会議の様⼦】
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第三回企画会議
総研⼤研究プロジェクト

02 October 2013
第三回企画会議

【開催⽇時】

平成２５年１０⽉２⽇（⽔） 午後１時００分~午後５時３０分

【開催場所】

⾃然科学研究機構 ⼭⼿地区 ⼭⼿３号館２階 共通セミナー室

【参加者】

28名

【内容】
⑴ 第１回・第2回企画会議の振り返り
⑵ シーズ提案・話題提供
「惑星科学と⽣命科学の融合：⽣命概念の普遍化をめざして」
⽣命共⽣体進化学専攻 ⻑⾕川眞理⼦ 教授
「⼈⼯光合成を志向した⾦属錯体化学」
構造分⼦科学専攻
正岡重⾏ 准教授
「核融合研究の現状と基礎研究との関わり」
核融合科学専攻
岡村昇⼀ 教授
⑶ 融合研究の成功例の紹介と全体討論
「補償光学顕微鏡プロジェクトの経緯」
基礎⽣物学専攻 ⽟⽥洋介 助教
終了後、懇親会
【議論の概要】
第３回企画会議も第１回・第２回の会議の内容を振り返ることから始めました。プロジェクトの⽬的や体制といった点では継続した議論
が必要となりますが、第２回会議では若⼿研究者の持つ創造性やエネルギーをどう利⽤できるのかといったことも検討すべき課題として挙
げられていました。
そして話題提供では⽣命共⽣体進化学専攻の⻑⾕川先⽣、構造分⼦科学専攻の正岡先⽣、核融合科学専攻の岡村先⽣からお話をいただ
き、また前回の⻲井先⽣からご紹介があった若⼿中⼼のプロジェクトの代表者である基礎⽣物学専攻の⽟⽥先⽣にもお話いただきました。
本学のみならず機構法⼈や外部資⾦で進められる分野横断型のプロジェクトの実情を知ることは重要です。研究プロジェクトを⽴案するこ
とを⽬指して進んできたこの企画会議ですが、学融合研究を促進するための「サロン」的な役割を担うことの重要性が強く認識されたと共
に、若⼿研究者が学融合研究に興味を持ち、そして実践することが難しいというアカデミアが抱える課題も⽰されたように思います。ま
た、⽂理だけではなく、⽬的意識を強く持つ⼯学系の分野との恊働にも壁は存在するようです。
このように乗り越えなければいけない壁を具体的に認識することは、学融合推進センターが果たすべき役割を理解し、適切な事業の設計
に役⽴ちます。⼀歩ずつではありますが、この企画は前進していると感じています。次回は⺠博での開催となりますが、更なる前進が期待
できるのではないでしょうか。
【会議の様⼦】

平⽥センター⻑より開会挨拶

恒例の⾃⼰紹介
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岡崎開催ということもあり、始めてご参加くだ
さった⽅も多数いらっしゃいました

⻑⾕川先⽣による話題提供

正岡先⽣による話題提供

岡村先⽣による話題提供

⽟⽥先⽣による話題提供

様々な⾓度からの⽩熱した議論

いくらあっても時間は⾜りません

議論は懇親会会場に場所を移して・・・
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第四回企画会議
総研⼤研究プロジェクト

05 November 2013
第四回企画会議

【開催⽇時】

平成２５年 １１⽉５⽇（⽔）
１１⽉６⽇（⽕）

【開催場所】

⼈間⽂化研究機構

【参加者】

23名

【内容】
1⽇⽬
⑴ 開催挨拶

平⽥光司

１２時４５分〜１７時５０分
９時３０分〜１２時１５分

国⽴⺠族学博物館

第四セミナー室

学融合推進センター⻑

⑵ 参加者による⾃⼰紹介
⑶ 展⽰解説
⽐較⽂化学専攻 菊澤律⼦ 准教授
⑷ 第１回・第２回・第３回 企画会議の振り返り
⑸ シーズ提案・話題提供
「豚の遊牧から家畜化を考える」
地域⽂化学専攻 池⾕和信 教授
「ペルー北⾼知パコパンパ遺跡における先祖崇拝と星座」
⽐較⽂化学専攻 關雄⼆ 教授
「動物の⾔葉の意味を探る」
基礎⽣物学専攻 新村毅 助教
⑹ 全体討論
終了後、懇親会
2⽇⽬
⑴ 1⽇⽬の議論の振り返り
⑵ 話題提供および展⽰解説
「博物館の歴史と⺠俗学博物館の課題」
地域⽂化学専攻 ⽵沢尚⼀郎
⑶ 全体討論

教授

【議論の概要】
第４回企画会議は国⽴⺠族学博物館にて１泊２⽇で⾏いました。まずは、⽐較⽂化学専攻の菊澤先⽣による⾔語を中⼼とした展⽰の解説
から始まりました。その後、話題提供として、地域⽂化学専攻の池⾕先⽣、⽐較⽂化学専攻の關先⽣、基礎⽣物学専攻の新村先⽣からお話
をいただきました。２⽇⽬は、⽵沢先⽣による展⽰解説を交えた話題提供を⾏っていただき、その後全体討論を⾏いました。
議論の中では、⽂理融合の難しさについての議論がなされていました。過去の例を振り返ってみると、⽂理融合は何度も試みられていま
すが、実際は⽂理協働の形でしか実現していないようです。そもそも研究のスタイルが異なる分野間の融合を実現するためには、双⽅によ
る歩み寄りが必要であるとの意⾒が出ておりました。また、⽂理融合研究が実現した場合に、何が成功で、何が失敗であるか、その評価が
難しいという問題が挙げられました。評価基準を作っていくことも課題のひとつであるかもしれません。
これまでの議論の中から「太陽」「時間」「起源」「記憶」「フーリエ変換」などのテーマが湧き上がってきております。今後はこれま
で同様の企画会議を続けるとともに、企画会議で提案されたテーマに関するワークショップを開催し、その中で具体的な研究課題を創出
し、総研⼤を代表する学際研究の実現を⽬指していきたいと思います。
【会議の様⼦】

平⽥センター⻑より開会挨拶

１泊２⽇のプログラムにも関わらず23名の⽅に
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ご参加いただきました

恒例の⾃⼰紹介

菊澤先⽣による展⽰解説

池⾕先⽣による話題提供

關先⽣による話題提供

新村先⽣による話題提供

理系と⽂系の違いが議論を⽣みます

336

総合討論では⽂理融合の可能性が議論されまし
た

菊澤先⽣セレクトのすてきなお店での懇親会

美味しいお料理で話もはずみます

翌⽇は前⽇の振り返りから始まりました

⽵沢先⽣の話題提供
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続いて⽵沢先⽣による展⽰解説

全体討論では企画会議の今後について議論され
ました
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企画会議ワークショップ

17 January 2014

「フーリエ変換によるイメージングとその周辺領域」
【開催⽇時】

平成２6年 1⽉14⽇（⾦）

【開催場所】

学術総合センター

【参加者】

約35名

１3時30分〜１７時30分

【内容】
(1) 学融合推進センターより本ワークショップの説明
(2) 本ワークショップ趣旨の説明
(3) 話題提供
「電波⼲渉計によるイメージングとその解析」
天⽂学専攻 本間希樹 准教授
「新たな情報処理の流れ：スパース性に基づく⽅法」
統計科学専攻 池⽥思朗 准教授
「タンパク質X線結晶構造解析における画像処理」
物質構造科学専攻 千⽥俊哉 教授
「(劣決定)逆問題の解法と薬物動態への応⽤」
情報学専攻 速⽔ 謙 教授
「拡散雑⾳モデルベース主成分分析によるマイクロフォンアレイ信号の次元削減」
情報学専攻 ⼩野順貴 准教授
「電⼦顕微鏡による分⼦から細胞までの構造解析」
⽣理科学専攻 村⽥和義 准教授

(5) 全体討論
終了後、懇親会

【会の様⼦】

まずは本間先⽣による話題提供

池⽥先⽣による話題提供
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千⽥先⽣による話題提供

速⽔先⽣による話題提供

⼩野先⽣による話題提供

村⽥先⽣による話題提供

全体討論

⽂理⼊り乱れての議論

30名以上の⽅にお集まりいただきました

少しタイトなスケジュールではありましたが、
⼤変有意義な会でした

続いて懇親会も盛会でした

本ワークショップを通して、分野は違えども広
く使われている技術であり、共通性が⾼いこと
がわかりました
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第五回企画会議
総研⼤研究プロジェクト

14 March 2014
第五回企画会議

【開催⽇時】

平成２6年 3⽉14⽇（⾦）

【開催場所】

国⽴遺伝学研究所

【参加者】

21名

１3時00分〜１７時00分

【内容】
(1) 開催挨拶
平⽥光司 学融合推進センター⻑
(2) 参加者による⾃⼰紹介
(3) 過去の企画会議の振り返り
(4) 話題提供
「ワークショップ『フーリエ変換によるイメージングとその周辺領域』の報告」
天⽂科学専攻 本間希樹 准教授
「学問は時間を定義できるか！？」
遺伝学専攻 ⼩林武彦 教授
「『偽物』をテーマとした学際研究の可能性の提案」
⽇本歴史研究専攻 ⼩瀬⼾恵美 准教授
(5) 全体討論
終了後、懇親会

【議論の概要】
第5回企画会議は国⽴遺伝学研究所にて⾏いました。まずは1⽉17⽇に⾏われたワークショップ「フーリエ変換によるイメージングとそ
の周辺領域」の報告を本間先⽣に⾏っていただきました。企画会議の中でわき上がった融合研究のシーズについて、関連する様々な分野の
研究者を集め、話題提供および議論する場がこのワークショップです。フーリエ変換の技術は様々な分野で使われており、異なる分野間
で、類似の技法、類似の問題があるということが⾒いだせたものの、すぐに研究テーマとして動き出せるかという点では難しく、もう何度
かワークショップを開催していく必要があるようです。
⼆題⽬は、「時間」をテーマとした話題提供で、⼩林先⽣のご提案は、「時間」に関する感覚を様々な学問分野で共有するためのデータ
ベースを作る、というものです。⼩林先⽣のご提案⾃体は直接論⽂等の学術的なアウトプットに結びつくものではありませんが、総研⼤の
全教員が参加できるテーマであり、また、このデータベースが実現されれば、学際的な研究テーマの創出に活かされるものになると思われ
ます。また、時間に関連する研究として、湯川先⽣の宇宙の始まりに関わる時間と空間に関するご研究についてもご紹介いただきました。
三題⽬は⼩瀬⼾先⽣による「偽物」を テーマとした話題提供です。真作と贋作は社会通念により決まるという話を実際の例をもとにお
話いただきました。また、「偽物」というキーワードを少し広げて考えると、⽣物学では擬態、計算科学ではモデル化、その他に偽科学、
研究者倫理等、様々な分野への広がりが期待できるテーマでもあります。
総合討論では今後の企画会議の⽅向性について議論されました。企画会議はサロンのように交流の場として重要な役⽬を果たしているも
のの、何かしらアウトプットを残していくことも重要です。学術論⽂には直接は結びつかないものの、今回の話題提供で取り上げられた
「時間」や「偽物」のようなデータベースを作ることも企画会議のひとつの成果となりうるといえます。今後の企画会議は、これまで通り
のサロンの役⽬も果たしつつ、具体的なアウトプットを⾒据え、展開していきたいと思います。

【会議の様⼦】

今回は21名の⽅にご参加いただきました

平⽥センター⻑より開会挨拶
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恒例の⾃⼰紹介

本間先⽣による話題提供

⼩林先⽣による話題提供

⼩瀬⼾先⽣による話題提供

総合討論

懇親会会場にて遺伝研所⻑桂先⽣によるご挨拶

乾杯！
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第６回企画会議
総研⼤研究プロジェクト
【開催⽇時】

11 September 2014
第６回企画会議

平成２６年９⽉１１⽇（⽊）

【開催場所】 品川インターシティ貸会議室
http://www.sic-hall.com/home/contact.html
【参加者】

１３時００分〜１７時３０分
貸会議室４ （〒108-6105 東京都港区港南2-15-4）

23名

【内容】
(1) 開催挨拶
平⽥光司
(2) 参加者による⾃⼰紹介

学融合推進センター⻑

(3) 過去の企画会議の振り返り
⽥辺秀之 准教授
(4) 話題提供
グローバル共同研究採択課題についてのご紹介
「失われた⽣態システムの多様性解明に向けた古代ＤＮＡ研究の展開」
統計科学専攻 ⾜⽴淳 教授
復旦⼤学 ⽶澤隆弘 副教授
「総研⼤プロジェクトとしての『よい研究記録のあり⽅研究』の提案」
遺伝学専攻 ⽊村暁 准教授
「研究記録に関して」
学融合推進センター 菊池好⾏ 特任准教授
(5) 全体討論
終了後、懇親会

【会議の様⼦】
こちらのブログもご参照ください。

今回は23名の⽅にご参加いただきました

平⽥センター⻑より開会挨拶
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恒例の⾃⼰紹介

⽥辺先⽣より過去の振り返り

⾜⽴先⽣よりグローバル共同研究採択課題のご
紹介

⽶澤先⽣よりグローバル共同研究採択課題のご
紹介

⽊村先⽣より実験ノートに関するご提案

菊池先⽣より研究記録に関するお話

総合討論

総合討論

懇親会

344

Home > 学融合推進センターの事業と活動 > 総研⼤研究プロジェクト企画会議 > 第7回企画会議

第7回企画会議
総研⼤研究プロジェクト
【開催⽇】

第7回企画会議

平成２６年１１⽉６⽇（⽊）〜１１⽉７⽇（⾦）

【開催場所】国⽴天⽂台 ⽔沢ＶＬＢＩ観測所
本館会議室（協⼒：天⽂学専攻 本間希樹 准教授）
（岩⼿県奥州市⽔沢区星ガ丘町２－１２）
http://www.miz.nao.ac.jp/content/tour_guide_mizusawa_campus
【内容】１１⽉６⽇（⽊） 企画会議
（１）「誤差から学ぶ－Z項と地球回転」
天⽂学専攻 花⽥英夫 准教授
（２）「研究記録のあり⽅研究」継続議論
遺伝学専攻 ⽊村暁 准教授 他
（３）「⽂化財レスキューと⽣活記憶の⼈⽂学」
国⽴歴史⺠俗博物館

葉⼭茂 特任助教（総研⼤修了⽣）

（４）⽔沢地区⾒学（VLBI 観測所、⽊村記念館、奥州宇宙遊学館）
その後、奥州市前沢区にて懇親会

１１⽉７⽇（⾦） 三陸視察
午前7:30時頃⽔沢駅出発?陸前⾼⽥他視察?

（午後： 中尊寺訪問：⾃由参加)
「浄⼟教⽂化に関するフィールドワーク」
学融合推進センター 七⽥⿇美⼦特任准教授
【会議の様⼦】
こちらのブログもご参照ください。

恒例の⾃⼰紹介（左）に始まり、花⽥先⽣のZ項に関する話題提供
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⽇本に⼆つある標準時のうちの⼀つは⽔沢で計測されています（左）、計測データを記録するメディア（右）

⽊村栄記念館の⾒学（左）、葉⼭先⽣による⽂化財レスキューの話題提供（右）

継続議論の⽊村先⽣による研究記録のあり⽅に関する議論（左）、議論は懇親会の席でも（右）

被災地陸前⾼⽥の視察、地元の⽅によるガイド（左）
ガイドの⽅が撮影された津波の映像を実際の現場で⾒る様⼦（右）

中尊寺でのフィールドワーク（左）、⽔沢天⽂台にて電波望遠鏡を背に集合写真（右）
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第８回企画会議

5 February 2015

⽇時：平成27年2⽉6⽇（⾦）13:00〜2⽉7⽇（⼟）
（2 ⽉6 ⽇13 時00 分集合・2 ⽉7 ⽇昼解散予定）
場所：2 ⽉6 ⽇(⾦)：核融合科学研究所 （〒509-5292 岐⾩県⼟岐市下⽯町322-6）
（協⼒：核融合科学専攻 中⻄秀哉 准教授）
2 ⽉7 ⽇(⼟)：多治⾒市産業⽂化センター3 階⼤会議室 （多治⾒駅徒歩15 分）
（〒507-8603 岐⾩県多治⾒市新町1 丁⽬23 番地）
スケジュール：２⽉６⽇（⾦）１３：００-１７：００ 企画会議I
（核融合科学研究所 シミュレーション科学研究棟１階会議室）
・開催挨拶
核融合科学研究所⻑・核融合科学専攻⻑・ ⼩森彰夫 教授
・「⼈間科学から⾒る科学コミュニケーション」
核融合科学専攻 中⻄秀哉 准教授
・「⾼輝度X 線の2 次元エネルギー分布画像診断法の基礎研究」
核融合科学専攻 武藤貞嗣 助教
・「⾚外線の⽬で⾒る宇宙：宇宙の誕⽣から太陽系外惑星まで」
宇宙科学専攻 松原英雄 教授
・「古典⽂学における研究記録の⽅法」
⽇本⽂学研究専攻 ⼩⼭順⼦ 准教授
・⼤型ヘリカル装置(LHD)実験装置⾒学
終了後、多治⾒駅付近にて懇親会
（注：懇親会参加費⽤は参加者のご負担となります）
２⽉７⽇（⼟）９：３０-１２：００ 企画会議II （多治⾒市産業⽂化センター3 階⼤会議室）
・「動物福祉のグローバル化」
基礎⽣物学専攻 新村毅 助教
・「現場主義統計学」
統計科学専攻 島⾕健⼀郎 准教授
[希望者のみ]
２⽉５⽇（⽊）
１５：３０ 核融合研シミュレーション科学研究棟１階会議室 集合
１５：３０-１７：１５ ⼤型ヘリカル装置（LHD）実験⾒学
２⽉６⽇（⾦）
１０：００-１１：００ 研究事業 意⾒交換会
（核融合科学研究所 シミュレーション科学研究棟１階会議室）
⼤型ヘリカル装置⾒学は、２⽉６⽇に実験休⽌中のLHD 本体室内部の⾒学を⾏います。２ ⽉５⽇の実験実施⽇には、プラズマ実験の様⼦
を⾒学する予定ですので、是⾮ご参加くださ い。

現時点で研究プロジェクトのアイデアを持っているか否かに関わらず、本学を代表する研究プロジェクトを構築するという志を共にする本学研究者の積極的な
ご参加をお待ちしております。研究アイデアのご提案をされたい場合には、その旨を下記の担当者までお知らせください。また、もし今後この企画会議で取り
上げるべき研究のアイデア をお持ちの本学研究者をご存知でしたら、是⾮ともご紹介ください。
学融合研究事業
責任者 ⽥辺秀之 准教授
tanabe_hideyuki[at]soken.ac.jp
担当者 ⼩松睦美 助教
komatsu_mutsumi[at]soken.ac.jp
第１回から第７回までの企画会議の議論の内容は、会議録にてご確認いただけます。これまでの会議にご参加の⽅にお配りしておりますが、それ以外でご所望
の⽅は上記担当者までご連絡ください。

会議の様⼦
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中⻄先⽣の説明を聞きながら実験を⾒学

プラズマが発⽣している様⼦（中央モニタ）

スーパーコンピューター

核融合科学研究所⼩森所⻑によるご挨拶

学⽣も参加してくれました

参加者による⾃⼰紹介
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中⻄先⽣によるサイエンスコミュニケーショ
ンの話題提供

施設⾒学

ギネス記録を持つ厚い壁
（放射線封じ込めのため）
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武藤先⽣による画像診断法の話題提供

⼩⼭先⽣による研究記録に関する話題提供

懇親会では岐⾩の美味しいお酒を堪能

新村先⽣による動物福祉の話題提供

島⾕先⽣の⽣物統計に関する話題提供

松原先⽣による⾚外線による観測の話題提供
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第９回企画会議

25 April 2015

⽇時：平成27年4⽉25⽇（⼟）13:00〜15:00
場所：国⽴歴史⺠俗博物館 （〒285-8502 千葉県佐倉市城内町117 ）

歴博の⻄⾕先⽣による解説

千両箱を実際に持って重さを体感
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萌芽的研究会開催⽀援
平成29年度の募集を開始しました。平成30年1⽉31⽇締切
平成29年度萌芽的研究会開催⽀援要項
平成29年度萌芽的研究会開催⽀援申請書
趣旨
総合研究⼤学院⼤学（以下、「本学」）に於いて、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並びに先導的な新野
の開拓を⽬指す異分野連携型の共同 研究のシーズを⽀援することを⽬的に、「萌芽的研究会開催⽀援」事業の募集を⾏いま す。

過去の萌芽的研究会の⼀覧
年度

研究会名

所属

申請代表者

平成29年度

新たなヒト進化学の創成を検討するための研究会

⽣命共⽣体進化学専攻

⽥辺秀之

平成28年度

分野融合研究の駆動⼒となる定量的アプローチの研究
会

学融合推進センター

⻄中

美和

特任准教授

平成28年度

重⼒崩壊型超新星の重要未解決問題の解決に向けて

天⽂科学専攻

梶野

敏貴

准教授

平成28年度

⽇本⼈がかかえる英語の諸問題：研究に必要な英語教
育・政策・国⺠性

統計科学専攻

島⾕ 健⼀郎

准教授

平成27年度

量⼦論の諸問題と今後の発展

素粒⼦原⼦核専攻

筒井 泉

准教授

平成27年度

観相学・観相資料の総合的・学融合的研究準備会

⽇本⽂学専攻

相⽥ 満

准教授

平成27年度

惑星科学と社会の相互の関係の在り⽅についての研究
会

極域科学専攻

⼭⼝ 亮

准教授

平成27年度

各学問分野の⾔葉の違いを探る

学融合推進センター

七⽥ ⿇美⼦
特任准教授

平成27年度

「キュレーション」の学際的発展についての研究会

学融合推進センター

⼩松 睦美 助教

平成26年度

⽂理学術基盤に関する萌芽的研究会

⽐較⽂化学専攻

出⼝ 正之 教授

平成26年度

研究記録を通じて融合的研究と教育をすすめるための
研究会

遺伝学専攻

⽊村 暁 准教授

平成26年度

⼈間科学から⾒る科学コミュニケーション

核融合科学専攻

中⻄ 秀哉 准教授

平成26年度

動物福祉研究会

基礎⽣物学専攻

新村 毅 助教

過去の萌芽的研究会の様⼦
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報告書
准教授

平成 27 年 3 月 30 日
出口正之
学融合研究事業・萌芽的研究会
「文理学術基盤に関する萌芽的研究会」
報告書
(1) 参加者一覧
出口正之 比較文化学専攻 教授 deguchi@idc.minpaku.ac.jp
中村敏和 機能分子科学専攻 准教授 Toshikazu NAKAMURA<t-nk@ims.ac.jp>;
田村義保 統計科学専攻

tamura@ism.ac.jp<tamura@ism.ac.jp>;

教授

塚原直樹 学融合推進センター助教 Yoshiyasu Tamura<tamura@ism.ac.jp>;
平田光司 学融合推進センター教授
小林登志生 総研大名誉教授
西村祐子

駒澤大学教授

Kohji HIRATA<hirata@soken.ac.jp>;

tashakobayashi@yahoo.co.jp
yukonb1b2@gmail.com<yukonb1b2@gmail.com>;

島村真佐利 非営利法人研究学会 <shimamura@koueki.co.jp>;
渡辺 元 立教大学大学院客員教授
gwatanabe@rikkyo.ac.jp<gwatanabe@rikkyo.ac.jp>;
星 さとる パブリック・ベネフィット研究所 所長 星さとる
<publicbenefit@kke.biglobe.ne.jp>;
(2) 議論の概要
①予め参加者に撮影の許可と広報上その他の利用の許可を得た。
②公益法人制度改革について学会誌が、どの程度扱っているか調べたところ、研究対
象として扱っている学会誌は非常に少ない一方、自然科学系の雑誌の多くで、巻頭
言等のコラムで取り扱われていることが判明した（38 件）
。
③「学術の動向」誌においては二度において特集がなされていた。同誌に掲載された
内閣府発表の数字によれば、学協会で一般社団法人 111、一般財団法人９、公益社団
法人 100 公益財団法人８である。
④学会は、ギルド的な同業者の技能向上の場であったものが、現在では、間接的には
科研費の配分や大学評価等にまで影響を与える論文の評価機関としての機能を持つ
など公的な存在へと変化してきている。
⑤学協会はこれまで相互に十分な交流がなくその運営方法、査読の方法、オーサーシ
ップの習慣など、一つの学会では許されても別の学会では許されない事項などがあ
れば、その間の学際研究は研究倫理問題に必然的に直面することになる。
⑥事例報告として、3 学会が報告された。Ａ学会は中小規模の学際学会であるが、ドレ
スコードや使用言語などについてもディシプリン間での文化の装置が顕著である。
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⑦学協会の法人化をスケジュール化して検討しているが、財務など会計事務の問題に
直面している状況が明らかになった。
⑧任意団体の学協会もあるが、任意団体だからと言って、法令上の要請に応えないと
いうことはありえず、マイナンバー制度の導入などにより、学協会の組織運営に今
後厳しい目が向けられる可能性が指摘された。
⑧多くの研究者にそれぞれに何らかの接点があるものの、相互に熟知しているものが
少ないという現状が明らかになった。
⑨学協会研究の切り口として以下のような考え方が示された。
１．分野別分類

物理系、化学系．．
．社会科学系、人文科学系…学際系

２．規模別分類
３．機能別分類

論文誌の発行、査読、学術講演会・研究発表会、Authorship、

倫理規定などのルールメイク、表彰、（認定医などの）資格付与。
４．法人格別分類

公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、

ＮＰＯ法人、任意団体（法人格なし）

(3) 当センターが行う「グローバル共同研究」事業や「学融合共同研究」事業への
申請への展望
① 研究の意義については、大きな反響があった。具体的な研究方法としては、学協会を
いくつかに分類し、その中で分野別の研究を行う手法や事例をたくさん収拾する方法
などが検討された。
② 学協会を研究するグループが誕生したということを示すだけで意義があるという意
見もあった。
③ 海外の学会や国際学会も研究の対象とすることで、
「学融合共同研究」としての意義
が出てくるという意見もあった。他方で米国は世界そのものであり、米国の学会は比
較にならないのではないかという意見もあった。
④ 大学法人化後、急速に研究倫理上の問題を研究者が承知しておくことが必要になり、
教育にも盛り込まれるようになったが、学会についても同様のことが起こり、教育に
も活用するために、予め研究していくべきではないかという意見も出てきた。
⑤ 「学融合共同研究」事業についての申請については、文理研究者が誰でも参加できる
利点があるので、諸課題を予め整理したうえで引き続き検討していくべきではないか
という方向性が示された。
以上

354

萌芽的研究会
「研究記録を通じて融合的研究と教育をすすめるための研究会」
開催報告
１．参加者
20 名（参加者リストは最終ページ）
２．議論の概要
2015 年 3 月 9 日(月)に、学融合推進センターの萌芽的研究会開催支援事業として「研究
記録を通じて融合的研究と教育をすすめるための研究会」を国立遺伝学研究所（遺伝学専
攻）で開催いたしました。
「研究記録」は、どのような分野の研究でも欠かせない研究の基
本的ツールです。しかしながら、各研究者がどのように研究記録をつけているかは同じ分
野でも個々人の流儀があるようで、ましてや異分野でどのような記録をつけているかにつ
いて情報交換がされることは少ないのが現状です。学融合推進センターでは、これまでに
企画会議などの場を利用して各分野での研究記録のありかたについて小規模な議論を展開
してきました。本研究会では、多様な分野の研究者の集まる総研大という場を活かし、「研
究記録」を切り口とした議論をすることで、各分野での研究のあり方や教育のあり方につ
いて、まとまった議論を行い相互理解を深めることを目的としました。文理さまざまな専
攻から出席した１９名の教員・学生が自らの研究記録を実物を交えながら紹介し、間瀬先
生（物質構造科学専攻）
、花田先生（天文科学専攻）
、春山先生（宇宙科学専攻）からはス
ライドを使って体系的に各分野の現状を紹介していただきました。様々な学問分野の研究
記録や研究の進め方に関する情報や意見の交換は、学問の多様性を認識し相互理解を深め
るだけでなく、意外な共通性を発見する効果があることを参加者全員が実感し、今後も情
報交換と議論を進めていこうという結論に至りました。
３．学融合公募事業への申請への展望
今後の展開として、学融合推進センターのウェブサイトに、「研究記録」についてのホー
ムページを開設し、各分野の教員からの記事を公開する案が出されました。内容が充実し
た時点で、書籍化または研究公募への応募を検討する予定です。
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萌芽的研究会 「研究記録を通じて融合的研究と教育をすすめるための研究会」
氏

名

所

吉村 健司

属

職名等
文化科学研究科 比較文化学専攻

学生

佐々木 飛鳥

生命科学研究科 遺伝学専攻

学生

小山 順子

文化科学研究科 日本文学専攻

准教授

中村 敏和

物理科学研究科 機能分子科学専攻

准教授

花田 英夫

物理科学研究科 天文科学専攻

准教授

中西 秀哉

物理科学研究科 核融合科学研究科

准教授

春山 純一

物理科学研究科 宇宙科学専攻

助教

両角 祐一

高エネルギー加速器研究科 加速器科学専攻

講師

間瀬 一彦

高エネルギー加速器研究科 物質構造科学専攻

准教授

木村 暁

生命科学研究科 遺伝学専攻

准教授

成瀬 清

生命科学研究科 基礎生物学専攻

准教授

来栖 光彦

国立遺伝学研究所リサーチ・アドミニストレーター室

伊東 真知子

国立遺伝学研究所リサーチ・アドミニストレーター室

Zakea Sultana

京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験
所

リサーチ・アドミ
ニストレーター
特任技術専門員
学生

平田 光司

学融合推進センター

センター長

桑島 邦博

学融合推進センター

特任教授

田辺 秀之

学融合推進センター

准教授

塚原 直樹

学融合推進センター

助教

小松 睦美

学融合推進センター

助教

七田 麻美子

学融合推進センター

特任准教授
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平成 26 年度 総研大 学融合研究事業・萌芽的研究会
「人間科学から見る科学コミュニケーション」報告書
（平成 27 年 2 月 12 日（木） 於：AP 名古屋・名駅 8 階 A 会議室）
(1) 参加者一覧（全 19 名）
物理科学研究科 核融合科学専攻 准教授

中西 秀哉

学融合推進センター 助教

奥本 素子

文化科学研究科 メディア社会文化専攻 （放送大学教養学部）教授

加藤 浩

文化科学研究科 国際日本研究専攻 学生

大石 真澄

高エネルギー加速器科学研究科 加速器科学専攻 講師

両角 祐一

複合科学研究科 統計科学専攻 准教授

島谷 健一郎

未来工学研究所 主任研究員

田原 敬一郎

大阪大学医学部 准教授

吉澤 剛

東京工業大学 特任准教授

大場 恭子

関西大学 准教授

門林 岳史

国立情報学研究所 特任研究員

城 綾美

京都大学 学術情報メディアセンター 研究員

高梨 克也

物理科学研究科 核融合科学専攻 学生

坂東 隆宏

物理科学研究科 核融合科学専攻 学生

大野 誠

京都大学 エネルギー理工学研究所 准教授

南 貴司

京都大学 エネルギー理工学研究所 准教授

笠田 竜太

原子力機構 六ヶ所核融合研究所 研究主幹

春日井 敦

原子力機構 （核融合エネルギーフォーラム事務局）

吉田 英俊

金属技研（株） 技術企画担当

夏目 吉久

(2) 議論の概要
先端科学は、時として未確定な対象を扱うため、その活動に伴うリスクの説明責任も
負っているが、科学側の社会に対する説明責任はこれまで不明確であったとの指摘もあ
る（科学技術・学術審議会

2012）。科学の便益とリスクに関する人々との対話は、単

なる広報戦略を超えて、人間の認知、心理、意思決定、そして行動原理への理解が必要
であり、その原理に沿った科学コミュニケーション（SC）戦略の構築が不可欠である。
本研究会では、科学コミュニケーションを人間活動と捉え、人間を研究する分野の研
究者の知見を活用しながら、科学コミュニケーションにおける便益・リスク対話の在り
方について検討することを目的とした。人文・社会学の研究者と自然科学の研究者が科
学コミュニケーションをテーマに、人文・社会学の研究者は理論的紹介、自然科学の研
究者はこれまでの取り組みと課題を持ち寄り、人間の行動としての科学コミュニケーシ
ョンに対して、議論と分析を行った。
理論的な紹介としては、加藤が学習理論と SC の歴史について触れ、SC における行
動主義→表象主義→（個人的）構造主義→社会構造主義への流れを説明した。SC では、
啓蒙主義的 SC から双方向的な対話・能動学習への流れがある。社会構造主義では、学
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習をコミュニティへ参加してその中で自己を確立する過程ととらえ、SC を市民・科学
者が互いに異なるコミュニティに参加して異文化理解を進める行為と認識する。その後、
社会構造主義に関する質疑が行われた。
次に、人間行動システム論からみた SC について田原より講演があった。
政策科学は、
啓蒙から「社会とともに創り進める」戦略へと移りつつある。人間行動システム論では、
人は経験した現実に意味を与えそれに沿って自分の意図的行為を決めると考えられて
おり、SC は、目的の共有性、利害関係の一致度、権力の対称性によって、一元的、多
元的、威圧的の３つに分類されると説明した。
吉澤からは行動経済学から見た人間と感情に関する講演があった。違和（wrongness）
と異和（gap）
、共感（sympathy）と感情移入（empathy）
、Nudge 層と Think 層の違いな
どについて触れると共に、マイノリティ憑依やアンガー・アクティビスム・モデルにつ
いても説明した。科学者は全人的人格をもって自らの研究の社会的影響について語るべ
きと主張した。
事例提供としては、研究会冒頭には中西が核融合分野の SC における多層性・多体性・
分極化が実例を交えて紹介され、問題点と本研究会へ期待すべき点が指摘された。門林
からは表象文化論学会における人工知能とジェンダーに関する議論の紹介があり、城か
らは日本科学未来館における SC 技術の知見化への取り組みが報告された。笠田は同分
野で取り組んできたアウトリーチ活動とその可能性について指摘を行い、大場は、福島
事故のリスクコミュニケーション事例に基づいて、今後に向けた知見化と活用法の検討
について講演した。
研究会最後には、奥本の司会により、総合討論と今後の研究事業化に向けた方針の相
談がなされた。SC を研究対象としてのみ捉えるのではなく、工学的な実用性をもたら
すことのできる、SC「工学」として成立させることができないだろうかといった意見が
述べられた。単一の原理・思想で SC を一分野化するのは難しいだろうという指摘のほ
か、教育については方法論を研究する教育工学という分野が存在している、といったコ
メントも出た。
(3)「グローバル共同研究」事業や「学融合共同研究」事業への申請への展望
本研究会に参加した各方面の研究者からは、今後（次年度）の学融合共同研究事業へ
の申請に向けて、課題の形成に協力いただくことの快諾を受けた。今後は申請に向けて、
代表者が属する核融合科学分野の SC 関係者と、人文・社会学の多方面の研究者、それ
に学融合推進センターが連携して、研究課題の目標と取り組み内容の具体化の話し合い
を継続し、次年度の研究事業の計画立案および申請を目指している。
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学融合推進センターの萌芽的研究会開催支援事業「動物福祉研究会」報告書
2015 年 3 月 29 日 基礎生物学専攻・助教・新村毅
(1) 参加者一覧


新村 毅（生命科学研究科基礎生物学専攻・特任助教・本研究会代表）



塚原 直樹（学融合推進センター・助教）



中尾 央（先導科学研究科生命共生体進化学専攻・助教）



春藤 献一（文化科学研究科国際日本研究専攻・総研大生 D3）



東城 義則（文化科学研究科地域文化学専攻・D5）

(2) 議論の概要（web サイトで公開）
動物福祉は、文化、社会、科学などが複雑に絡む課題であるため、必然的に文理融合研究が
必要とされる。今回の研究会では、先導科学研究科、生命科学研究科および文化科学研究科
の研究者が一堂に会し、動物福祉に関するこれまでの情報を共有すると共に、動物福祉の今
後に必要な研究課題および研究方法について、人文社会科学および生命科学の観点から議
論した。議論の結果、人文社会科学的アプローチとしては、まず文化・宗教・社会情勢など
の観点から動物福祉の世界的な動向を総合的に理解することが重要だと考えられた。さら
に、日本における動物愛護の歴史的変遷を紐解き、ステークホルダーによる合意形成を経る
ことが、日本における動物福祉のガイドラインを提唱する上で鍵となると思われた。また、
生命科学的アプローチとしては、金網ケージに代わる革新的な福祉的飼育システムを開発
すると同時に、卵などの畜産物を差別化してプレミアム価値を生むための総合的評価法を
開発することの重要性、さらに、問題行動を人為的に制御する技術の開発として全く新しい
発想に基づく研究展開が必要であることも示唆された。
(3) 当センターが行う「グローバル共同研究」事業や「学融合共同研究」事業への申請への
展望（web サイトで公開）
動物福祉は、文理融合研究が必要とされるものの、これまでそのような研究は見られなかっ
た。しかし、総研大には、生命科学から人文社会科学に至るまで、専門分野の異なる世界的
な研究者が多く在籍している。萌芽的研究会「動物福祉研究会」において、その可能性を模
索した結果、総研大に所属する多様な研究者が協奏し、複合領域における 1 つの学問分野
として「動物福祉学」の確立を目指すことが可能に思えた。具体的には、人文社会科学的ア
プローチとして、動物福祉の世界的な動向および日本における動物愛護の歴史的変遷を文
化・宗教・社会情勢などの観点から理解し、さらにはステークホルダーによる合意形成を経
て、
日本における動物福祉のガイドラインを提唱することが 1 つの大きな目標となりうる。
また、生命科学的アプローチとしては、金網ケージに代わる革新的な福祉的飼育システムを

359

開発すると同時に、卵などの畜産物を差別化してプレミアム価値を生むための総合的評価
法を開発することが目標となりうる。さらに、問題行動の制御技術として、動物の音声コミ
ュニケーションを操ることで、共食いなどの問題行動を人為的に制御する技術を開発する
ことも重要と考えられた。以上のように、動物福祉は、異分野融合、社会連携、基盤連携、
国際連携を機能させる優れたテーマであり、総研大でこそ成し遂げられる研究課題である。
したがって、この課題は、
「グローバル共同研究」事業および「学融合共同研究」事業の趣
旨に合致したものであると考えられる。
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萌芽的研究会報告
〔開催日時・会場〕
第1回

2016 年 2 月 8～9 日（月・火）

第2回

2016 年 2 月 23 日（火）

会場：京都アーバンホテル
会場：国文学研究資料館

(1) 参加者一覧（アイウエオ順）
相田満（総研大日文専）
安保博史（群馬県立女子大学）
オレグ・ブリアーニ（大東文化大学）
黄昱（総研大学生［日文専］）

第2回

第1回

七田麻美子（総研大学融合）
張培華（国文学研究資料館博士研究員［総研大卒業生］）
三田明弘（日本女子大学）
矢澤由紀（国文学研究資料館アルバイト職員）
屋代（高野）純子（国文学研究資料館専門員［総研大終了生］）
〔内容〕
【応用研究提案】教育コンテンツへの応用助言・成果発信方法についての助言（張
培華［総研大卒業生］）・日本文学における研究動向（矢澤由紀）
【海外の観相学との協業提案】（西洋観相学・動物観相学研究者との調整：三田明
弘［日本女子大学］）
(2) 議論の概要（発題者）
美男・美女・善人・悪人・尊卑・貴賤……。人間の容貌・体格・所作などからその人の
性状・運命を判別する観相の営みには、有史以来の永い歴史と膨大な蓄積がある。本萌芽
的研究会は、そうした観相学が期間にわたって受けつがれてきた事実を受け止めることに
よって、観相の学問体系と諸学との関係を整理するとともに、学問体系の蘊奥が集約され
た相書資料に着目することによって、当該学問の現代的再生と新たなイノベーションを創
出することをめざすものである。
その目的の下に、すでに相田には先行する学融合研究や学振萌芽研究などの取り組みが
ある。そこでは、観相書の収集と読解、和漢における画論の検討、文学・史書などの検証
を通じて、以下の成果を上げてきた。
①相書資源の構造化とデータベース化
②肖像絵画と観相とが不可分の関係にあることの立証
③文学を中心とする言説資料と観相との関係の指摘
また、上記の視点に加えて、
④日本・台湾・西安・福建などの国内外の専業占い師による観相の実地調査
を行い、これらの諸点における研究の大成に向けてのロードマップを描ける段階にまでた
どりついた。
しかしながら、観相学の裾野はとほうもなく広く、たとえば、文学の領域一つとっても、
各ジャンル、各時代の専門研究者の視点からは、これまで観相の視点が全くといってよい
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ほど視野に入ってこなかったため、
既存の学問体系との関わりを洗い直す作業から必要で、
予想される結果には、未開の沃野が待ち受けているといっても過言ではない。特に日本に
おける観相のありようは、文学作品・キャラクターイメージ、文章表現などの視点で、古
代から現代に至る壮大な年表を構築することが可能である。それほどに観相書・観相学と
の関わりで再構築される研究内容は、全ての面で新しいといっても過言ではない。
このこと視点を肖像図像に転じた場合も同様である。たとえば、画論と観相の親和性を
前提に肖像をとらえ直すだけでも、膨大な関連事象を芋ずる式に引き出すことが可能で、
特に日本においてはこうした視点がこれまで十分になされてこなかったことは重要であ
る。
その一連の取り組みの基盤資源として、前近代に表された相書を体系化するべく構築し
ている観相トピックマップがある。本萌芽研究会では、そのデータベースを利用しつつ文
学における観相との関わりを以下の視点で、報告をもとに協議した。
・研究の現状把握と発展の可能性（①②）
・データベース観相トピックマップの現状紹介（③）
・データベースに搭載される図像の統計学的応用研究の紹介（⑤）
・文学作品と相書言説、相書との関連性の事例を報告（④）
第 1 回の研究会は、会場を占い商店街との異称のある石切神社商店街への取材もかねて、
石切から小一時間でアクセス可能な深草にある京都アーバンホテル会場で開催した。開催
に先立って、有志参加ではあったが、全員の参加を得て、石切神社商店街での檀幸叡氏に
よる観相を実際に体験してもらった。当該観相師は、100 件以上ある商店街の中で、唯一
「人相」をメニューの中に掲示している店である。
その後、アーバンホテル会場に場所を移し、1 泊 2 日の合宿会議を開催した。また、第 2
回会議は、第 1 回会議の体験と会議内容を踏まえ、2 週間後に開催した。以下は、それら
の会議の内容のトピックと簡単なまとめである。
①日本文学研究における観相に関わる業績の確認（矢澤）
日本文学研究論文目録データベースの調査により、日本文学研究におけるこれまで
の研究蓄積は、『源氏物語』の高麗人の観相の場面をめぐる解釈が 3 分の 1 近くを占
めていることが明確になった。
この結果はかねてより予想はされていたことだったが、
日本における観相学の浸透度と達成度、文化・社会的な影響史の面から見ると、先行
研究の現状は、一面的な側面しか踏まえていないことは明らかで、特に日本文学と観
相の影響史を真正面から扱う研究成果は、本プロジェクトに関わった者の業績以外に
は乏しい状況が改めて確認できた。
②西洋観相学研究者とのコラボレーションの提案（三田）
フランス革命期に注目されはじめた動物観相学の研究者や、化粧による人相への効
果が認識されていた西洋観相学についての研究者を擁している大学からの参加者と共
同研究・シンポジウムなどの協業の可能性について協議を行った。その際、本研究会
の参加者においても、それぞれの専門研究の観点から観相との関わりについての理解
を深める必要があるとの認識を共有することができ、そのためには、本会のような小
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規模の研究会を重ねることにより、負担の軽減をはかり、展示・小冊子などによる研
究成果を蓄積した上で、共同研究会を開催、その後にシンポジウムを開催することを
めざす認識で一致した。
シンポジウムを成り立たせるためには、日本における観相学についての知識の深ま
りも必要であるが、そのためには会合の数を重ねることで、認識・知識の共有をはか
ることが重要であるとのいう点で意見の一致を見た。
③観相トピックマップデータベースの紹介（屋代（高野）・相田）
観相トピックマップの概要の説明と使い方、および 2015 年 3 月に更新を行った観相
トピックマップ６の新規項目を中心に説明を行った。観相トピックマップ６での仕様
は以下の通り。
・搭載観相書は全部で 9 種類
古典相書のトピックカテゴリ
書名・部位・グループ・種類・表現・部位/種類一覧
・青空文庫に搭載される作品中から、観相に関わる場面を抽出し、その場面に GIS デ
ータを付与することにより、google マップで場面が地図上に現れるようにした。
観相場面のトピックカテゴリ
作品（164 作品）・著者・キーワード・場所・国
・屋代（高野）からは 2016 年 2 月 23 日に行われた総研大学術セミナー発表「「観相」
における「文学」と「科学」」にさらに累加した内容の発表を行った。学融合的視点
による発表では、島崎藤村や田山花袋も原書で読んだダーウィン「人および動物の表
情について」を採り上げ、それが人相学に対する批判が原点にある書物であるともい
えることを紹介した。
観相学を現代的に意義づけるに際しては、
文学ジャンルの横断・「近代自然科学への接近」・「地理的な横断」
の面で、
他者認知・コミュニケーション・異文化理解の問題にも通じる問題点をはらんでお
り、今後の研究の方向性の一つに、ローンブロゾに代表される犯罪心理学の受容と否
定の過程や動向を押さえる必要があるだろう。また、それが大衆化したきっかけとな
った紙芝居作品原作による『黄金バット』ナゾー編でなぜナゾー博士が「ローンブロ
ゾ」を口癖にしていたかなど、さまざまな視点による協議が行われた。いずれにして
も、「観相」が何故、どのような経緯で近代に否定されることになったかを見定める
必要があるとの結論に至った。
しかし、現代社会はさまざまな価値観にも変化が生じており、、非科学的・迷信的
なものについても、それらを研究する学問分野の受け皿が用意されている。そのため、
「観相」を迷信と切り捨てるようなことにはならず、その意義を拾い上げる視点をは
らむ論文や言説、社会運動も少なからず見られるようになっている。たとえば、
他者認知・コミュニケーション・異文化理解
の観点が紹介され、具体的な一例として NPO 法人「マイフィス・マイスタイル」が採
り上げている「見た目問題」について、「観相」の視点からも向き合う必要がことを
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示されたことを受けて協議を行った。
④日本文学における観相の受容（黄・安保）
日本古典文学作品に見える観相に関する言説の具体的事例の報告として、『徒然草』
中の明雲座主の話（黄）と、『八犬伝』中の観相譚の紹介（安保）が行われた。
黄報告で行われた『徒然草』146 段明雲の話は『源平盛衰記』34 巻に同話が収めら
れるが、『盛衰記』では時代が会わない信西が登場する点が異なる。中国の相書に観
相名人として名が列挙される中に、たとえば東方朔や李陵など、意外に思える著名人
の名が挙がる現象があるが、それに類する現象ともいえよう。この件については、今
後、
中国と日本の説話の例を阿ためて合理的な観相の系譜をたどる必要があることや、
『源平盛衰記』の独自記事と『徒然草』との関係などの調査の必要性など、研究の発
展次第では大きく発展する可能性のあるテーマが紹介された。
また、後者の安保報告による第 88 回の犬坂毛野の香具師の口上に見える活字本にし
て 10 頁を超える蘊蓄が披露される場面には、同時代に流布していた観相書『神相全編
正義』からの得られたことを明示する証拠が歴然と現れており、文学研究上でも画期
的指摘といえることが、報告を受けての協議の過程から判明した。
このことは、馬琴の知識の源泉を文化文政期を中心に幅広くたどることで、いまま
で注釈の方途が閉ざされていた『八犬伝』の解明に道を拓くことが実証できる一例と
して顕彰されるべきことだろう。また、協議の場で利用された観相トピックマップデ
ータベースも発見の一助となっており、データベースのユースケースとしても知見を
フィードバックすることで、より充実した研究資源が構築できる可能性が示されたこ
との意義は大きい。
⑤意味情報を内在的に持つ画像認識の有効利用の可能性（玉森報告［相田代読］・相田）
観相においては、顔面全体はもとより、眉・口・鼻・目など各部位の形状も判断基
準となっており、古来より伝えられる観相書においては、吉凶判断、性行、生涯の運
命などが、図と解説とともに伝えられてきた。そうした観相資料に描かれる図に伝承
的規範性があるかについては、遅くとも元代ころより肖像画家は人相書の素養を身に
つけなくては成らないと言われてきていた。このことを実証するためには、さまざま
に伝えられる観相資料に描かれた顔面や各部位の諸器官の図と相判断が同質の結果を
持つ事が実証されなくてはならない。そこで、観相トピックマップデータベースで蓄
積・公開されるデータを使用して、諸観相書に掲載される諸器官の図が相判断として
共通の伝承を持っているかを検証してみた。具体的には目・眉などの顔面部位が描か
れた画像パーツの吉凶を機械学習で教え込んでランダムな画像判定を行わせたとこ
ろ、鼻の 8 割以上の正答率を筆頭に、いずれも 7 割以上の正答率を得ることができた。
この正答率はデータ数の増加に比例してますます有効世性を発揮しており、今後はさ
らなるデータの追加とともに、その特性を利用した応用研究を考えるべき段階に来て
いることが示唆されていることが分かった。
この内容は、
3 月 11 日に開催される情報処理学会大会で発表予定の報告であったが、
このような特性を利用した応用事例について話し合い出た意見には以下のようなもの
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があった。
１.人間に応用してセキュリティシステムに適用する。
２.お札など、シンボル的な存在となる肖像が、本当に予祝性を持つものか判断する
ための基準にする。
３.国文学研究資料館から公開されている歴史人物画像のような肖像画像の分析や
意味性を持った画像検索に利用する。特に、吉凶の判断もメルクマールとすること
により、画像の意味を読みとる一要素とする。
⑥今後の研究の推進方法
文学研究領域において観相はこれまであまりにも等閑視されてきたことが、観相書
との比較検討を行うことによって明らかになってきた。研究方法としては、まず観相
書を検討対象資料として、その内容を構造化したデータベースを作成して、誰にでも
客観的に使用できる状態にすること。また、膨大な知識体系を一度に網羅することに
は負荷が大きいので、まず、展示することを念頭に置いて、観相資料の知識世界を紹
介する冊子を作成する目標を立てること。そのためには、たとえ未成熟な発表内容で
あっても、このような形でアイデアを共有して考えを熟成させる試みを複数回繰り返
すことが大切で、より発展的な考えを生み出しやすいことが確認できた。
(3) 当センターが行う「グローバル共同研究」事業や「学融合共同研究」事業への申請へ
の展望
本萌芽研究の取り組みを実施してみて、こうした会が、標榜される通りの、比較的
自由で気楽な内容の討論を行うための枠組みとして最適なものであると実感しまし
た。
本来ならば時間をかけて幅広い学科から多くの人の参加を得て、従来の発想の枠を
飛び越えたアイデアを寄せ集めという運営手法が望まれるものでしょうが、時間的制
約もあって十分な公募体制をとれなかったため、既存の研究の総括を軸に、それを糧
にしてさらなる熟成をはかるためのロードマップの確認と、その成果を確実にステッ
プアップさせるための研究会という位置づけでの開催となりました。
今回は総研大・日文専・外部参加者からの参加による研究会となりましたが、ほか
に急病で出席かなわなかった複合科学研究科からの参加予定者からの研究報告を代読
した報告も行い、参加者からの報告と協議でセンターで実施される学融合的要素をど
こまで追究できるかについて、
以下の点に申請への展望が開けることを確認しました。
1.国際的視野
中国・イタリア人参加者からは、今後も本研究テーマについて積極的に関わり
たいとの意向が表明された。
2.教育的側面
上記(2)③で述べたような他者理解・認知的側面の歴史的表象として、観相
学は重要な位置づけを持っていたことを説くことには重要な意義があると言
える。
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また、今回で以てこれまで観相に関わってきた在学生は総研大の籍を抜ける
ことになるが、今後総研大生が参画することについても、本テーマには、発表
の場、
先進的研究論文業績を発信することに十分なテーマが多く提供できる状
態にある。
3.学際的側面：統計学的応用研究の可能性
萌芽研究会で報告した内容を 3/10 の情報処理学会大会（会場：慶應義塾大
学矢上校舎）にて、「サポートベクトルマシンを用いた自動人相判別の検討」
（発表：○玉森聡，松井知子（統数研），相田満（国文学研究資料館））を
行ったところ、6 件の質疑応答を受けた。
主な質問内容は以下の通り。
①顔面全体の吉凶判断はできないか
回答：顔面部位の確度については、サンプル数がまだ少ない段階なの
で、今後数を増やして検討したい。ただし、部品の吉凶を組み合わせ
ることによって、顔面全体の人相判別が可能ではないかと考える。ま
た、この方法をさらに援用して、顔面の自動認識に繋げられないかと
も考えている。
②セキュリティへの応用を何故 2 次元の絵で考えるのか
回答（相田・玉森）：実在人物の写真などを利用する場合、個人情報
保護の点で差し障りがあること。また、観相資料のような 2 示現の絵
を使用することについては、すでにモンタージュ写真よりも似顔絵の
方が効果があることは、警視庁で運用されている捜査官などですでに
実績があるので、方法的にも有効ではないかと考える。そこで、実在
の人間をマンガ風にする機能を持つ 2 次元絵生成アプリを利用して、
それを観相資料に援用することで、セキュリティシステムを作ること
を考えている。
③歴史上の人物の絵を観相の視点で分析してみてはどうか
回答：基礎データは揃いつつあるので今後の課題としたい。
以上、次期申請に向けての準備は整いつつあり、今後は共同研究としてどれだけ人
材と時間が割けるかという人的問題にかかる段階にあります。いずれにしても、今後
2 年間の内に成果を発信可能な状況にあるため、具体的なロードマップの策定と、学
融合的な視点を盛り込んだ申請準備を進めたく思います。
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萌芽的研究会開催

「重力崩壊型超新星の重要未解決問題の解決に向けて」 報告書
日時：平成 28 年 6 月 27 日から 7 月１日
場所：国立天文台すばる棟 大セミナー室

研究会の位置づけ
本研究会は第 2 回 NAOJ-ECT*国際ワークショップに位置づけられている。総研大物理科学
研究科の一翼を担う天文科学専攻（国立天文台, NAOJ）と欧州原子核物理学関連領域理論セ
ンター(ECT*)間で結ばれた国際交流協定のもとに、2015 年 9 月 8 日から 12 日に開かれた第
１回 NAOJ-ECT*国際ワークショップ「超新星および中性子星連星系合体における r プロセス
の解明」に続くシンポジウムであった．

議論の内容
本研究会の特徴はその学際性にある．簡単にプログラムを紹介すると 1 日目は一般的な
超新星の爆発メカニズムとニュートリノ物理，2 日目は元素合成，3 日目は特殊な超新星爆
発，4 日目はブラックホール形成，最後の 4 日目と 5 日目を使ってニュートリノ，重力波，
光によるマルチメッセンジャー天文学が議論された．上記の通り，天文の理論と観測（どの
粒子を見るかによって研究手法が異なるため，別々の学問領域を成している）と原子核物理，
それぞれの専門家が最新の知見を紹介し，それぞれの目から見て他の分野の研究を建設的
に批判しあった．
上記の中で特に 3 日目の特殊な超新星の議論は非常に萌芽的なものである．現在，超高輝
度超新星と呼ばれる非常に明るい超新星が話題になっているが，その正体はまだよくわか
っていない．強磁場を持つ中性子星であるマグネターがその正体ではないかと非常にラフ
に言われている．本研究会では観測家も理論家もお互いの現状の理解を共有できた．
参加人数は 52 人で，天文台のすばる棟大セミナー室を埋める盛況ぶりであった（議論を
促進するために，右側と左側の机はあらかじめ片付けてある）
．総研大から補助していただ
いた予算は招待講演者と学生の旅費に使用した．
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今後の展望
本研究会では超新星の特に爆発メカニズムの計算を核としながら，観測等の研究につな
げていくというリンクがより強固になった．
一つには爆発の詳細精密シミュレーション（3 次元一般相対論的ニュートリノ輻射輸送計
算）を用いて主に元素合成を行うための 1 次元現象論的シミュレーションをキャリブレー
トしていく道筋が示され，今後の研究で元素合成の計算がより確からしくなっていくこと
が予想される．
また，精密計算を引き継いだ長時間シミュレーションを実行することにより，光やニュー
トリノ，重力波でどう観測されるのかについて熱い議論が交わされた．今後は特に重力波の
観測で示唆されるような重い星質量のブラックホールを作るようなメカニズムについても
議論が広がっていくだろう．
本研究会のプログラムは若手に多くの発表時間を割り当てた．それというのも，本研究分
野においては日本，海外に関わらず若手の活躍が著しいからである．今後も高いアクティビ
ティが期待される．詳細は決まっていないが２年後におそらくイタリアで催される第 3 回
NAOJ-ECT*国際ワークショップが今から非常に楽しみである．

総研大天文科学専攻
梶野 敏貴
国立天文台 滝脇 知也
福岡大学 固武慶
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総合研究大学院大学 学融合推進センター 萌芽的研究会
「キュレーション」の学際的発展についての研究会
開催報告
1. 参加者
19 名
2. 議論の概要
2015 年 5 月 14 日(木)・15 日（金）に学融合推進センター萌芽的研究会開催支援事業と
して、JAMSTEC 高知コア研究所にて「「キュレーション」の学際的発展についての研究会」
を開催した。
日本の小惑星探査機「はやぶさ」が世界で初めて小惑星物質のサンプルリターンに成功
し、また 2014 年には「はやぶさ２」の打ち上げが成功し、今後も日米が小惑星物質のサン
プルリターン計画を予定している。一方で、南極観測隊の採取した南極隕石の分析も進ん
でおり、試料及びその情報を統括する「キュレーション」の重要性がさらに増している。
また JAMSTEC 高知コア研究所は、深海を含めた地球の固体物質の分析及びキュレーショ
ンでは世界最先端の設備を擁しており、総研大のキュレーションネットワーク構築にとっ
ても重要な施設である。
研究会では、国立極地研究所と JAXA 宇宙科学研究所のキュレーション部門、東京大学
地球惑星科学教室、高知コア研究所の研究者がそれぞれの研究所でのキュレーションの取
り組みを紹介し、総研大のネットワークを活用した「キュレーションネットワークの構築」
と、その学際的発展についての議論を行った。
研究会では、高知コア研究所の保管する海底コアのキュレーションと、現在設備が整い
つつある微小領域分析施設の取り組みを学び、地球外物質のキュレーションの重要性と、
今後の研究の方針について情報共有及び議論を行った。
3. 学融合公募事業への申請への展望
参加者より、今年度のグローバル共同研究及び学融合共同研究への申請を検討し、今年
度両方の申請を出すことで合意を得た。さらに、研究体制や国際連携の方向性、予算案に
ついても議論を行った。
4. 会議の詳細
＜開催日＞
平成２７年５月１４日（木）〜１５日（金）
＜開催場所＞
独立行政法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)高知コア研究所
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https://www.jamstec.go.jp/kochi/j/
高知県南国市物部乙 200
＜協力＞
高知コア研究所 グループリーダー代理 伊藤元雄 主任技術研究員
＜スケジュール＞
5 月 14 日(木) 11:40 -17:00 高知コア研究所 セミナ室（大）
11:30〜受付
・ 11:40-12:20 高知コア研究所の概要（高知コア研・伊藤）
・ 13:20-14:00 南極隕石キュレーション紹介（極地研・山口）
・ 14:00-14:40 南極探査について（東大・三河内）
・ 14:40-15:00 Tea Break
・ 15:00-15:40 前回実施したやまと隕石探査（極地研・今栄）
・ 15:40-16:20 宇宙研でのキュレーション紹介（宇宙研・安部）
・ 16:20-17:00 学融合共同研究への発展について（総研大・小松）
5 月 15 日（金）10:00-15:00
10:00 高知コア研究所 セミナ室（小）集合
＊高知龍馬空港行き空港連絡バス利用( 9:20 はりまや橋 乗車 － 9:47 農学部前 下車)
・施設見学ラボツアー
・コア保管庫見学

安部正真
山口亮
今栄 直也
小松 睦美
鎌田 進
三河内 岳
伊藤 元雄
富岡 尚敬
小谷 桃代
駒井 信晴
石川 剛志
牛久保 孝行
若木 重行
肖 楠
山本 英輝
佐藤 慧郎
寺田 武志
川合 達也

萌芽的研究会 出席名簿
物理科学研究科 宇宙科学専攻
複合科学研究科 極域科学専攻
複合科学研究科 極域科学専攻
学融合推進センター
学融合推進センター
東京大学大学院理学系研究科
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
JAMSTEC 高知コア研究所
（株）マリン・ワーク・ジャパン
（株）マリン・ワーク・ジャパン
（株）マリン・ワーク・ジャパン
（株）マリン・ワーク・ジャパン
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准教授
助教
助教
助教
特任教授
准教授
主任技術研究員
主任技術研究員
グループリーダー代理
所長

萌芽的研究会「学術とことばシンポジウム」実施報告書
１、実施概要
・開催日時 2016 年 1 月 22 日（金）13 時より 17 時（会場 12 時半）
・会場 メルパルク東京 瑞雲
・当日スケジュール
①基調講演 「日本語の“タタミゼ” 力」
鈴木 孝夫 慶應義塾大学名誉教授 言語文化学
②講演Ⅰ

「日本語による科学」
松尾 義之 白日社編集長 科学ジャーナリスト

③講演Ⅱ

「近代における日本語の革新 ― 訳語、漢語、そして和語―」
田中 牧郎 明治大学教授 言語学

④講演Ⅲ

「フィールドから拾う現代の『日本語』とその特質」
出口 正之 総合研究大学院大学・国立民族学博物館教授 言政学

⑤パネルディスカッション 【司会】 永山 國昭 総合研究大学院大学理事
２、参加者一覧
鈴木 孝夫

慶應義塾大学名誉教授 言語文化学

松尾 義之

白日社編集長 科学ジャーナリスト

田中 牧郎

明治大学教授 言語学

出口 正之

総合研究大学院大学・国立民族学博物館教授 言政学

牛村 圭

国際日本研究専攻 教授

菊澤 律子

比較文化学 准教授

島谷 健一郎

統計科学 准教授

両角 祐一

加速器科学専攻 講師

田村 克己

理事

永山 國昭

理事

平田 光司

学融合推進センター長

七田 麻美子

学融合推進センター 特任准教授

塚原 直樹

学融合推進センター 助教

小松 睦美

学融合推進センター 助教

菊地 浩平

学融合推進センター 助教

新海 拓郎

生命共生体進化学専攻

田村 美由紀

国際日本研究専攻

古沢 ゆりあ

比較文化学専攻

増田 斎

国際日本研究専攻
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山村 奨

国際日本研究専攻

秋山 庵然

日本体育大学 保健医療学部

井上 逸兵

慶應大学文学部教授

今別府 悟

日産自動車株式会社

宇津木 光代

一般

風見 岳快

都立足立高等学校 定時制課程

川崎 晶子

立教大学異文化コミュニケーション学部

斎藤 淳子

一般

菅 直樹

駒場東邦中学・高校 英語教師

辻村 厚

大修館書店 編集部

林

Nature Publishing Group

香月

原田 由美子

大修館書店 編集第２部

檜枝 光太郎

立教大学

野水 昭彦

情報・システム研究機構（ROIS)総合企画本部 URA ステーション・シニ

ア URA 女性研究者活動支援室長
２、議論の概要
①基調講演
言語文化学の鈴木先生による基調講演では、日本語の特性として多様性を受け入れる受
容力を挙げ、近代以降の世界的な状況、特に近年の西洋的な価値観の枠組みに収まり切らな
い複雑化した状況の中で、日本語の持つ柔軟性を活かしていくことについて示唆が行われ
ました。
②講演１
科学ジャーナリストの松尾氏の講演では、日本人科学者の活躍と、その基盤として思考を
支える日本語による学術の営みを考察し、科学と言葉の問題、日本語による科学の可能性に
ついて報告がなされました。
③講演２
言語学の田中先生の講演では、近代、特に明治初期の漢語の受容と展開さらに定着の様相
を日本語コーパスを使って分析し、さらに学術語の発生と定着の様子を同様の手法で確認
されました。その結果、漢語の定着には和語との組み合わせによる使用が大きな働きをして
いること、現代における学術語・専門用語の使用状況に漢語を除く外来語が大きな割合を占
めていることが分かると報告されました。
④講演３
言政学の出口先生の講演では、現在の日本語、特に書き言葉の多様性の調査の報告がなさ
れました。一般的に認識されている「漢字仮名交じり文」という定義よりも、さらに多様な
要素を含む表現が行われていること、それらに習熟した世代が台頭していること、そのため、
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その多様性を制限せずに使うことが持つ可能性が考察されました。どんな言語を用いるか、
それらを組み合わせて表現をするかは、誰に何を伝えたいかという意図を表すものになる
ことであることも示唆されました。
⑤パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、サブタイトルにも掲げた「日本語創造は可能か」を中心に、
日本語で学術すること、学術活動における言葉の問題について、各講演の内容に基づき議論
がなされました。会場からの質問も受け付け、日本語の可能性、学術の可能性についても議
論が広がり、今後もこうした考察を続けていくことを確認して終了しました。
３、今後の展望
今回のシンポジウムを踏まえて、今後は以下の展開を予定しております。
①次年度以降、ことばの学術活動における影響を考察するために、特に学際研究を阻害す
る要素としての「言語：言語障壁」を研究するプロジェクトを立ち上げ、学融合推進センタ
ーの公募型研究に応募する。
②本学の学生、特に留学生を中心として、
「母語以外での教育・博論研究・今後のキャリア」
を考える自身の研究者としての立ち位置を相対化するキャリア教育を目的としたワークシ
ョップ型授業を学融合レクチャー（単位なし）を実施する。
以上
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!
萌芽的研究会プロジェクト

!

KEK・総研大共催『量子論の諸問題と今後の発展』(QMKEK6)

報告書

日程：平成２８年２月１７日（水）・１８日（木）
場所：高エネルギー加速器研究機構（KEK）

!
(1) 参加者一覧
!
別紙参照
!
(2) 議論の概要
!

研究本館小林ホール

この研究会では、近年の量子力学における物理量概念と測定に関する新たな視点とされる『弱
値・弱測定』、量子情報科学の根幹的基盤である『エンタングルメント（量子もつれ）』、量
子力学の操作論的意味を拡大した確率論の中で探る『一般確率論と情報理論』、量子性のマク
ロ性や古典性の連続性を考察する『マクロ量子系の統計物理学』、統計的平衡性とゆらぎの量
子性を見極める『量子系の熱力学』、計算理論における量子性の特質を探求する『計算と量
子』、及び一般相対論における量子性を検証する『重力と量子情報』の多角的なトピックにつ
いて講演がなされ、参加者との間で精力的な討議が行われた。
特に、弱測定の精密化と弱値に基づく新たな不確定性関係、量子情報と因果律及び量子もつ
れとの関係、熱的な量子純粋状態における平衡状態とゆらぎの定理などにおいては、極めて刺
激的で斬新な研究結果が報告され、量子力学の基礎研究において、それぞれの分野で革新的な
進歩が見られる時代に入ったことを強く感じさせるものとなった。さらに一般確率論と計算複
雑性や、相対論的な光円錐における量子もつれの類似構造など、情報理論、相対性理論、量子
力学といった現代科学の根幹を成す３つの異なる分野の間に、相互的な関係を見出すことので
きる可能性も示唆され、参加した研究者間で、近い将来、共同研究が実施されることに大きな
期待が持たれることとなった。

!
(3) 「グローバル共同研究」事業や「学融合共同研究」事業への申請への展望
!
本研究会には総研大所属の教員が数名出席し、発表や討議を含めて積極的に参加者との意見
交換が行われた。また講演者の中には、現在最終年度を迎える申請者の学融合共同研究「新た
な量子物理量の基礎の探求と精密測定への応用」の共同研究者も含まれたことから、これら関
係者との討議を通して、現在の学融合共同研究のグループをさらに拡大し、「グローバル共同
研究」やそれに類した研究プロジェクトに応募することを検討した。
その結果、研究のテーマとしては現行の「新たな量子物理量の基礎の探求と精密測定への応
用」（弱値と弱測定の研究）をさらに発展させ、その周辺トピックとして本研究会で議論され

374

た量子力学の基礎分野から、特に将来有望だと期待される２，３のテーマを選択することとし、
さらに現在の文理融合的な研究班の構成を強化した上で、綜合的な視点から研究を遂行するこ
ととなっている。これを受けて、申請者は新年度に入り次第、上記共同研究事業への応募の準
備を進めることにしている。

!
!

平成２８年３月１１日

!

高エネルギー加速器研究機構（KEK）
素粒子原子核研究所・理論センター
筒井
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泉

総合研究大学院大学 学融合推進センター 萌芽的研究会
「惑星科学と社会の相互の関係の在り方についての研究会」開催報告
極域科学専攻 准教授 山口亮
学融合推進センター 助教 小松睦美
1. 研究会の趣旨
日本の惑星探査は、過去 10 年間で大きく進展した。昨年も「はやぶさ２」や「あかつき」
探査の成果が新聞等で大きく取り上げられ、社会的な関心も高い。これらの成果は、太陽
系の成り立ちの理解に大きく寄与するものであるが、惑星科学を通じて得た結果や技術を、
惑星科学の分野に閉じない形で社会へ還元することも重要である。本研究会では、総研大
組織である極地研・宇宙研・分子研の研究者が集まり、
「物質分析」の立場から社会との相
互関係について議論を行い、惑星科学と社会のより良い在り方の発信を目指す。
2. 開催日程
2016 年 1 月 18 日(月)・19 日（火）独立行政法人海洋研究開発機構 高知コア研究所
3. 参加者
１８名 (内 総研大学生 1 名、総研大入学予定学生 1 名)
4. プログラム
１月 1８日(月) 13:00-17:00
・高知コア研究所の概要（伊藤）
・分子科学研究所での物質分析研究（大東）
・南極探査と物質分析（山口）
・宇宙探査と物質分析 （安部）
・スプリング８での物質分析 （上杉）
・惑星科学と社会との関係について―福島第一原発で放出した放射性粒子分析の経緯と
結果－（白井・参加者全員）
1 月１９日（火）9:00-12:00
・高知コア研究所キュレーション施設見学
・装置デモンストレーション
5. 議論の概要
参加者の所属する組織で行っている物質分析について、それぞれの参加者が紹介を行っ
た。惑星科学と社会の連携の事例として、首都大学東京の白井助教に、
「惑星科学と社会と
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の関係について―福島第一原発で放出した放射性粒子分析の経緯と結果－」について講演
いただいた。白井助教らは、2011 年 3 月の東日本大震災の際には、日本地球化学会の会長
である海老原教授グループメンバーとして、他団体に先駆けて「放射性物質の環境中への
放出」に関する日本地球化学会会員のボランティア活動組織を立ち上げ、放射性セシウム
の土壌濃度マップ作成に大きく貢献した。本講演では、組織を立ち上げるにあたっての経
緯や、分析結果の公開方法について説明があった。参加者からは、社会から関心の高い科
学成果をどのように公表してくか、について議論があった。特に、2018 年に小惑星 Ryugu
に到着予定の「はやぶさ２」の科学成果は世間からの関心も高いと考えられ、惑星科学コ
ミュニティからの一方的な成果発信ではなく、一般社会からの視点も含めた成果公表が求
められるとの議論が出た。また、はやぶさ２探査の成果発表のタイミングで、今回の研究
会のような機関連係による分析の重要性を発信すべきとの意見も出され、今後本テーマに
ついて継続して議論を行うことが重要であるとの意見で一致した。
6. 学融合公募事業への申請への展望
参加者より、今後も face to face の研究会を持つことで、継続してネットワークを維持・
拡大する、またそのためのサポートを総研大の公募事業を活用したい、ということで合意
を得た。
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平成28年12月22日
総合研究大学院大学 学融合推進センター 萌芽的研究会
「分野融合研究の駆動力となる定量的アプローチの研究会」
開催報告
1. 参加者、開催場所
第1回（8/30）：19 名、

第2回（12/1）：15 名 @ 城山トラストタワー（神谷町）

2. 議論の概要
2016 年 8月30日(火)・12月1日(木) に学融合推進センター萌芽的研究会開催支援事業として、
「分野融合研究の駆動力となる定量的アプローチの研究会」を開催した。 この研究会は日本における
研究ＩＲの学術的な裏付けを確立するため、また、定量的アプローチを活用することにより分野融合研究
の成功要因を追及し、新分野を創出する駆動力とすることを最終的な目的とする。その過程として、分
野連携・横断的な研究、および、それら研究を推進する研究者の状況の可視化を定量的にアプローチ
する。背景として、日本においても IR (Institutional Research) が各大学等研究機関で開始されている
ことが挙げられる。アメリカでは20年前から開始され定着しているが、日本においては黎明期である。IR
の学術的な背景としては、経営学、知識科学、教育学、教育心理学、定量的調査手法・評価手法、
情報学等、文理に跨った広範な学問分野に渡るが、学問的裏付けは確立していない。特に、大学院
大学で必須である研究ＩＲにおいては、成果の把握に長期的な視点が必要になるという事情もあり、今後
研究が必要な分野として認識されている。
これらを踏まえ、研究会では以下を行い、各研究機関、他大学での取り組みを学び、また、今後の研究
の方針および発展について議論を行った。
第1回研究会：
・日本におけるIRの最先端事例の紹介
大正大学 学長補佐（質保証推進担当）IR・EMセンター長および山形大学 EM部 教授
福島真司先生
・分野融合的な新学術領域の端緒を提供する研究
国立情報学研究所 教授 武田英明先生
・CERN-NII-KEK の協同による高エネルギー物理学分野のデータベースに関して
高エネルギー加速器研究機構 准教授 菊谷英司先生
第2回研究会：
・人文系学問の研究成果特性と評価指標策定の試み―人文機構の研究成果を事例として―
人間文化研究機構 特任助教 木村自先生
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3. 今後の展望
参加者より、今後の研究展望のために、平成29年度の国立情報学研究所 共同研究公募への申請
を出すことで合意を得た。また、次回研究会においては、科学技術政策の方針を理解するために、科学
技術・学術政策研究所より講演者を招聘したいとの要望が出た。さらに、これまで仮であった研究会の
名称を「分野横断的研究の可視化研究会（Workshop for Visualization of Interdisciplinary Studies）」
と定め、方向性を明確化した。
4. 参加者 （順不同）
第1回：
大畠 昭子

宇宙科学研究所 特任准教授

壁谷 如洋

自然科学研究機構 企画連携課専門員

木村 自

人間文化研究機構 特任助教

齋藤 憲一郎

東京農工大学先端産学連携研究推進センター 特任講師

高橋 啓

長崎大学経済学部准教授 統計数理研究所（統計思考院客員准教授）

野田 好人

自然科学研究機構 機構企画連携課長

樋田 光

高エネルギー加速器研究機構 KEK研究支援戦略推進部 URA

福島 真司

大正大学学長補佐（質保証推進担当）IR・EMセンター長&山形大学EM部教授

横尾 成子

情報・システム研究機構 URA

菊谷 英司

高エネルギー加速器研究機構 KEK 評価・調査室 准教授

菊池 浩平

総研大 助教

小松 睦美

総研大 助教

七田 麻美子

総研大 特任准教授

島谷 健一郎

総研大・統計科学専攻

武田 英明

国立情報学研究所 教授

永山 國昭

総研大 IR担当 理事

西中 美和

総研大 特任准教授

柳生 修二

総研大 図書館 副館長

横山 雅之

総研大・核融合科学専攻 教授

准教授

第2回：
齋藤憲一郎

東京農工大学先端産学連携研究推進センター

清家 弘史

東北大学 研究推進本部 URAセンター 特任准教授

大畠 昭子

宇宙科学研究所 特任准教授

木村 自

人間文化研究機構 特任助教

高橋 啓

長崎大学経済学部准教授 統計数理研究所（統計思考院客員准教授）

樋田 光

高エネルギー加速器研究機構 KEK研究支援戦略推進部 URA
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横尾 成子

情報・システム研究機構 URA

菊谷 英司

高エネルギー加速器研究機構 KEK 評価・調査室 准教授

七田 麻美子

総研大 特任准教授

内川 明佳

総研大 助教

島谷 健一郎

総研大・統計科学専攻

武田 英明

国立情報学研究所 教授

永山 國昭

総研大 IR担当 理事

西中 美和

総研大 特任准教授

柳生 修二

総研大 図書館 副館長

准教授

以上
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総研大学融合センター萌芽的研究会実施報告書

日本人がかかえる英語の諸問題：研究に必要な英語教育・政策・国民性
島谷健一郎 （統計科学専攻・准教授）
開催趣旨
日本人はなぜ英語ができないか。あなたは英語で戦えますか。
科学研究に従事していれば、分野を問わずこうした問題に直面する。英語について
は、既にたくさんの書籍や論文で論じられている。鈴木孝夫は、専門の言語学に途方も
なく広い視野加えて冒頭に対する回答を文献 1, 2 の中で提示している。元統数研所長
の故林知己夫氏は、統数研の「日本人の国民性調査」の結果に基づき、英語と「日本人
らしさ」について考察している(文献 3)。「英語学習は早いほどよいのか」を考えると(文
献 4)、行動や心理の実験や入手可能な教育データに基づく(文献 5)推論、さらに脳科学
も関わってくる。政策として国語と外国語をどう調和させるかは民主政治の根幹と関
わる(文献 6）。「地球上には多様な言語がある」「外国語が固有文化へもたらす影響」
は、生物多様性や外来種の侵入といった生態学を踏まえた考察が望まれる(文献 7）。
日本人がかかえる英語の諸問題は、学際的に原因を考え対策を講じることが望まれ
る。本研究では、「研究者が有するべき英語力」という(院生も含め)誰もが直面してい
る問題を入り口に置き、英語について学際的に考える。
引用文献
1．「あなたは英語で戦えますか」

鈴木孝夫著 富山房インターナショナル

2.「日本人はなぜ英語ができないか」 鈴木孝夫著 岩波新書
3.「日本らしさの構造―こころと文化をはかる」 林知己夫著 東洋経済新聞社
4.「英語学習は早いほどよいのか」
5. 「調査観察データの統計科学」

バトラー後藤裕子著 岩波新書
星野祟宏著 岩波書店

6. 「英語化は愚民化」 施光恒著 集英社新書
7. 「生態学における英語化を考える」 生態学会大会自由集会、大会予稿集 P99, 2016
年 3 月、仙台.
議論の概要及び今後の展望
第 1 回： 6 月 14 日 15:00-17:30 統計数理研究所
文献 1, 2 の著者・鈴木孝夫氏を招聘し、会場からの質問に応える談話会を企画した。
著作の題名そのままに「日本人はなぜ英語ができないか」という話題から始めてもら
ったところ、その回答は、いきなり 2 時間にわたるものとなった。その後、会場から 5
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－6 つの質問を受けられたが、結果として講演会+質疑という形式と、ほとんど変わら
ないものとなってしまった。しかし、話し始めたら 2 時間止まらない姿こそ、まさしく
鈴木孝夫氏であり、90 歳に達する人が日々新しい知識やアイデアを取り入れ、昔の成
果でなく、昨日気づき今考えていることに熱弁をふるう姿は、参加者に強い印象を与え
た。以下に、主催者の主観と独断により、講演のごく一部を抜粋する。
概して日本人は、英語を母語とする人のような発音やイントネーションで英語を話す
ことに憧れ、それができる人を「かっこいい」と思う。しかし、「アメリカ人のように
英語を話したい」のような漠然とした目標意識で英語を勉強しても身に付かない。一方、
非英語圏の人の多くは、仕事で必要だから、英語力があると収入が上がるから、などの
具体的な目標を持って英語を学ぶ。
研究者の場合、主目的は相手の主張を理解し自分の主張を理解してもらうあたりにあ
る。そこで必要なのは、まず、筋道の通った主張、科学的に論理の整った意見である。
いくら発音やイントネーションがアメリカ人に似ていても、論理や流れのあいまいな話
ではわかってもらえない。
ネイティブスピーカーと対等に議論するには、同じように流暢に英語を話す訓練を
するのでなく、自分のペースに相手を合わせさせるような「言力」を養うべきである。
往々にして、日本の研究者は英語話者と同じペースで話す訓練を優先してしまう。
言語による不公平を科学に持ち込んではいけないし、普及・定着させることは望まし
くない。
日本文化を賞賛する発言も多く（それを英語や諸外国語で発信せよ）、それはしばし
ば偏狭な国粋主義と曲解される。しかし、「日本文化が他国のものより優れているから
発信せよ」と主張しているのではない。地球上の文化の多様性を尊重しているのであり、
文化多様性の維持と向上に貢献している日本を発信せよ、という主張である。
第 2 回： 2 月 23 日 13:00-17:00 統計数理研究所
13:00-13:15

趣旨説明 島谷健一郎（統数研）

13:15-14:00

言語多様性の観点からみた『英語＝国際語』観の弊害 永井忠孝（青山学院大）

14:00-14:45 「脱グローバル化」時代の到来？――政治と言語の観点から 施光恒（九州大）
15:00-15:45

遺伝研の国際化メカニズム

広海健（遺伝研）

15:45-16:30

歴史と固有性の価値：生物多様性からの視点

16:30-17:00

総合討論

田中健太（筑波大菅平セ）

コメンテータ：佐藤克文（東大海洋研）、山本誉士（総研大修了生、学振、名古屋大）
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永井氏による数多くの言語の例文を用いる解説は、
・ 英語しか学ばない日本人はそれで逆に視野を狭くしている。
・ 英語が科学を記述・実践するのに優れた言語であると錯覚している。
・ そうした英語の関する妄想を払拭した上で英語を学ぶ方が進歩も早い。
・ その 1 助になるのが、多言語比較や第 2 外国語である。
などの視点を含むものだった。
しばしば「英語と日本語ほどかけ離れた言語はない。だから英語学習で日本人は不利
だ」という主張を耳にする。しかし、地球には、日本語とも英語とも大きく異なる言語
もあり、その言語話者から見ると、日本語と英語の共通点ばかりが目に入るに違いない。
多様な言語の具体例を提示されることで、外国語を学ぶ主要な目的が（「使う」こと
だけでなく）異文化理解であることを思い出し、英語（と日本語）を客観的に見つめ直
す視点を与えられた。それは科学の現場で英語を用いる際に忘れてはならないし、大き
な助けとなる。
施氏は、おりしものイギリスの EU 離脱、アメリカ・トランプ大統領という国際情勢
を鑑み、流行語に近い「グローバル化」がそもそも何なのか、問い詰める。
まず、90 年代前半まで、日本でも流行した「国際化」では、国民生活は国際社会と
の関係より優先し、貿易などは自国の国民生活の向上のためだった。一方、90 年代後
半以降の「グローバル化」は、グローバル市場に合わせて各国の国内制度や規制、商習
慣まで改造すべきという発想を伴う。そこに「新自由主義」という経済政策が加わり、
結果としてグローバルな投資家や企業はより稼ぎやすくなったが庶民の生活は貧しく
不安定になり、格差が広がった。そして、そもそも「民主主義」「国民国家」「グロー
バル化」の 3 つは同時には成り立たないという政治経済理論も提唱された。
・グローバル化が一方的に進むことはない。
・日常の言語で政治を論じることが民主主義では不可欠。
・安直な英語化は、日本語という現在は科学や政治を論じることのできる言語を、世間
話しかできない言語に落としかねない。
「グローバル化」で英語は国際共通語である、の類の風聞を盲信せず、科学では英語
のみを用いても日常会話は日本語だから日本語がダメになることはない、とは行かない
ことを認識した上で、科学者は英語とどう関わるか、考える必要がある。
広海氏は、遺伝研が授業などの英語化をどう進めてきたか、そして、「遺伝研メソッ
ド」として教科書も編集した科学英語プリゼンテーション教育について紹介した。その
コンセプトは、研究者に必要な能力育成法を研究者が考案したもので、英語と科学的思
考の両方を複合的に強化する効果を持つ。
なお、遺伝研がこの英語科学教育を確立するのに、3 名で 10 年近くを要している。
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日本ではあまり知られていないが、アメリカで学ぶ大学院生の大半は（留学生もアメ
リカ人も）、英語で論文を書くテクニック、科学的な文書とはどうあるべきか、どうい
う表現が科学論文として適切かつわかりやすいか。こうした事項を授業で学ぶ。日本
の研究室では、そうした授業を受けることなく、成果が出たらいきなり英語で論文を書
く院生が多い。そこでは、英語力以前に、科学における論理や思考力、その表現法が問
われる。その基礎が弱いために、院生も教員も膨大な時間とエネルギーを費やすわりに、
できあがる論文は（英語でなく）論理の流れがわかりにくいなどのため、却下あるいは
公表されても引用されにくい。
田中氏は、稀少種の維持に力を注いだために未然に防げた（食料不足などの）危機を
紹介しながら、生物多様性の価値について解説した。生物集団において、ある種が優占
することは普通に見られる。ところが、特定種が（特に人の干渉により）優占し過ぎる
と、多種を滅ぼした挙句に自らも滅び、地球全体に災いをもたらす。
翻って現在の科学界では、英語は過度の優占種ではないか。今の諸科学において、英
語の優占度をさらに強める作用のある研究体制や教育より、ほどよいバランスを保つ方
向（それは全言語均等を意味するのではない。生物集団でも、種が均等に分布すること
は稀だし逆に不安定になりがち）を目指すほうが、科学は健全に発達するのではないか。
奇しくも、施氏の講演の中で、グローバル化の反対概念は「保護主義」や「孤立主義」
ではない、3 者の共存が無理ならグローバル化を不完全なものにとどめておくのが穏当
な解決策ではないか、という意見が出された。これは田中氏が紹介した生物多様性にお
ける教訓と、不思議な合致を示す。
4 つの話題提供は、言語学、国際政治、英語科学教育、生態学、それぞれの専門性を
踏まえた異なる視点からのものだったが、日本人が抱える英語の諸問題について、不思
議なほど視点や主張の重複するものだった。
参加者
総研大
統計科学：島谷健一郎、船渡川伊久子、伊藤聡、栗木哲、志村隆彰、三分一史和
遺伝研：広海健
極域科学：高橋晃周、塩見こずえ
学融合セ：小松睦美
先導科学：新海拓郎
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核融合科学：榊原悟
国際日本研究：牛村圭
天文科学：福島登志夫、早野裕
総研大外
計 38 名
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総合研究大学院大学 学融合推進センター 萌芽的研究会
「新たなヒト進化学の創成を検討するための研究会」開催報告
先導科学研究科・生命共生体進化学専攻 准教授 田辺秀之

1. 研究会の趣旨
現生人類は約 20 万年前にアフリカ大陸で誕生し、様々な環境に適応しながら世界各地へ拡散
した。1 種でここまでの分布域をもつ動物種は他にいない。ヒトの特徴として、直立二足歩行、
脳容量の増大、体毛の喪失、子ども期の延長、寿命の延長、食性多様化、女性の発情期の喪失、
言語、意図の理解と共有、自意識、など多々挙げられるが、これらは進化的に見れば比較的短期
間の産物であろう。分布域を拡大し、新しい環境に適応して生存し続けるには、急速な表現型の
多様化がもたらされた可能性が高い。本研究会では、ヒト表現型多様性のゲノム基盤を明らかに
することを目指すための共同研究の議論を行うとともに、様々な専門家を糾合しており、そのク
ロストークによるヒト進化学の新しいアプローチの創成を検討する機会としたい。

2. 開催日時・会場
2017 年 6 月 18 日(日) 9:30-17:30・AP 品川アネックス会議室

3. 参加者一覧 16 名 (内 総研大学生 1 名)

井ノ上 逸朗

国立遺伝学研究所人類遺伝研究部門・総研大生命科学研究科・教授

今井 啓雄

京都大学霊長類研究所･准教授

今西 規

東海大学医学部･教授

太田 博樹

北里大学医学部解剖学・准教授

大橋 順

東京大学大学院理学系研究科･准教授

河村 正二

東京大学大学院新領域創成科学研究科･教授

齋藤 茂

岡崎統合バイオサイエンスセンター・生理学研究所･生命科学研究科・助教

田嶋 敦

金沢大学医薬保健研究域医学系・教授

田辺 秀之

総合研究大学院大学先導科学研究科･准教授

津山 淳

東京都医学総合研究所･研究員

中林 一彦

国立成育医療研究センター周産期病態研究部・室長

中山 一大

自治医科大学医学部･講師

吉見 一人

大阪大学附属共同研ゲノム編集センター・助教

斎藤 成也

国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門・総研大生命科学研究科・教授

降旗 大岳

総研大・高エネルギー加速器科学研究科 物質構造科学専攻・D1

木村 亮介

琉球大学大学院医学研究科人体解剖学講座・准教授

386

4. プログラム
・1：ゲノム編集・改変マウス解析（吉見）

・8：ヒト集団エピゲノム解析③（中林）

・2：幹細胞生物学・脳神経系（津山）

・9： 霊長類機能解析①（河村）

・3：核・染色体空間配置解析（田辺）

・10：霊長類機能解析②（今井）

・4：ヒト集団ゲノム解析①（大橋）

・11：代謝・機能解析①（齋藤）

・5：ヒト集団ゲノム解析②（太田）

・12：代謝・機能解析②（中山）

・6：ヒト集団エピゲノム解析①（井ノ上）

・13：ヒト集団ゲノム解析③（今西）

・7：ヒト集団エピゲノム解析②（田嶋）

・総合討論（参加者全員）

5. 議論の概要
本研究会では、生物種としてのヒトの進化を探るための新たなアプローチの創成を検討し、
様々な専門家を糾合して、そのクロストークによる議論の機会となることを目指した。現生人類
は約 20 万年前にアフリカ大陸で誕生し、様々な環境に適応しながら世界各地へ拡散していき、
地球上の全大陸に至るまで分布域を拡げた。生物学的なヒトの特徴としては、直立二足歩行、脳
容量の増大、体毛の喪失、子ども期の延長、寿命の延長、食性多様化、女性の発情期の喪失、言
語の使用、道具の使用、意図の理解と共有、自意識、など多々ある。ヒトという種の誕生の謎を
はじめ、世界各地の人種・民族の表現型レベルでの多様性の起源と成り立ちに関して、集団レベ
ルでの全ゲノム解析を駆使することも踏まえ、今はまさに、新しいヒト進化学のアプローチの創
成が望まれている時期である。参加者は 16 名、話題提供者は総勢 13 名から成り、ゲノム編集、
幹細胞生物学、染色体テリトリーの核内配置解析、といった技術的な内容をはじめ、ヒト集団の
ゲノム解析、コホート研究、エピゲノム解析と疾患、生活習慣病、感覚系遺伝子の適応進化、視
覚・味覚受容体の機能解析、温度受容体 TRP チャネルの種間多様性、など、多岐に渡った。
総研大所属の参加者としては、先導科学研究科（生命共生体進化学専攻）
、生命科学研究科（遺
伝学専攻、生理学専攻）の研究者および高エネルギー加速器科学研究科（物質構造科学専攻）の
学生の参加があり、各プレゼンでの質疑が活発に成された。最新情報に基づいた技術的なブレー
クスルー、具体的なアプローチの仕方、解析の実例などについての議論ができ、非常に有意義で
あった。今後も引き続き、このテーマでの議論を続け、具体的なアプローチの発展に繋げていき
たいという意見で締めくくられた。

6. 総研大の教育への還元
総研大の学生（物質構造科学専攻）が参加者として加わり、ヒト進化学に関連するトピックス
の最新情報は元より、専門家同士でのディスカッションの現場を目の当たりにすることができた。
この経験は、学生本人のこれからの研究への取り組みに非常に有意義であったとの意見・感想が
寄せられ、一定の教育的な効果が得られたものと考えられた。
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総合研究⼤学院⼤学学術シンポジウム「学術とことば」
学術とことば ―バイリンガル世紀の⽇本語創造を考える―
本研究会は、学術研究分野ごとに異なる「ことば」が学際研究を妨げるきっかけになっているのではないか、という問題意識を出発点に、
学術の持つ構造的な問題を考えることを⽬指して開催されます。 ⼀⽅で外来語が多い学術⽤語の中で⽇本語が今後どのような展開をして
いくべきなのか、克服すべき課題は、どんな可能性を持つのかにまで視野を広げ、学術とことばの問題を議論していきたいと考えておりま
す。 そのため、今回は、公開学術シンポジウムとして開催し、本学教職員にとどまらず広く参加者を募り、活発な意⾒の交換を⽬指して
おります。
⽇時：2016年1⽉22⽇（⾦）
開催場所：メルパルク東京

13時から17時
5階

「瑞 雲 (ZUIUN)」

プログラム：
1) 基調講演 「⽇本語の“タタミゼ” ⼒」
鈴⽊ 孝夫 慶應義塾⼤学名誉教授 ⾔語⽂化学
2) 講演Ⅰ 「⽇本語による科学」
松尾 義之 ⽩⽇社編集⻑ 科学ジャーナリスト
3) 講演Ⅱ 「近代における⽇本語の⾰新 ― 訳語、漢語、そして和語―」
⽥中 牧郎 明治⼤学教授 ⾔語学
4) 講演Ⅲ 「フィールドから拾う現代の『⽇本語』とその特質」
出⼝ 正之 総合研究⼤学院⼤学・国⽴⺠族学博物館教授 ⾔政学
5) パネルディスカッション

【司会】 永⼭ 國昭

総合研究⼤学院⼤学理事
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萌芽的研究会「動物福祉研究会」
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公開セミナー
公開セミナーは、学融合研究事業の公募において採択された課題が⾏う、⼀般公開型のセミナーです。総研⼤内の教職員
と学⽣はもちろんですが、学外の研究者も交え議論を⾏うことで、研究課題がより学際的に広がるよう、学融合推進セン
ターでは⽀援を⾏っております。

過去の公開セミナー
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公開セミナー

23 March 2014

公開シンポジウム「⼈類

地球を動く」

総研⼤主催 公開シンポジウム「⼈類 地球を動く」 が東京・五反⽥で開催されました。
⼩⻑⾕有紀「遊牧⺠の移動精神--モンゴルの場合」、関雄⼆「⼈類、アメリカ⼤陸に渡る」、印東道⼦「海洋地域へ移動した⼈々--島で暮
らす⼯夫の数々」、斎藤成也：⼈類、東ユーラシアをうごく--ヤポネシアを中⼼にして」⽂化⼈類学的研究、集団遺伝学的研究多⾓的な報
告がなされました。

折しも、関東に何年かぶりの⼤雪が降った⽇でした。⼈類は厳しい環境の中、⽣き延びてきたことを実感しました。

パネルディスカッションでは、フロアーからも質問が出され、関⼼の深さを受け取れました。
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公開セミナー

10 March 2014

戦略的共同研究・学内公開セミナー
「温度感受システムの進化⽣理学」
⽣物にとって環境の温度を感じることは⽣存上必須です。本プロジェクトは温度を感受するシステムがいつどのようにして進化してきた
かを探ることを⽬的としています。 今回は、今年度の成果の報告会です。

海産の無脊椎動物であるヒトデの幼⽣を⽤いた
温度⾛性実験について報告するお茶の⽔⼤学の
濱中⽞先⽣。

基礎⽣物学専攻の井⼝泰泉先⽣から温度感受性
と性決定というタイトルで、温度のような環境
条件によって♂になるか♀になるかが決まるメ
ダカやワニを⽤いた研究結果を報告していただ
きました。

⼤阪市⽴⼤学の寺北明久先⽣は光受容タンパク
質の多様性と機能について話していただきまし
た。

⽣理科学専攻の富永先⽣は温度受容体とその⽣
理学的意義について多くの⽣物から得られた研
究結果を報告しました。 各発表後の質疑応答で
は、とても活発な意⾒交換が⾏われました。

追記：このプロジェクトの中⼼的存在であった渡辺正勝総研⼤名誉教授と団まりな元⼤阪市⽴⼤学教授は事故のため、この研究会の3⽇後
に亡くなられました。お⼆⼈ともに、このプロジェクトを牽引するとともに、その成果を楽しみにしていただけに、本当に残念でなりませ
ん。⼼からご冥福をお祈りします。
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公開セミナー

23 March 2014

戦略的共同研究・学内公開セミナー
「料理の環境⽂化史：⽣態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に与えるインパクト」
学融合推進センターの「戦略的共同研究Ⅰ」で採択された野林教授の「料理の環境⽂化史：⽣態資源の選択、収奪、消費の過程が環境に
与えるインパクト」に関する公開セミナーが３⽉２３⽇（１３：３０ー１６：４５）に国⽴⺠族学博物館にて開催されました。

野林先⽣よりプロジェクトの概要が説明されま
した。

学⽣も多数参加していました。

本郷先⽣のご発表「考古学遺跡における消費活
動の変化」

池⾕先⽣のご発表「狩猟採集⺠の⽣計活動と消
費について」

先⽣⽅による展⽰の解説もしていただきまし
た。こちらは養蜂に関する展⽰。

こちらは実際に使⽤されていた熊の捕獲のため
の罠。
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⻄⾕先⽣による成果発表。

中井先⽣による成果発表。

増野先⽣による成果発表。

地域⽂化学専攻の林さんによる成果発表。
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研究者交流掲⽰板

ピックアップ研究者

現在の募集
募集
番号

募集
開始⽇

探している⼈物

構想中の研究課題

募集者の
専攻

募集者⽒名

13
NEW h28.3.21

GISデータが扱える⽅で⾔語処理に興味のある⽅

フィジー語諸⽅⾔の分布の分析とその背景にある通
時的な変化の検証

⽐較⽂化学専
攻

菊澤律⼦
web(⺠博)
web(個⼈)

12

h27.10.2

⾃⾝の研究を効果的な授業にしたいと思っている研究者
の⽅

先端研究のアクティブラーニング化に関する研究

学融合推進セ
ンター

七⽥⿇美⼦
webサイト

11

h27.3.18

カラスを⾷べる⽂化の調査にご協⼒いただける⼈⽂系研
究者

有害捕獲された野⽣動物を有効利⽤する過程で起こ
る諸問題の調査

学融合推進セ
ンター

塚原 直樹
webサイト

10

h27.3.18

⾷品に含まれる⾦属、ダイオキシン、放射線物質などの
分析ができる研究者

有害捕獲された野⽣動物を有効利⽤する過程で起こ
る諸問題の調査

学融合推進セ
ンター

塚原 直樹
webサイト

9

h26.11.19 ⼒学系(dynamical system)に造詣の深い⽅

⼒学系の細胞⽣物学への適⽤による細胞構築原理の
理解

遺伝学専攻

⽊村 暁
webサイト

8

h26.11.17 動物福祉の各国の⽂化的背景や歴史的変遷などに興味が
ある⽅

動物福祉に関する⽂化科学的研究

基礎⽣物学専
攻

新村 毅
webサイト

6

h26.11.17 フランス語が堪能な⽅でフランスの料理⽂化の調査にご
協⼒いただける⽅

有害捕獲された野⽣動物を有効利⽤する過程で起こ
る諸問題の調査

学融合推進セ
ンター

塚原 直樹
webサイト
⽊村

396

暁

3

h26.6.24

記録システム構築の専⾨家の⽅

⽣物学の実験ノートの電⼦化システムの開発
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遺伝学専攻

webサイト
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研究者交流掲⽰板

⼯藤

栄（極域科学専攻

ピックアップ研究者

准教授）

極域科学専攻の⽣物圏研究グループ陸上⽣物
研究チームに所属。
趣味は、⿂釣り、料理。
skudoh[at]nipr.ac.jp（[at]を@に変えて）

研究紹介
南極をフィールドにしており、しょっちゅう出かけて⾏っては仕事をしています。 南極の湖、あるいは湖の周りに住んでいる⽣物の
中でも僕が主に扱っているのは植物です。植物のそこでの⽣き⽅、そして、そこにどうやって⽣態系を構築してきたかということに着
⽬しています。南極の湖は、⼀万年くらいの間に出来上がって発達してきたのですが、そこでの⽣態系の作られ⽅、作り⽅、この先ど
うなっていくのかを含めて⾯⽩く⾒ています。⼈類が経験したことのないような現象が湖の中にまだまだたくさんありますので、それ
を⾒つけてうまい説明をつけていきたいと思っています。

現在⾏っている異分野連繋
我々フィールドサイエンスの分野の研究者は様々な⾃然現象を捉えています。しかしながら、それら現象の真に迫るには、その理論
背景を負う必要があります。そこで、理論⽣態学者の⼈たちの協⼒を得ました。例えば、南極の湖の⽣態系のシステムが次に移るとき
に、突発的な変化があるという現象を我々は捉えました。その現象について、理論⽣態学者の協⼒により、連続的な変化ではなく、不
連続な変化があるという理論背景を説明することができました。

今後の展開、求める研究者
2016年度から三年間の予定の南極をフィールドとしたプロジェクトがあります。1年⽬はすでにメンバーが決まってしまっています
が、2年⽬から、もし南極でのフィールドワークに関⼼がある⼈は異分野の⽅でも連れて⾏って活躍してもらいたいです。何があっても
動じないような⼈、何もなくても何かできる⼈、そして、我々の発想にないような突拍⼦もない別の展開を⾒せてくれるような研究者
を求めています。

この研究者をより詳しく知りたい⽅はこちら
Research map
所属機関ウェブサイト
個⼈のウェブサイト
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研究者交流掲⽰板

⽊村

暁（遺伝学専攻

ピックアップ研究者

教授）
⽣命科学研究科

遺伝学専攻

趣味は、読書、旅⾏。
実はもともと⽣物にはそれほど興味はなく、⼤
学進学時は建築に興味を持っていました。建築
の機能性や都市計画の中の隠れた秩序などを⾯
⽩いと思っていました。しかしながら都市で実
験するのは困難です。そんな中、細胞に出会い
ました。細胞の中では、シンプルなもので複雑
なことをやっており、建築と似たような機能性
や秩序があるのでは、と思ったのがこの道に
⼊ったきっかけです。
akkimura[at]nig.ac.jp（[at]を@に変えて）

研究紹介
細胞の研究をしています。細胞がタンパク質などからどうやってできているのか、どうやって組み上がっていくのかを研究してい
て、それを細胞建築学と名付けています。顕微鏡観察とコンピューターシミュレーションを組み合わせて、細胞がダイナミックに動く
様⼦を再現し、説明しようとしています。

学融合推進センターで採択されている課題
いろいろな⽣物を扱っている研究者の⽅々に協⼒いただき、様々な⽣物の細胞の情報を集めています。細胞の⼤きさは千差万別です
が、細胞の⼤きさに⽐例して細胞の内部の構造が⼤きくなったり⼩さくなったりしているのかどうか、細胞のサイズと内部構造の関係
に着⽬しています。

今後の展開、求める研究者
私の⾏っている細胞建築学には、統計学や情報学や画像の処理が必須ですので、それらの専⾨家と共同研究を進めていきたいと思っ
てます。特に⼤きなデータを扱う際など、⼊⼒してアウトプットする時点で、情報の処理を⾃動化するなど、何か⼯夫をできる⽅と⼀
緒に研究したいと考えております。

様々な分野の研究者が参加できる研究記録に関するプロジェクト
上記の細胞建築学の研究とは別に、研究記録に関するプロジェクトも学融合推進センターの⽀援を得てすすめています。
多くの研究者にとって研究ノートは必須なものだと思います。ただ、⼈によっては我流であったり、ノートの取り⽅も様々です。そ
こで、記録の仕⽅について何かしら標準化できないかということを考えてこのプロジェクトを提案しました。しかし、議論を進めてい
くうちに、研究分野により記録⽅法は様々あり、⾮常に多様だということが分かってきました。今は、それぞれの分野でどのような違
いがあって、それがその分野の本質とどう関係があるのかということを研究していくのが⾯⽩いだろうと思ってます。同時に、記録を
取ることは研究者の教育にとってもすごく重要なツールなので、どうやって教えていくかということを皆さんで議論したいと考えてい
ます。 今は、細胞⽣物学、⽇本⽂学、フィールドワークをされてる⽅、⼤きな装置を使ってプロジェクトを進めている⽅、宇宙・天⽂
の⽅、物理・理論の⽅など、多分野の⽅々に⼊っていただいてます。

この研究者をより詳しく知りたい⽅はこちら
Research map
所属機関のウェブサイト
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新村

毅（基礎⽣物学専攻

ピックアップ研究者

助教）

⽣命科学研究科 基礎⽣物学専攻
横浜出⾝。
今の趣味は、育児。もともとは、爬⾍両⽣類の
飼育・繁殖が趣味だったので、今はブリーダー
を夢⾒ています。
tsuyoshi_shimmura[at]yahoo.co.jp（[at]を@に
変えて）

研究紹介
基⽣研でのメインの研究は、動物がどうやって季節を感じているのか、春を感じ繁殖したり、秋を感じ渡りをしたり、それらの⾏動
がどのような遺伝⼦によって制御されているのか、遺伝⼦を特定して、さらにそれが体の中でどのように動いているのか明らかにした
いと考えています。

学融合推進センターで採択されている課題
動物福祉というキーワードを軸にいろいろな分野の⽅に⼊ってもらって学際的な研究をしています。動物福祉とは、飼育動物のここ
ろと⾝体の健康が保たれる飼育環境を提供すべきという考え⽅です。動物福祉の研究は、ヒトと家畜化された動物の関係やその歴史、
地球環境、社会情勢などが複合的に絡んできます。例えば、⽣産性だけを求め、ヒトの都合だけを優先させた家畜の⼯場的飼育は倫理
的には良くないという議論が、⽇本以外の国で⾏われています。そのような動物福祉の歴史、あるいは動物虐待の歴史を紐解くという
のが⼀つと、もう⼀つは⽣命科学として、例えば交尾⾏動とか攻撃⾏動というのが、どのような遺伝的な基盤で制御されているのかと
いうのを明らかにする、その⼆つを本プロジェクトで進めています。⼈⽂社会学と⽣命科学が融合することで、本当の意味での動物福
祉が確⽴できるでしょうし、ヒトと動物だけでなく、さらには地球全体との共⽣が上⼿くいくのではないかなと思ってます。

今後の展開、求める研究者
動物福祉の研究では、⼈⽂社会学からの視点がまだ弱いと思っています。例えば家畜は⽣産物であり、政治や経済とつながります。
また、動物の飼育については⽇本でもヨーロッパでも様々な法律が存在しています。経済学や法律学、政治学の研究者に加わっていた
だきたいですね。

この研究者をより詳しく知りたい⽅はこちら
Research map
所属機関のウェブサイト
研究室のウェブサイト
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塚原

ピックアップ研究者

直樹（学融合推進センター

助教）
2013年４⽉より学融合推進センターにて 総研⼤内の教員および学⽣の交流、学際
研 究の創出の⽀援などを⾏ってきました。 ウェブサイトの管理など、主に学内向け
の 広報活動を⾏っております。
趣味は、⾷べ歩き、酒、料理、シュノー ケル、スノーボード。
tsukahara_naoki[at]soken.ac.jp（[at]を@に変えて）
046-858-1624（直通）

研究分野・研究紹介
専⾨は動物解剖学、野⽣動物管理学です。総研⼤に来る前は宇都宮⼤にて、 「⿃の発声器官や眼球の解剖学的解析」や「カラスの⾳
声コミュニケーション」 をテーマとしてきました。総研⼤に来てからは、学融合共同研究に採択され、 「カラスの⾷資源としての利⽤
の可能性を探る」プロジェクトにて⽂理融合研究 に取り組む他、シンガポール国⽴⼤と共同で「カラスと対話できるドローンの 開
発」、三菱電機株式会社と「カラスの鳴き声を利⽤した撃退装置」の開発などをテーマ としております。

現在興味をもっていること、探している研究者
⽇本、海外を含め、カラスを⾷べていた地域で、今も⾷されているか、⾷され ていないとすれば、何が原因で⾷されなくなったか、
などを調べたいと思ってお り、それらの調査ができる研究者を探しています。⾷べられていた例：100年ほ ど前のフランスでは最⾼級
⾷材であった、リトアニアでは伝統料理である、韓国 では滋養強壮の漢⽅だった、⻑野県などでは「ろうそく焼き」「カラス⽥楽」と
して⾷べられていた。

この研究者をより詳しく知りたい⽅はこちら
Research map
個⼈ウェブサイト
Facebook
Twitter
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研究論⽂掲載費を助成します。
（学融合推進センター出版補助事業・研究論⽂掲載費等助）
2018年2⽉28⽇締め切り
総研⼤⽣が著者に⼊っている学術論⽂（筆頭著者でなくとも良い、単著でも良い）の掲載費⽤を最⾼20万円まで補助します。
著者である総研⼤⽣、またはその論⽂の著者である本学教員が申請できます。
その論⽂の著者である総研⼤⽣、教員など総研⼤所属の⽅全員が、著者の所属先として総研⼤の所属を書いていること。
本学修了⽣が在学中に⾏った研究に関する論⽂の場合には、修了１年以内であれば上記「総研⼤⽣」と同等とします。
ただし著者所属に総研⼤が⼊っていること。
※本学の英⽂名称の記載ミスが多発しております。正式名称【SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)】が記載され
ていない論⽂は⽀援対象外となります。申請前に今⼀度ご確認願います。
詳しくは下記をご覧下さい。
平成29年度研究論⽂掲載費等助成要項
論⽂掲載料申請書

CPIS subsidizes publication expenses for scholarly journals (publication support program of CPIS)
The publication fee for a paper in an academic journal is covered up to 200 thousand Yen.

A SOKENDAI student should be the author

or one of the authors (the ﬁrst author or not).
The SOKENDAI student and/or a SOKENDAI faculty, one of the authors, can apply.
In the paper, all authors who are SOKENDAI students or faculty should show their SOKENDAI afﬁliation.
Special treatment of SOKENDAI graduates: A SOKENDAI graduate is regarded as a student within one year after the graduation, if the
work was done in SOKENDAI before the graduation. The afﬁliation of the graduate should include SOKENDAI.
※All authors who are SOKENDAI students or faculty members MUST show their afﬁliation in SOKENDAI with accurate description.
Papers that do not contain the ofﬁcial name “SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)” are not accepted.
For more detail, refer the following.
the Application guidelines
the Application form

.

平成28年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成27年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成26年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成25年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成24年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成23年度論⽂出版費補助実績はこちら
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管理
番号

著者名

11001

尾形
野村
駒⽊
遠⽥

良彦
俊⼀
⽂保
晋次

Bayesian forecasting of recurrent earthquakes and predictive performance for
Journal of Geophysical
a small sample size
Research-Solid Earth
繰り返し地震のベイズ予測と、⼩標本に対する予測性能

American Geophysical
Union
116巻B04315号18⾴
2011年4⽉

武⽥
後藤
11002 濱崎
塚⽥
安村

英明
孝之
雅弘
浩⼆
通晃

視覚的オブジェクトを⽤いた検索的メタデータ検索

情報処理学会論⽂誌

情報処理学会52巻4号
（1504〜1514）
2011年4⽉

武⽥
11003
⼩出

英明
誠⼆

OWL意味論に基づくCLOSオブジェクト指向プログラミング

コンピュター
ウエア

⽇本ソフトウエア科学
会
28巻2号
（236〜260)
2012年2⽉

Arabidopsis ABERRANT PEROXISOME MORPHOLOGY9 is a peroxin that
recruits the PEX1-PEX6 complex to peroxisomes

The Plant Cell

The American Society
of Plant Biologists
23巻4号
（1573〜1587）
2011年4⽉

Journal of Neuroscience

Society For
Neuroscience
31巻28号
（10380〜10391）
2011年7⽉

11004

タイトル

Mikio Nishimura,
Shino Goto,
Shoji Mano,
Chihiro Nakamori

Yasuo Kawaguchi,
Mieko Morishima,
11005 Kenji Morita,
Yoshiyuki Kubota

掲載誌情報

Highly differentiated projection-speciﬁc cortical subnetworks

出版元等

ソフト

Akatsuki Kimura,
11006 Ritsuya Niwayama, The hydrodynamic property of the cytoplasm is sufﬁcient to mediate
Kyosuke Shinohara cytoplasmic streaming in the Caenorhabiditis elegans embryo

⽶国科学アカデミー

11007 ⼭道
印南

真⼈
秀樹

始めよう！エコゲノミクス（６）⾃然選択の検出（その２）

⽇本⽣態学会誌

⽇本⽣態学会
61巻2号
(237〜249)
2011年7⽉

渡邉
11008 ⽥辺
堀内

孝明
秀之
嵩

Gene ampliﬁcation system based on double rolling-circle replication as a
model for oncogene-type ampliﬁcation

Nucleic Acids Resarch

Oxford University
Press
doi:10.1093/nar/gkr442
(1〜7)
2011年6⽉

⽚⼭ 伸彦
11009 ⼩松 英⼀郎
（テキサス⼤学
オースチン校）

Simple Foreground Cleaning Algorithm for Detecting Primordial B-Mode
Polarization of the Cosmic Microwave Background

737巻2号
The Astrophysical Journal (78〜88)
2011年8⽉

Toshihiko Kaji,
Minlu Zhang,
Satoru Nakao,
11010 Kai Iketaki,
Kazuya Yokoyama,
Ching W.Tang,
Masahiro Hiramoto

Co-evaporant induced crystalline donor:acceptor blends in organic solar cells

Advanced Materials

John Wiley & Nuns Inc.
23巻(3320〜3325)
2011年6⽉

佐々⽊ 顕
11011 ⼭道 真⼈
吉⽥ 丈⼈

Comparing the effects of rapid evolution and phenotypic plasticity on
predator-prey dynamics

The American Naturalist

The American Society
of Naturalists
178巻3号
(287 〜304)
2011年9⽉

Yasuo Kawaguchi,
Yoshiyuki Kubota,
Naoki Shigematsu,
Fuyuki Karube,
11012 kio Sekigawa,
Satoko Kato,
Noboru Yamguchi,
Yasuharu Hirai,
Mieko Morishima,

Selective coexpression of multiple chemical markers deﬁnes discrete
populations of neocortical GABAergic neurons

Cerebral Cortex

21巻8号
(1803〜1817)
2011年8⽉

Yoshiyuki Kubota,
Karube F,
11013 Nomura M,
Gulledge AT,
Mochizuki A,
Schertel A

Conserved properties of dendritic trees in four cortical interneuron subtypes

Scientiﬁc Reports

ネイチャージャパン
1巻
2011 年9⽉

秦 和弘(総研
⼤/NAOJ)
⼟居 明広
（総研⼤/JAXA),
11014 紀基樹(NAOJ),
永井 洋(NAOJ),
荻原 喜昭
(NAOJ/総研⼤）,
川⼝ 則幸
(NAOJ/総研⼤）

An origin of the radio jet in M87 at the location of the central black hole

Nature

ネイチャージャパン
477巻7363号
（185~187)
2011 年9⽉
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108巻29号
(11900〜11905)
2011年7⽉

(NAOJ/総研⼤）
Tomoya Hirota,
Masato Tsuboi,
Kenta Fujisawa,
Mareki Honma,
Noriyuki
Kawaguchi,
Mi Kyoung Kim,
11015 Hideyuki
Identiﬁcation of Bursting Water Maser Features in Orion KL
Kobayashi,
Hiroshi Imai,
Toshihiro
Omodaka,
Katunori.M.Shibata,
Tomomi Simoikura,
Yoshinori Yonekura

IOP Publishing
The Astrophysical Journal
739巻L59⾴
Letters
2011年10⽉

G3:Genes, Genomes,
Genetics

アメリカ遺伝学会
1巻5号
2011年10⽉

American Astronomical
Society

IOP Publishing
738巻2号
2011年9⽉

Molecular biology and
evolution

Oxford University
Press
2011年10⽉

Seiji Hitoshi,
Yugo Ishino,
Akhilesh kumar,
Salma Jasmine,
11019 Kenji F.Tanaka,
Takeshi Kondo,
Shigeaki Kato,
Toshihiko Hosoya,
Yoshiki Hotta,
Kazuhiro Ikenaka

Mammalian GCM genes induce Hs5 expression by active DNA demethylation Nature Neuroscienece
and induce nueral stem cells

Nature Publishing
Group
14巻8号
2011年8⽉

11020 川⼝

泰雄

Differentiated participation of thalamocortical subnetworks in slow/spindle
waves and desynchronization

Journal of Neuroscience

Society FOr
Neuroscience
32巻
2011年12⽉

11021 川⼝

泰雄

Specialized cortical subnetworks differentially connect frontal cortex to
parahippocampal areas

Journal of Neuroscience

Society For
Neuroscience
32巻
2011年12⽉

Takahiko Kubo,
11022 Atsushi Yoshimura,
Nori Kurata

Hybrid male sterility in rice is due to epstatic interactions with a pollen killer
locus

Genetics

Ko Matsui,
Timotheus
Budisantoso,
11023 Naomi Kamasawa,
Yugo Fukazawa,
Ryuichi
Shigemoto

Mechanisms underlying signal ﬁltering at a multi-synapse contact

Journal of Neuroscience

印南 秀樹
11024 五條堀 淳
⼭道 真⼈

An autosomal analysis gives no genetic evidence for complex speciation of
humans and chimpanzees

Molecular Biology and
Evolution

末崎
11025 古⼭
関根

物語説明場⾯の話者⾝振りに⽣起するマイクロスリップ〜開き⼿⼀とエピ
ソードの複雑さが及び素影響

電⼦情報通信学会論⽂誌
Ａ

電⼦情報通信学会
J95-A巻1号
(157〜164)
2012年1⽉

Auditory sustained ﬁeld responses to periodic noise

BMS Neuroscience

BioMed Central
Vol13 Issue 7
2012年1⽉

NRO M33 ALL Disk Survey of Giant Molecular Clouds (NRO MAGIC):1.HI to
H2 Transition

Publication of the
Astronomical Society of
Japan

⽇本天⽂学会
63巻6号
2011年12⽉

11016

新屋
酒井

みのり
則良

Generation of Highly homogeneous Strains of Zebraﬁsh through Full Sib-Pair
Mating

Jungmi Kwon,
Motohide Tamura,
Ryo Kandori,
Nobuhiko
Kusakabe,
Jun Hashimot,
Yasushi Nakajima, Complex Scattered Radiation Fields and Multiple Magnetic Fields in the
11017 Fumitaka
Protostellar Cluster in NGS2264
Nakamura,
Takahiro
Nagayama,
Tetuya Nagata,
James H.Hough,
Michael W Werner,
Paura Stella Teixira
11018 杉野

隆⼀

裕康
宣洋
和⽣

Sumru Keceli,
Koji Inui,
11026 Hidehiko Okamoto,
Naofumi Otsuru,
Ryusuke Kakigi
Kuno Nario,
Tomoka Tosaki,
Sachiko Onodera,
Rie Miura,
Tsuyoshi Sawada,
Kazuyuki Moraoka,
11027 Kouichiro
Nakanishi,
Shinya Komugi,

Natural selection on gene order in the genome-re-organization process after
whole genome duplication of yeast

404

Genetics Society of
America
189巻3号
(1083〜1092)
2011年11⽉

Society for
Neuroscience
2012年1⽉

29巻1号
(145〜156)
2012年1⽉

Shinya Komugi,
HIroyuki Nakanishi,
Hiroyuki Kaneko,
Akihiko Hirota,
Kotaro Kohno,
Ryohei Kawabe
鐘巻 将⼈
11028 滝澤 温彦
渡瀬 成治

Mcm10 plays a role in functionning of the eukaryotic replicative DNA
helicase, Cdc45-Mcm-GINS

Current Biology

22巻
2012年2⽉

宅野
11029
印南

Selection ﬁne-tune s the expression of microRNA target genes in Arabidopsis
thaliana

Molecular Biology and
Evolution

Oxford University
Press
28巻9号
(2429〜2434)
2011年9⽉

Michiyo Kinoshita,
11030 Kentaro Arikawa,
Yuki Takahashi

Simultaneous brightness contast of foraging Papilio butterﬂies

Proceeding of Royal
Society of London
BIological Science

(1〜8)
2012年2⽉

MIchiyo Kinoshita,
11031 Keram Pfeiffer

Segregation of Visual Inputs from Different Regious of the Compound Eye in
Two Parallel Pathways Through the Anterior Optic Tubercle of the
Bumblebee(Bombus ignitus)

Journal of Comparative
Neurology

(212〜228)
2012年2⽉

印南
11032 ⼭道

始めよう！エコゲノミクス（７）今後のエコゲノミクス研究の展望

⽇本⽣態学会誌

62巻1号
2012年3⽉

Dual Roles of Polyhydroxy Matrices in the Homocoupling of Aryboronic Acids
Catalyzed by Gold Nanoclusters under Acidic Conditions

Chemistry an Asian
Journal

将平
秀樹

秀樹
真⼈

Dhital Raghu Nath,
Arumugum
11033 Murugadoss,
Hidehiro Sakurai

平成28年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成27年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成26年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成25年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成24年度論⽂出版費補助実績はこちら
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管理番号 著者名

タイトル

掲載誌情報

出版元等

12001

栗⽊ 哲
加藤直広

２次多項式回帰曲線の正値性検定

応⽤統計学

応⽤統計学会
41巻1号（1〜15）
2012年４⽉

12002

Kohji Hizume, Sumiko Araki,
Kosuke Hata, Eloise Prieto,
Tapas K.Kundu, Kenichi
Yoshikawa, Kunio Takeyasu

Nano-scale analyses of the chromatin decompaction
induced by histone acetylation

Archives of Histology
and Cytology

国際組織細胞学会組織細胞学記
録編集部 73巻3号
(149〜163)
2012年４⽉

12003

Geroge Watase, Haruhiko
Mcm10 plays a lole in functioning of the eukaryotic
Takisawa, Masato T. Kanemaki replicative DNA helicase, Cdc45-Mcm-GINS

Current Biology

22巻

12004

Hanako Hayashi, Kenji Kimura, Localized accumulation of tubulin during semi-open
Akatuki Kimura
mitosis in the Caenorhabditis elegans embryo

Molecular Biology of
the Cell

The American Society for Cell
Biology 23巻9号(1688〜1699)
2012年5⽉

12005

Ying Zhang, Sayoko
Yamamoto, Takumi
Yamaguchi, Koichi Kato

Application of Paramagnetic NMR-Validated Molecular
Dynamics Simulation to the Analysis of a Conformational
Ensemble of a Branched Oligosaccharide

Molecules

Vol.17 Issue 6 (6658〜6671)
2012年5⽉

12006

Iwata T., Sakamoto Q.K.,
Takahashi A., Edwards E.W.J.,
Staniland I.J., Trathan P.N.,
Naito Y.

Using a mandible accelometer to study ﬁne-scale
foraging behavior of free-ranging Antarctic fur seals

Marine Mammal
Science

28巻2号
(345〜357）
年4⽉

12007

Atsuko Matsushita, Hiroko
Awata, Motohiro Wakakuwa,
Shin-ya, Takemura, Kentaro
Arikawa

Rhabdom evolution in butterﬂies:insights from the
uniquely tiered and heterogeneous ommatidia of the
Glacial Apollo butterﬂy, Parnassius glacialis

Proceedings of the
Royal Society B

英国王⽴協会

12008

Yoshitaka Hamanaka, Michiyo
Kioshita, Uwe Homberg,
Kentaro Arikawa

Immunocytochemical Localization of Amines and GABA
in the Optic Lobe of the Butteﬂy Papilio xuthus

PLoS One

Public Library of Science
2012年7⽉

12009

島岡政基、⻄村健、古村隆
明、中村素典、佐藤周⾏、岡
部寿男、曽根原登

学術機関のためのサーバ証明書発⾏フレームワーク

電⼦情報通信学会

J95-B巻

12010

⻑倉洋樹、諏訪雄⼤、井岡邦
仁

Population III Gamma-Ray Bursts and Breakout Criteria
for Accretion-Powered Jets

The Astrophysics
Journal

American Astronomical Society

12011

Shuro Takano, Yusuke Sakai,
Suguru Kakimoto, Mutsumi
Sasaki, Kaori Kobayashi

Detection of MethyI Formate in the Second Torsionally
Excited State (vt=2) in Orion KL

Publications of the
Astronomical Society
of Japan(⽇本天⽂学
会欧⽂誌）

⽇本天⽂学会
2012年8⽉

12012

印南秀樹、宅野将平、寺内良
平

The power of QTL mapping with RILs

PLoS One

Public Library of Science 7巻
2012年10⽉

12013

Akira Sasaki, Yoshihiro
Haraguchi, Hiromu Yoshida

Estimating of the risk of re-emergence after stopping polio Frontiers in Virology
vaccination

Frontiers Media SA
2012

12014

濱野哲史、⼩林尚⼈、近藤荘
平、辻本拓司、⼤越克也、茂
⼭俊和

Type-la Supernova Remnant Shell at Z=3.5 Seen in The
The Astrophysical
Three Sight Lines toward The Gravitationally-lensed QSO Journal
B1422+231

IOP Publishing 753巻2号
2012年7⽉

12015

坂井伸⾏、本間希樹、中⻄裕
之、坂之上裕史、倉⼭智春、
柴⽥克典、清⽔上誠

Outer Rotation Curve of the Galaxy with VERA
I:Trigonometric Parallax of IRAS 05168+3634

Publication of the
Astronomical Society
of Japan

⽇本天⽂学会
2012年10⽉

12016

⾕⽣道⼀、⻄村勝之

Analysis of the phospholipase C-δ1 pleckstrin homology
domain using Native polyacrylamide gel electrophoresis

Analytical
Biochemistry

431巻2号9⾴(106〜114）
2012年12⽉

12017

⼟居明広、柳楽央⾄、川勝
望、紀基樹、永井洋、浅⽥圭
⼀

Kiloparsec-scale Radio Structures in Narrow-line Seyfert
1Galaxies

The Astrophysical
Journal

American Astronomical Society
760巻1号 2012年11⽉

12018

S.Mayama,J.Hashimoto,
T.Muto, T.Tsukagoshi,
N.Kusakabe

Subaru Imaging of Asymmetric Features in a Transitional
Disk in Upper Scorpius

The Astrophysical
Journal

IOP Publishing 2012年11⽉

12019

森⽥

待ち合わせにおけるヒトの挨拶⾏動の性差：⽇本におけ
るフィールド調査

Journal of Human
Ergology

⼈類動態学会
83)
2012年12⽉

12020

⻑⾕川眞理⼦、⼭道真⼈

「保全⽣態学研究」の掲載論⽂に⾒られる研究対象の偏
り

保全⽣態学研究

⽇本⽣態学会17巻2号12⾴(199
〜210) 2012年11⽉

12021

Takuya Sasaki, Kaoru Beppu,
Kenji F.Tanaka, Yugo
Application of an optogenetic byway for perturbing
Fukazawa, Ryuichi Shigemoto, neuronal activity via glial photostimulation
Ko Mastui

Proceedings of the
National Academy of
Sciences of the United
States of America

National Academy of Sciences
of the United States of America
109巻50号(20720〜20725)
2012年12⽉

12022

Yoko Satta,Yoshiki Yasukochi,
Toshifumi Kurosaki, Masaaki
Yoneda, Hiroko Koike

ニホンツキノワグマにおけるMHCクラスII DQBの多様性

BMC Evolutionary
Biology

12023

Kenji Yamada, Atsushi J
Nagano, Momoko Nishina,
Ikuko Hara-Nishimura, Mikio
Nishimura

⼆つのERボディ特異的な膜タンパク質の同定

Plant Physiology

American Society of Plant
Biologists
161巻1号(108〜120)
2013年1⽉

12024

Timotheus Budisantoso,
Harumi Harada, Naomi
Kamasawa, Yugo Fukazawa,

シナプス間隙におけるグルタミン酸濃度推移の推定

Journal of Physiology

The Physiologica Society 591
巻1号(219〜239) 2013年1⽉

理仁

406

2012年2⽉

07号

2012

2012年5⽉

2012年7⽉

64巻(89〜97)

64巻5号

40巻1-2号(79〜

12巻230号
2012年11⽉

巻1号(219〜239)

Kamasawa, Yugo Fukazawa,
Ryuichi Shigemoto, Ko Matsui

2013年1⽉

12025

Dwi Wahyu Indriati, Ryuichi
Shigemoto, Naomi Kamasawa,
Ko Matsui, Andrea
Meredith,Masahiko Watanabe,

Quantitative localization of Cav2.1(P/Q-type)voltagedependent calcium channels in Purkinje
cells:somatodendritic gradient and distinct somatic coclustering with calcium-activated potassium channels

The Journal of
Neuroscience

Society of Neuroscience Vol.33
Issue8 2013年2⽉

12026

⼟居明広、浅⽥圭⼀、藤澤健
太、永井洋、萩原喜昭、輪島
清昭、井上允

Very Long Baseline Array Imaging of Parsec-scale Radio
Emissions in Nearby Radio-quiet Narrow-line Seyfert
1Galaxies

The Astrophysical
Journal

American Astronomical Society
765巻1号 2013年3⽉1⽇

12027

Kien Nguyen, Yusheng Ji,
Shigeki Yamada

LO-MAC:Low Overhead MAC Protocol for Low Data Rate
Wireless Sensor Networks

International Journal
of Distributed Sensor
Networks

Hindawi Publishing Corporation
2013年3⽉

12028

Mikio Nishimura, Songkui
Cui, Yoichiro Fukao, Shoji
Mano, Kenji Yamada,
Makoto Hayashi

Proteomic Analysis Reveals that the Rab GTPase
RabE1c is Involved in the Degradation of the Peroxisomal Journal of Biological
Chemistry
Protein Receptor PEROXIN 7

American Society for
Biochemistry and Molecular
Biology 288巻 2013年3⽉

12029

T.Yokoyama, K.Misawa,
O.Okano, C-Y Shih,
L.E.Nyquist,
J.I.Simon,M.J.Tappa,
S.Yoneda

Rb-Sr isotopic systematics of alkari-rich fragments in the
Yamato-74442LL-chondritic breccia

Earth and Planetary
Science Letters

Elsevier 2013年

12030

⼟居明広、河野孝太朗、中⻄
康⼀郎、⻲野誠⼆、井上允、
秦和弘、徂徠和夫

Nuclear Radio Jet from Low-Luminosity Active Galactic
Nucleus in NGC 4258

The Astrophysical
Journal

American Astronomical Society
765巻1号 2013年3⽉1⽇

平成28年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成27年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成26年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成25年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成23年度論⽂出版費補助実績はこちら
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平成25年度論⽂出版費補助実績

管理番号 著者名

悦郎

タイトル

掲載誌情報

出版元等

Efﬁcient Top-k Document Retrieval for Long
Queries Using Term-Document Binary Matrix

IEICE
電⼦情報通信学会
TRANSACTIONS E96-D巻 5号(1016〜
on Information
1028) 2013年5⽉
and Systems

An allometric relationship between mitotic
spindle width, spindle length, and ploidy I
Caenorhabditis elegans embryos.

Molecular
Biology of the
Cell

The American Society
for Cell Biology

13001

⼤⼭

敬三、藤⽥

13002

⽊村

暁、原

13003

浅岡

美穂

Egfr signaling controls the size of the stem cell
precursor pool in the Drosophila overy

Mechanisms of
Development

国際発⽣⽣物学会

13004

⾼野

秀路

Detection of ammonia in M51

Astronomy &
Astrophysics

ESO Headquarters,
EDP Sciences

13005

⻄村

勝之、⾕⽣

Intramolecular allosteric interaction in the
phospholipase C-σ1 pleckstrin homology
domain

Biochimica et
Biophysica ActaProteins and
Proteomics

Elsevier Science Ltd.

13006

村⽥
東⼭
光泰

隆、佐野 俊夫、笹部
哲也、馳澤 盛⼀郎、

Mechanism of microtubule array expansion in
the cytokinetic phragmoplast

Nature
Communications

ネイチャージャパン株
式会社

13007

松下

敦⼦

Time disparity sensitive behavior and its neural
substrates of a pulse-type gymnotiform electric
ﬁsh, brachyhypopomus gauderio

Journal of
Comparative
Physiology A

Springer New York,
LCC

13008

印南

秀樹、杉野

The Linkage Method:A Novel Approach for
SNP Detection and Haplotype Reconstruction
from a Single Diploid Individual Using NextGeneration Sequence Date

Molecular
Biology and
Evolution

Oxford University
Press

13009

印南

秀樹、

Competition between the sperm of a single
male can increase the evolutionary rate of
haploid expresse genes

Genetics

Dartmouth Journal
Services

13010

⽊村 暁、原 裕貴、岩淵 万⾥、⼤隅 圭太

Intranuclear DNA density affects chromosome
condensation in metazoans

Molecular
Biology of the
Cell

The American Society
for Cell Biology

13011

⽥中 誠司、⽶⽥ 弥⽣、梅森
⼦、滝澤 温彦、荒⽊ 弘之

Efﬁcient Initiation of DNA Replication in
Eukaryotes requires Dpb11/TopBP1-GINS
Interaction

Molecular and
Cellular Biology

American Society for
Microbiology

13012

井岡

邦仁、

TeV-PeV Neutrinos from Low-Power GammaRay Burst Jets inside Stars

Physical Rreview
Letter

American Physical
Society

13013

野⽥

昌晴、渓

Substrate speciﬁcity of R3 receptor-like
protein-tyrosine phospatase subfamily toward
receptor protein-tyrosine kinases

Journal of
Biological
Chemistry

American Society for
Biochemistry and
Molecular Biology

13014

楠野

こず枝、朝⽊

Distance and Proper Motion Measurement of
the Red Supergiant, PZ Cas, in VLBI H2O
Maser Astrometry

The
Astrophysical
Journal

American
Astronomical Society

13015

佐々⽊

Single-gene speciation with pleiotroy:Effects of
allele dominance, population size, and delayed
inheritance

Evolution

Society for the Study
of Evolution

13016

Nobuharu Sako, Masumi Shimojo, Tetsuya Watanabe,
Takashi Sekii

A statistical study of coronal active events in
the north polar region

13017

越前

功、⼭⽥

⼈間とデバイスの感度の違いを利⽤したディス 情報処理学会誌
プレイ盗撮防⽌⽅式

情報処理学会誌

13018

伊東

貴宏、正岡

Arene-perﬂuoroarene Interactions for Cystal
Engineering of Metal Complexes:Controlled
Self-assmbly of Paddle-wheel Dimers

CystEngComm

The Royal Society of
Chemistry

13019

Seiji Hitoshi, Kazuhiro Ikenaka, Hisashi Narimatsu,
Akira Togayachi, Takeshi Yoshimura, Daisuke Muraoka,
Yugo Ishino, Tomohiro Torii, Akhilesh Kumar

The Leiw X-related α1,3-fucosyItransferase,
Fut10, is required for the maintenance of stem
cell populations

The Journal of
Biological
Chemistry

American Society for
Biochemistry and
Molecular Biology

13020

Miko Nishimura, Maki Kondo, Makoto Hayashi,
Masatake Kanai

The Plastidic DEAD-box RNA Helicase 22,
HS3, is Essential for Plastid Functions Both in
Seed Development and in Seeding Growth.

Plant Cell
Physiology

⽇本植物⽣理学会

13021

Kohji Hizume, Masaru Yagura, Hiroyuki Araki

Concerted interaction between origin
recognition complex(ORC), nucleosomes and
replication origin DNA ensures stable ORCorigin binding

Genes to Cells

⽇本分⼦⽣物学会

13022

井岡

Cosmological Fast Radio Bursts from Binary
White Dwarf Mergers

The
Astrophysical
Journal Letter

American
Astronomical Society

13023

Anjali John K, U.Suematsu, M.Kubo, D.Shiota,
S.Tsuneta

The Association of Polar Faculae with Polar
Magnetic Patches Examined with Hinode
Observations

The
Astrophysical
Journal

The Astrophysical
Journal

13024

井岡

Opening Angle of Collapsar Jets

The
Astrophysical
Journal

American
Astronomical Society

裕貴

道⼀

隆⼀、佐々⽊

江澤

江理⼦

稔⼦、久保⽥

⼸

孔⼤

佐知⼦、新⾕

義晴、

隆史、桜庭

今井

裕、⼩⼭

寿⼀

友明

真⼈

隆⾏、

合志

重⾏、近藤

樫⼭

邦仁、⽔⽥

茂紀、
⻑⾕部

潔

村瀬

顕、⼭道

邦仁、

美知⼦、野中
町⽥ 泰則、

清⼀

美欧、⾦池

和⺒、Peter Meszaros

晃

真理

408

The
Astrophysical
Journal

The Astrophysical
Journal

Journal
13025

Fumikazu Miwakeichi, Makio Ishiguro, Yoshiyasu
Tamura, Yoshitaka Oku, Yasumasa Okada, Shigefumi
Yokota, Yasuhisa Fujiki

Standardization of Size, Shape and Internal
Sturcture of Spinal Cord Images:Comparison
of Three Transformation Methods

PLOS ONE
(Online-Journal)

Public Library of
Science

13026

Yunlong Feng, Gene Cheung, Wai-tian Tan, Patrick Le
Callet, Yusheng Ji

Low-Cost Eye Gaze Prediction System For
Interactive Networked Video Streaming

IEEE
Transactions on
Multimedia

IEEE Transactions on
Multimedia

13027

Autoantibodies to epilepsy-related LGI1 in
Toshika Ohkawa, Yuko Fukata, Miwako Yamasaki,
limbic encephalitis neutralize LGI1-ADAM22
Taisuke Miyazaki, Norihiko Yokoi, Hiroshi Takashima,
Masahiko Watanabe, Osamu Watanabe, Masaki Fukata interaction and reduce synapitic AMPA
receptors

The Journal of
Neuroscience

Society for
Neuroscience

13028

Tim Byrnes, Alexey Pyrkov

Entanglement generation in quantum networks
of Bose-Einstein condensates

New Journal of
Physics

Institute of
physics(IOP)

13029

印南 秀樹、Jeffrey A.Fawcett, ⾓ 友之、佐々⽊ 江
理⼦、宅野 将平、吉⽥ 健太郎、杉野 隆⼀、⼩杉
俊⼀、夏⽬ 聡、上村愛⼦、⾼⽊ 弘樹、阿部
晃、⽯井 尊⽣、寺内 良平

QTL
⽤

PLoS One?

Public Library of
Science

13030

越前

功、⼭⽥

隆⾏、

⼈間とデバイスの感度の違いを利⽤した撮影画 情報処理学会論
像からの顔検出防⽌⼿法
⽂誌

情報処理学会

13031

越前

功、⼤内

紀知、梶⼭

読者の印象を反映させた書籍表紙画像⽣成のた 電⼦情報通信学
めの⾊抽出⼿法
会論⽂誌

電⼦情報通信学会

13032

Mikio Nishimura, Makoto Hayashi, Kenji Yamada, Shoji
Mano, Songkui Cui

Novel proteins interacting with peroxisomal
protein receptor PEX7 in Arabidopsis thaliana.

LANDES
BIOSCIENCE

13033

橋⽖

宏達、杉本

⾳響イメージングにおけるログｓテップマルチ 電⼦情報通信学
キャリア並みによるドップラー速度推定法
会論⽂誌

13034

越前

功、廣井

13035

Mikio Nishimura, Yoshinori Ohsumi,Wataru Sakamoto,
Makoto Hayashi, Kenji Yamada, Shoji Mano, Maki
Kondo, Kohki Yoshimoto, Kazusato Oikawa, Michitaro
Shibata?

13036

13037

合志

雅則、前⽥

清⼀
朋⼦、飯⽥

拓也

泰成

マップと集団遺伝学：イネゲノムへの応

Plant Signaling &
Behavior

電⼦情報通信学会

超解像機能を持つHDTVの主観評価⼿法

EURASIP
The European
Journal on Image Association for Signal
and Vido
Processing(EURASIP)
Processing

Highly Oxidized Peroxisomes Are Selectively
Degraded via Autophagy in Arabidopsis

The Plant Cell

⽇本植物⽣理学会

Mikio Nishimura, Akira Nagatani, Tetsuro Mimura, Shuh- The Plant Organelles Databese 3(PODB#)
ichi Nishikawa, Tomoki Miwa, Maki Kondo, Takanori
Update 2014:Integrating Electron Micrographs
Nakamura, Shoji Mano
and New Options for Plant Oganelle Research

Plant and Cell
Physiology

⽇本植物⽣理学会

Kazuo Tsugane, Mika Hayashi-Tsugane, Hiroyuki
Takahara , Nisar Ahmed, Eiko Himi, Kyoko Takagi,
Shigeru Iida, Masahiko Maekawa

Plant and Cell
Physiology

⽇本植物⽣理学会

隆之、合志

清⼀

A Mutable Albino in Rice Reveals that
Formation of Thylakoid Membranes Requires
the SNOW-WHITE LEAF1Gene

平成28年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成27年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成26年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成24年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成23年度論⽂出版費補助実績はこちら
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管理番号 著者名

タイトル

掲載誌情報

14001

Saran Tarnoi, Wuttipong Kumwilaisak,
Poompat Saengudomlert, Yusheng JI, C-C
Jay Kuo

QoS-aware routing for heterogeneous layered unicast
transmissions in wireless mesh networks with cooperative network
coding

EURASIP Journal on Wireless
Communications and Net

14002

⼤川 都史⾹、佐⽵ 伸⼀郎、横井
彦、深⽥ 優⼦、深⽥ 正紀

Identiﬁcation and Characterization of GABA Receptor
Autoantibodies in Autoimmune Encephalitis

The Journal of Neuroscience

14003

MIN CHEULHONG, 本間 希樹、柴⽥
典、廣⽥ 朋也、松本 尚⼦

Acurate parallax measurement toward the symbiotic star R Aquarii

Publications of the Astronomical
Society of Japan (⽇本天⽂学会欧
⽂誌）

14004

町⽥
功

史⾨、梶⼭

朋⼦、嶋⽥

茂、越前 SNSにおけるセンシティブデータの漏洩検知に基づく公開範囲の
設定⽅式

情報処理学会論⽂誌

14005

松⽥
雅基

貴嗣、中村

卓司、江尻

省、堤

New statistical analysis of the horizontal phase velocity distribution
of gravity waves observed by airglow imaging

Journal of Geophysical Research :
Atmospheres

14006

川嶋

彩夏、颯⽥

葉⼦

Substrate-Dependent Evolution of Cytochrome P450 : Rapid
Turnover of the Detoxiﬁcation-Type and Conservation of the
Biosyntehsis-Type

PLoS one

14007

WANGLAR Chimwar, TAKAHASHI Jun,
YABE Taijiro, TAKADA Shinji

Tbx protein level critical for clock-mediated somite positioning is
regulated through interaction between Tbx and Ripply

PLoS one

14008

岩⽥

RacGAP alpha-chimaerin function in development adjusts cognitive Cell Reports
ability in adulthood

14009

Hoang-Quoc NGUYEN-SON、越前

功

Anonymizing Personal Text Messages Posted in Online Social
Networks and Detecting Disclosures of Personal Information

IEICE TRANSACTIONS on
Information and Systems

14010

Erkin Kurganov, Yiming Zhou, 斎藤
富永 真琴

茂、

Heat and AITC activate green anole TRPA1 in a membranedelimited manner

European Journal of Physiology

14011

福島

亮平、岩⾥

健児、川⼝

紀
克

琢治

正代司、⻑⾕部

光泰 Oriented cell division shapes carnivorous pitcher leaves of
Sarracenia purpurea

平成28年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成27年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成25年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成24年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成23年度論⽂出版費補助実績はこちら
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平成27年度論⽂出版費補助実績

管理番号 著者名

タイトル

掲載誌情報

15001

Anjali John Kaithakkal, Yoshinori Suematsu, Masahito Kubo

Photosperic Flow Field Related to the Evolution of the Sun's
Polar Magnetic Patches Observed by Hinode Solar Optical
Telescope

The Astrophysical
Journal (ApJ)

15002

⽯⽥ 哲朗、⼩川 泰信、⾨倉 昭

Direct observations of blob deformation during a substorm

Annales
Geophysicae

15003

鈴⽊

智⼦、嶋川

⾥澄、⼭元

Galaxy formation at z > 3 revealed by narrow-band selected
[OIII] Emission Line Galaxies

Astrophysical
Journal

15004

⻄村

俊哉、⽥中

実

foxl3 is a germ cell-intrinsic factor involved in sperm-egg fate
decision in medaka

⽶科学誌

15005

吉⽥

后那、⽊下

充代、蟻川

謙太郎

Plant scents modify innate colour preference in foraging
swallowtail butterﬂies

Biology Letters

15006

⽻賀

崇史、⼟居

明広、村⽥

泰宏

Determination of Central Engine Position and Accretion Disk
Structure in NGC 4261 by Core Shift Measurements

The Astrophysical
Journal (ApJ)

15007

桜井

準也、浜名

崇、宮崎

PROPERTIES OF WEAK LENSING CLUSTERS DETECTED
ON HYPER SUPRIME-CAM'S 2.3 DEG2 FIELD

Astrophysical
Journal

15008

⽯川

将吾、 尾上

匡房、柏川

The very wide-ﬁeld gzK galaxy survey -- I. Details of the
clustering properties of star-forming galaxies at z 〜 2

Monthly Notices of
the Royal
Astronomical
Society

15009

⻄本

れい、加塩

⿇紀⼦、富永

Propofol-induced pain sensation involves multiple
mechanisms in sensory neurons

Pﬂügers Archiv European Journal of
Physiology

15010

能地

宏、宮尾

Left-corner Parsing for Dependency Grammar

⾃然⾔語処理

萌⻩、

児⽟

聡、⼩宮⼭

忠恭

裕

伸成

真琴

祐介

りえ、椎名伸之、⾼雄

Science

Comprehensive behavioral analysis of RNG105(Caprin1)
heterozygous mice: Reduced social interaction and attenuated Scientiﬁc Reports
response to novelty

15011

⼤橋

15012

Pei-Ju Chen, 松下

15013

済藤

15014

Daehyeon Oh, Satoshi Mayama, Saeko Hayashi, Masanori
Iye, Jun Hashimoto, Nobuhiko Kusakabe, Ryo Kandori,
Jungmi Kwon, Takuya Suenaga

Near-infrared imaging polarimetry of LkCa 15 : A possible
warped inner disk

Publications of the
Astronomical
Society of Japan

15015

早⽔

桃⼦

On the existence of inﬁnitely many universal tree-based
networks

Journal of
Theoretical Biology

15016

⾕⼝

琴美、斎藤

Implication of Formation Mechanisms of HC5N in TMC-1 as
Studied by 13C Isotopic Fractionation

The Astrophysical
Journal (ApJ)

祐理⼦、今⻄

啓三

敦⼦、蟻川

Extreme spectral richness in the eye of the Common
Frontiers in Ecology
Bluebottle butterﬂy, Graphium sarpedon （アオスジアゲハ複 and Evolution
眼の極めて⾼い分光的多様性）

謙太郎

Near-Infrared Spectroscopy of Quasars at z〜3 and Estimates Publications of the
Astronomical
of Their Supermassive Black Hole Masses
Society of Japan

昌俊

正雄、中村

⽂隆、⻲野

誠⼆

平成28年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成26年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成25年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成24年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成23年度論⽂出版費補助実績はこちら

411

Home > 学融合推進センターの事業と活動 > 研究公募事業 > 平成28年度論⽂出版費補助実績

平成28年度論⽂出版費補助実績

管理番号 著者名

16001

⽯川

将吾、柏川

伸成、尾上

16002

早⽔

桃⼦、福⽔

健次

16003

都築

周作、武⽥

直也、川⼝

16004

宇佐⾒

⽂⼦、藤森

雄⼀郎、

匡房

正代司

俊彦

徳留

真⼀郎

タイトル 掲載誌情報

出版元等

The very wide-ﬁeld gzK galaxy survey -- II, The
天⽂科学 relationship between star-forming galaxies at z〜2 and
their host haloes based upon HOD modelling Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society

Oxford University Press

A Characterization of Minimum Spanning Tree-like Metric
統計科学 Spaces IEEE/ACM Transactions on Computational
Biology and Bioinformatics (TCBB)

IEEE, ACM

Strigolactone-induced putative secreted protein 1 is
基礎⽣物 required for the establishment of symbiosis by the
学
arbuscular mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis
Molecular Plant-Microbe Inteeractions

American Phytopathological
Society

基礎⽣物 Dynamics of planar cell polarity protein Vangl2 in the
学
mouse oviduct epithelium Mechanisms of Development

ELSEVIER

Combustion Characteristics of an Ammonium-DinitramideBased Ionic Liquid Propellant Transaction of JSASS,
宇宙科学 Aerospace Technology Japan_ISTS Special
Issue:Selected papers from the 30th International
Symposium on Space Technology and Science

The Internaional Symposium
on space technology and
science(ISTS), The Japan
Society for Aeronautical and
Space Sciences (JSASS)

天⽂科学 High-Contrast Imaging of Intermediate-Mass Giants with
Long-Term Radial Velocity Trends Astrophysical Journal

⽶国天⽂学会

情報学専 ⽴体⾓を⽤いた若年者、⾼齢者、脳卒中患者の静⽌⽴位
攻
制御モデル ⽇本⽣理⼈類学会誌

⽇本⽣理⼈類学会

16005

井出

16006

笠 嗣瑠、末永
聡、⾅⽥ 知史

16007

⼋⽊

16008

Yu Mao, Yusheng Ji

16009

道⼭
中⻄

16010

羅ブンシュウ、中沢 信吾、岩⽥
野 秀信、岩⾥ 琢治

16011

⾕⼝

16012

仮屋園 志帆、五條堀
井 洋平

16013

Daehyeon Oh , Yi yang, Saeko Hayashi,
Masanori Iye, Tomonori Usuda, Hideki
天⽂科学 Resolved Near-Infrared Image of Inner Cavity in GM Aur
Takami, Jun Hashimoto, Nobuhiko Kusakabe, 専攻
Transitional Disk The Astrophysical Journal Letters
Ryo Kandori, Jungmi Kwon, Takuya
Suenaga, Mayama Satoshi

16014

Zhi Liu, Ruijian An , Yusheng Ji

Resource Allocation and Layer Selection for Scalable
情報学専 Video Streaming over Highway Vehicular Networks
攻
Engineering Science Society, The Institute of Electronics,
Information and Communication Engineers (IEICE)

16015

中林

An Extension of the Ensemble Kalman Filter for Estimating
統計科学
American Meteorological
the Observation Error Covariance Matrix Based on the
専攻
Society
Variational Bayes Method Monthly Weather Review

16016

Vanessa Romero, Hirofumi Nakaoka, Ituro
Inoue

STRUCTURE AND EVOLUTION OF THE FILAGGRIN
遺伝学専
GENE REPEATED REGION IN PRIMATES BMC
攻
Evolutionary Biology

Bio Med Central

16017

⼋島

⽣命共⽣ varver : a database of microsatellite variation in
体進化学 vertebrates Molecular Ecology Resources
専攻

Wiley Online Library

16018

楊 毅, Oh Daehyon､末永 拓也、林 佐絵 天⽂科学 Near-Infrared Imaging Polarimetry of Inner Region of GG
⼦、眞⼭ 聡、早野 裕、林 正彦、表 泰 専攻
Tau A The Astronomical Journal
秀、髙遠 徳尚、⾼⾒ 英樹、⾅⽥ 知史

16019

松野

拓也、林

左絵⼦、眞⼭

崇⾏

情報学専 On Constructing Z-dimensional DIBR-Synthesized Images IEEE REPRINTS
攻
Institute of Electrical and Electronics Engineers

知成、 安藤 未彩希、松⽥
康⼀郎、伊王野 ⼤介

琴美、齋藤

暁男, 上野

亮⼦, 印南

允郁, ⻘⽊

有⼀、

亮平、⽔ 遺伝学専 Supernova: A Versatile Vector System for Single-Cell
Labeling and Gene Function Studies in vivo Nature
攻
Publishing Group
13C lsotopic Fractionation of HC3N in Star-Forming
天⽂科学 Regions : Low-Mass Star Forming Region L1527 and
専攻
High-Mass Star Forming Region G28.28.-0.36 The
Astrophysical Journal

正雄

淳、颯⽥

⽣命共⽣ Acropora digitifera Encodes the Largest Known Family of
葉⼦、寺 体進化学 Fluorescent Proteins That-Has Persisted During the
Evolution of Acropora Species Genome Biology and
専攻
Evolution

⽞太

秀樹

和光

天⽂科学 Investigating the relation between CO(3-2) and far-infrared
luminosities for nearby merging galaxies using ASTE
⽇本天⽂学会
専攻
Publications of the Astronomical Society of Japan

Lithium in CEMP-no stars:A new constraint on the lithium
天⽂科学
depletion mechanism in the early universe Publications of
専攻
the Astronomical Society of Japan

在学⽣ ・ 修了⽣

平成27年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成26年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成25年度論⽂出版費補助実績はこちら
412

シュプリンガー・ジャパン

American Astronomical
Society

Oxford University Press

学会：American Astronomical
Society/出版社：IOP
Publishing

電⼦情報通信学会

American Astronomical
Society, IOP Publishing
Oxford University Press

平成24年度論⽂出版費補助実績はこちら
平成23年度論⽂出版費補助実績はこちら

413

Contents

プロジェクトの概要
発起⼈

⽊村 暁 教授 （遺伝学専攻）

「研究記録（実験ノート、フィールド
ノート、調査ノートなど）」は、どのよ
うな分野の研究でも⽋かせない研究の基
本的ツールです。しかしながら、各研究
者がどのように研究記録をつけているか
は同じ分野でも個々⼈の流儀があるよう
で、ましてや異分野でどのような記録を
つけているかについて情報交換がされる
ことは少ないのが現状です。また，記録
の仕⽅についての教育も体系だって⾏わ
れることはないようです。本研究会で
は、多様な分野の研究者の集まる総研⼤
という場を活かし、「研究記録」を切り

News

⼝とした議論をすることで、各分野での
研究記録の位置付けや内容に関する相互

2017年2⽉1⽇
ウェブサイトを⽴ち上げました。

理解を深めます。また研究者をめざす⼤
学院⽣に「よい研究記録のあり⽅」につ

Links

いて効果的な指導を⾏う⽅法を考えるこ
とを⽬的とします。

各分野の研究記録

⽊村 暁 教授 （遺伝学専攻）
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⼩⼭ 順⼦ 准教授 （⽇本⽂学研究専攻）

伏⾒ 譲 教授 （葉⼭本部）

左：菊澤 律⼦ 准教授 （⽐較⽂化学専攻）
右：⽊村 暁 教授 （遺伝学専攻）
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花⽥ 英夫 准教授 （天⽂科学専攻）

Contents

研究ノートの意義を考える①
研究ノートを研究と教育に活⽤しよう

⽣命科学研究科 遺伝学専攻 教授
遺伝学研究所 細胞建築研究室 ⽊村暁先⽣
実験の結果を記⼊したり、フィールド調査の記録をしたりと、研究ノートは研究者にとって⽋かせ
ないものです。研究ノートはとても⾝近なものですが、これまでそのあり⽅について研究分野を越
えて議論されることはほとんどありませんでした。そこで、総研⼤では、「よい研究ノートとはど
ういうものなのか」、「研究ノートを教育や研究の場にもっと活⽤しよう」など研究ノートのあり
⽅について考える研究プロジェクト「研究記録を通じて融合的研究をすすめるための研究会」が始
まりました。今回はこの研究会の発案者である国⽴遺伝学研究所細胞建築学研究室教授の⽊村暁先
⽣に、プロジェクトの⽬的や⽊村先⽣にとってのノートの意義についてうかがいました。

細胞のデザインをさぐる

Links

⽊村先⽣の専⾨は「細胞建築学」です。細胞建築学とは、聞き慣れない⾔葉ですが、これは⽊村先
⽣が名付けたもので、分⼦が集まって細胞が組み⽴てられることを意味します。「細胞にはさまざ
まな種類があり、細胞内には核やミトコンドリアなどの細胞内⼩器官があります。どの細胞もサイ
ズや種類に応じて⾒事なバランスで細胞内⼩器官が配置されています。細胞は⽣命の最⼩単位であ
るとともに、⾃然が作り上げた建築物と考えられるのです」と⽊村先⽣。分⼦がどうやって集まっ
て、細胞という構造体をつくり、機能するのかということを、個々の分⼦や細胞内⼩器官ではなく
細胞全体から解き明かそうとしています。センチュウという⼩さい⽣物を実験材料にして、細胞の
観察や遺伝⼦解析、コンピュータシミュレーションなどで解析しています。たとえば、微⼩管が
引っ張られる⼒を計算することで、細胞分裂のときに現れる紡錘体の⻑さが細胞の⼤きさに応じて
調節されるしくみを明らかにしました。「細胞が形作られるしくみをなるべく単純なメカニズムで
説明したいのです」と⽊村先⽣は話します。細胞のしくみの解明に⼒学の視点でアプローチすると
いうユニークな研究です。

毎⽇論⽂を書いているようなもの
さて、⽊村先⽣はどのように研究の記録をとっているのでしょうか。早速、ノートを⾒せてもらい
ました。⽊村先⽣の⼿にあるのはA4版の⿊い表紙のノートです（写真1）。これは市販の研究⽤の
ノートだそうです。「私のノートは、毎⽇論⽂を書いているようなものです」と話すように、ノー
トの構成は論⽂と同じようになっていて、「タイト
ル」、「⽇付」、「⽬的」、「⽅法」、「結果」、「考
察」などの事項が箇条書きで⽰されています。そのた
め、第3者でも⼀⾒するだけで、実験の内容を論理的に
理解することができます。⽬的に加え、研究の「背景」
や「基礎情報」も書いてありますので、⾃分がどうして
この実験をしなければならないのかをすぐにつかむこと
ができます。煩雑な実験になるほど、操作に気をとられ

写真1
国⽴遺伝学研究所細胞建築学研究室
教授
⽊村暁先⽣

がちですが、ノートを⾒返せばすぐに⽬的を思い出すこ
とができ、実験内容を客観的に理解することができま
す。

せてアレンジして試してみてください」と若
⼿研究者にアドバイス。

さらには、
「操作成功の
基準」、「実
験成功の基
準」、「実験
成功の場合の
次の実験」、
「結果の予想
と対策」と
いった⼀般的

「私流のノートの取り⽅を⾃分の研究にあわ

写真2：⽊村先⽣のノート
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なノートには

実験の⽬的や結果の予測などびっしりと記録

⾒慣れない事

してある

項も記録され
ています（写真2）。「ノートには実験の条件やサンプルのロットなど細かい情報を記録します
が、さらに実験の基準や対照を詳細に書く点が特徴です。記録する事項が⾮常に多くて⼤変だし、
時間がかかると思われるかもしれません。でも、ノートを書くことでデータを得るために必要な条
件が絞られるので、結果的には無駄な実験をしなくてすみます。実験のトータルの時間は変わりま
せんよ」と⽊村先⽣は話します。
実験では、対照（コントロール）や基準（クライテリア）をどう設定するのかが⼤変重要です。実
験で⼀⾒良さそうな結果がでたとしても、対照や基準がきちんと定められた実験でなければ、その
結果の解釈を誤ってしまうからです。実験の成功のカギをにぎるのは、対照をどうおくか、サンプ
ルの種類はどれくらいにするか、実験を何回繰り返すのかといった、実験の組み⽴て⽅なのです。
実験を組み⽴てる⼒はすぐに⾝につくものではありませんが、ノートを書くことでそのセンスが磨
かれます。
ノートは実験を記録するのではなく、考えることと結び付けられるようになっていて、研究⼒に不
可⽋な科学的な思考の訓練や論⽂の書き⽅の練習になります。ノートには実験記録と研究⼒の向上
というふたつの⽬的があります。

恩師の指導がきっかけ
⽊村先⽣がこのようなノートの書き⽅に⾄ったきっかけは、学⽣時代の体験によるものです。指導
教官である東京⼤学の堀越正美先⽣からノートのつくりかたを徹底的に指導されました。研究室に
⼊るとまず「⾃然科学⼊⾨」というテキストのコピーを配られました。堀越先⽣の恩師である⽔野
傳⼀先⽣が書かれたもので、研究者の⼼構えが詳しく書いてあります。このテキストをもとに指導
を受けました。先⽣からは、研究ノートは結果の再現性が⼀番の⽬的である、ノートを書くときは
⾃分がどういうつもりで実験を始めたのかを常に⾃覚するために⽬的を書くこと、実験に対する考
察や反省を細かく書くこと、次の実験への計画まで盛り込んでストーリー性を持たせること、など
を教わりました。
続いて「ピペットの検定」、「びん洗い」「試薬づくり」のプロトコールを書き、実⾏するという
課題が出ました。たとえば、5 mol/LのNaCl溶液を調製するという課題では、溶液を調製する⽅法
だけでなく、できあがった溶液の濃度が正しいかどうかをどう検証するかまで事前に記録する必要
がありました。実験操作そのものは簡単なはずですが、指導教官に何度もノートを⾒せて、お互い
が納得してはじめて実際の実験にすすみます。ずいぶん考え、先⽣と議論するうちに、実験の組み
⽴ては結果の予測をしながら⾏うこと、そして信⽤できる実験結果を得るためには、実験のクライ
テリア（基準）やコントロールの考え⽅が重要なことがわかってきました。
「毎⽇きちんと実験ノートを書いていれば、論⽂執筆を含め、研究全体のトレーニングになるとい
う考え⽅を学びました。この体験から、ノートは研究者を養成するための教育ツールになると確信
しています」と⽊村先⽣は話します。

研究分野が違うとノートも違う
「私が先⽣から教わったノートのとり⽅は、やり続ければ必ず研究の⼒が⾝につくので、この考え
⽅を広めたいと考えています。そのときに他の分野の研究ではノートをどのようにとっているのだ
ろうかと疑問に思いました」と⽊村先⽣は続けます。そこで、⼯学系や情報系など⽊村先⽣とは異
なる分野の研究者に研究ノートについて尋ねてみました。すると研究者によってノートの考え⽅が
違うことを知り、驚きました。
研究ノートは、研究をするのには⽋かせないツールであることは、どの分野においても共通です
が、ノートの作り⽅はそれぞれ個⼈の流儀があります。⽊村先⽣のように指導教官から指導を受け
た⼈もいれば、全くの⾃⼰流の研究者もいます。また、⽊村先⽣のように実験が中⼼の研究者もい
れば、⽂系の研究者のように実験をせずに過去の⽂献などから研究の材料を得ている⼈もいます。
このように研究のアプローチの違う研究者のノートにはどんな違いがあるのでしょう。また、⽊村
先⽣のノートの取り⽅は他の分野の研究でも有効なのでしょうか。
「これまで、他の分野の研究者と研究の記録についての情報交換をする場はほとんどありませんで
した。そこで、いろんな分野の研究者とよい研究ノートとはどんなものなのか議論したいと思った
のです」と⽊村先⽣は「研究記録を通じて融合的研究をすすめるための研究会」を発⾜した理由を
語ります。どの研究分野でも共通する研究ノートを切り⼝として議論をすることは、異分野の相互
理解を深めることにつながると⽊村先⽣ら研究会メンバーは考えています。また、議論の成果を、
研究者をめざす⼤学院⽣などへの効果的な指導⽅法につなげていくのが⽬的です。「IT技術が⽬覚
ましく進化していますから、記録の仕⽅も電⼦記録に変わっていく可能性があります。電⼦化が進
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めば、研究記録を容易に公開することができ、科学のありかたが変わるかもしれません。新しい科
学のあり⽅も模索していければいいですね」と⽊村先⽣は最後につけ加えました。

まとめ：⽊村先⽣のノート
⽬的、⽅法、結果、考察をすべて記⼊。
クライテリア（基準）とコントロール（対照）を明確に。
論⽂を書くつもりで、ストーリー性のあるノートづくり。
研究のトレーニングにノートを活⽤。
（⽂/佐藤成美）
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研究ノートの意義を考える②
記録は未来の⾃分が⾒るためのもの

⽂化科学研究科 ⽇本⽂学研究専攻 准教授
国⽂学研究資料館研究部 ⼩⼭順⼦先⽣
総研⼤⽇本⽂学研究専攻（国⽂学研究資料館）准教授の⼩⼭順⼦先⽣は、古典⽂学を研究していま
す。古典⽂学を読み解くための研究のノートは、実験科学を中⼼とする理系の研究ノートと考え⽅
が⼤きく異なります。

和歌の表現から探る古典の世界
⼩⼭先⽣は、『新古今和歌集』を中⼼に鎌倉時代や室町時代の和歌の解釈や表現を研究していま
す。『新古今和歌集』は、鎌倉時代に後⿃⽻上皇の下命による勅撰和歌集で、約2000⾸の和歌が
収められています。新古今調といわれる絵画的、物語的な歌⾵をもち、本歌取り、体⾔⽌め、七五
調の初句切れや三句切れなどの表現が多く使われていることが特徴です。

Links

⼩⼭先⽣は、古い歌を取り⼊れて新しく作歌する「本歌取り」という表現を⼿掛かりに、作者の意
図や意味を読み解きます。「鎌倉時代の⼈が、それ以前の古典をどう使って和歌を詠んだのでしょ
う。私の研究は謎解きをする推理⼩説のようなものかもしれません」と⼩⼭先⽣はいいます。和歌
のある表現に着⽬し、その解釈が仮説となります。その仮説をさまざまな⽂献や資料から裏付けて
いくので、研究を進めることはまるで謎を解くための証拠集めのようなのです。
和歌が書かれた当時の⽂化背景を紐解く必要がありますし、和歌が作られた時代よりさらに過去に
遡って⽂学史の流れの中で考える必要もあります。また、後世の⼈がどう和歌を解釈したのかと
いった資料や先⾏研究を調べる必要もあります。断⽚的な情報を集め、積み重ねることで研究を進
めます。そのため、研究は資料探しや、みつけた資料の調査が中⼼です。

研究ノートは個⼈のもの
⽂学の研究においても、もちろん研究ノートを使いますし、ノートが研究に⽋かせないものである
ことはほかの分野と変わりません。ただ、⽂学の研究はあくまで個⼈で⾏い、⼀つのテーマを複数
の⼈が調査・検討するような共同研究をすることはほとんどありません。そのため、研究ノートは
あくまでも個⼈のためのものです。「他⼈のノートを⾒たことも⾃分のノートをだれかに⾒せたこ
ともないです。ノートの体裁や書き⽅のきまりはなく、ノートの取り⽅を指導されたことないです
ね。どの研究者も⾃分が研究しやすいスタイルでノート
を活⽤していると思います」と⼩⼭先⽣はノートについ
て話します。
⼩⼭先⽣の場合は、調査⽤と⽂献整理⽤の2種類のノー
トを使っています。昔に書かれた資料は⽇本各地の図書
館や資料館などに保存されています。資料は古くて貴重
なものが多いので、持ち出すことはできません。そこ

写真1：⽇本⽂学研究専攻准教授⼩⼭
順⼦先⽣
「試⾏錯誤を経て、2年半ほど前にこのノート
のスタイルに落ち着きました。」

で、直接現地へ赴き、閲覧します。調査⽤ノートはこの
ような調査をするときに使います。⽂献整理⽤ノートは、作品の本⽂、調査した例、先⾏研究など
関連の論⽂や学術書の内容を整理するために使います。

鉛筆で縦書きが基本
調査⽤のノートはB5版のルーズリーフを使い、鉛筆で縦
書きというスタイルが基本です。図書館などに保管され
ている古い資料は、資料を傷めるので、コピーをするこ
とが許されません。また、写真撮影も基本的にはできま
せん。そのため、調査では資料から必要な事項をノート
に書き写します。資料を汚さないようにインクの⼊った
ペンの使⽤も禁⽌されている場合が多いので、鉛筆で記
録します。また、⽇本⽂学は縦書きなので、縦書きで書
き写します。横書きにすると、記述の仕⽅が変わるので
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正確性に⽋けることもあります。
「頻繁に参照できない資料もありますから、調査にいっ
たらわかる情報を書き写せるものはすべて書きます。で
きるだけたくさんの資料を⾒たいのですが、1⽇10点ぐ
らいが限度です。資料によっては、数⽇かかっても1点
しか記録できないこともあります」。
個⼈の写真撮影は禁⽌されていても、専⾨業者の撮影な
ら許可される場合もあります。そういうときは撮影をお

写真2：⼩⼭先⽣のノート

願いし、その写真を印刷したものをファイルに綴じてお

上：調査⽤ノート（縦書き）

きます。写真があっても、その資料はどんな紙を使って

下：⽂献整理⽤ノート（横書き）

いるのか、どんな装飾が施されていたのかといった細か
い情報まで、⾒たことはすべて記録します。
ルーズリーフを使うのは、時系列ごとに記録する必要がなく、関連の記録をひとまとめにしたいか
らです。いくつもの資料を調査するときに、テーマごとに何冊ものノートを出張先に持っていくの
は⼤変です。そこで「これさえあればいい」ように記録したものをファイルでまとめるようにしま
した。また、このスタイルなら、後から記録を付け⾜すことも容易です。

カードも兼ねるノート
もう⼀⽅のノートは、記録や資料を調べてわかった情報、現代の本や先⾏研究からの情報を調べて
まとめるもので、検索できるカードの役割も持たせています。ルーズリーフを⽤いるのは調査⽤と
同じですが、こちらはA5版横書きで、ペンも使います。ノートには、参考書を調べて、必要な事項
を記録したページもあれば、論⽂の必要な個所をコピーしたものを張り付けたページもあります。
⽂学の研究では、先⾏研究を把握することがとても重要です。そこで、関連の⽂献を集めるのです
が、時間がたてば⽂献はたまります。「最新の研究以外の⽂献は処分すればよいと思うかもしれま
せんが、⽂学研究では古い研究でも価値があり、研究するにはどの⽂献も必要なのです」。⼩⼭先
⽣の場合、50〜100年前の研究も重要な資料です。
研究を効率よく進めるためには、どんどんたまる⽂献を整理していかなければなりません。これは
どの研究者も頭を悩ませているといいます。以前は必要な⽂献がどこにいったかわからなくなり、
何度もコピーしなおしたこともありました。そこでひとつの論⽂を執筆するのに必要な資料のコ
ピーはすべて1冊のファイルにまとめることにしたのです。インデックスをつけ、検索しやすいよ
うにしました。A5版は、A6版のカードより少し⼤きく、B5版などのノートより少し⼩さいサイズ
です。B5版やA6版のサイズも試したのですが、A5版が⼩⼭先⽣にとって使いやすいサイズでし
た。

ノートは未来の⾃分が使うもの
「ノートに必要なのは、正確なこと、検索できること、
保存できること、の3点です」と⼩⼭先⽣はいいます。
例えば漢字とかなの違いなどでも正確に記録しないと
誤った説を⽣むことにもなりかねず、研究の信頼性にも
関わってきます。集められた記録は、インデクッスや
ファイルの⾊などに⼯夫をし、検索しやすいようにして
います。
「この3つの条件を満たすには、パソコンが⼀番なので
すが、私は今のところ、紙を⽤いています。今後、ファ
イルを電⼦化するなど、⼈によってスタイルは変わって

写真3：拾遺和歌集の写本の複製を⼿
にする⼩⼭先⽣

くるかもしれません。ただ、どういうやりかたをしよう

「⽂献を調査する際には、サイズや表紙の情

とも研究のよしあしは個⼈の能⼒しだい。⽂学の分野で

報なども細かく記録します。」

全てが電⼦化を迫られることはないと思います」。
研究を続け、経験を積むことによって、研究者独⾃のノートの使い⽅ができてきます。⼩⼭先⽣も
このノートのスタイルにたどり着くまでは試⾏錯誤の繰り返しでした。「研究に必要な情報さえ
⼊っていれば、どんなやり⽅でもよいのではないでしょうか。⾃分の研究にとって、ベストなノー
トの使い⽅を模索し続けることが必要だと思います」と⼩⼭先⽣はいいます。また⽂学研究におい
ては、ノートの記録⾃体が⼤切な資料となります。つまり、あるノートの記録はそのときにだけ必
要なわけではなく、その後の研究にも必要です。「ノートは未来の⾃分も参照するもの。残してお
くことを常に意識して記録をとるべきです」と⼩⼭先⽣は強調します。
「⽂学の研究は、世の中にあまり役に⽴たないとよく⾔われますが、けっして楽しいからだけでや
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るものではありません。研究の意義を⾒失うことなく、進めてほしいですね。⾃分が選んだ道です
からどんなにつらくても腹をくくって、がんばってほしいです」と最後に若⼿研究者に向けてメッ
セージをいただきました。

まとめ：⼩⼭先⽣のノート
特に形式は決まっていない。
正確さ、検索性、保存性を重視。
ノートの記録は資料として残す。
時系列ではなく、研究テーマごとにファイルにまとめる。
（⽂/佐藤成美）
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私の研究ノート
天⽂科学専攻 准教授
国⽴天⽂台 RISE⽉惑星探査検討室 花⽥英夫先⽣
花⽥英夫さんは⽉周回衛星「かぐや」のミッションで⽉重⼒探査の主任研究員を務めました。その
プロジェクトで作成した研究ノートを紹介します。

──研究分野は惑星測地学です。
「地球の重⼒測定から⽉の重⼒測定へ研究を進めてきま
した。最近は“測⽉学”といって、⽉の重⼒分布などから
内部構造を調べて、⽉の起源や進化を解明しようとして
います。1996年から始まったRISE⽉探査プロジェクト
では、⽉周回衛星「かぐや」を使って⽉の裏側の重⼒分
布をはじめて探査しました。そして、表側とは内部構造

Links

が⼤きく異なり、地殻ができた当時の温度が違い、した
がって固さが違う可能性を⽰しました。この観測をする
ための⼿法や装置の開発も⾏いました」

──どんな研究ノートを使っていましたか？
「基本ツールはA4サイズの⽩紙です。そこに、プロジェクトのすべての記録、開発スケジュールか
ら、ミーティングの議事録や参考資料、観測⼿法・機器開発のアイデアなどを書き込み、また図⾯
や装置の⾒積書・注⽂書はコピーをとって、さらに⼿紙・ファックス・メール、論⽂の原稿まで
を、当初は分類しないで⽇時順に重ねていきファイルしていました。ですから、プロジェクトで共
有する研究ノートということになります。
「かぐや」は⼤きなミッションなので、14の観測装置（プロジェクト）に分かれていました。重⼒
探査プロジェクトのメンバーは約70⼈。総研⼤の基盤機関（国⽴天⽂台とJAXA宇宙科学研究本
部）の研究者だけでなく、他⼤学やメーカーの研究者・技術者、それに⼤学院⽣が参加し、観測機
器の設計と開発、ソフトウエアの開発、運⽤など、多くのグループで構成されていました。プロ
ジェクトの原動⼒となったのは、グループごとのミーティングやグループ間の調整会議、全体会議
といったさまざまな会合です。それぞれで議論を重ね、合意した結果にもとづいて次のステージに
移るという繰り返しでプロジェクトを進めていきます。
これらの会合ではかならず議事録が作成されました。打ち合わせは並⾏して開かれていて、週に数
回もありましたから、議事録は研究ノートのコアをなす重要な記録でした。また、議事録にはその
都度分厚い資料がついているので、どんどんたまっていきました。
議事録をしっかりとるということは私のまわりの研究ではそれまでなかった習慣でしたが、「かぐ
や」のプロジェクトに倣って、天⽂台の他の研究にも取り⼊れられるようになりました」

──議事録の作成者は？
「私が書くこともあるし、ほかの⼈がまとめることもあ
りました。学⽣にやらせたこともあり、これはいい勉強
になったと思います。
ミーティングなどで出た意⾒や議論、決定事項はその場
でメモをとっておき、後で要点をA4版1、2枚にまとめ
て議事録の形にします。フォーマットは書く⼈によって
違いますが、⽇時、場所、出席者、配布資料、議題、議
事内容は必須です。ミーティングでのメモは⼿書きで
あっても、議事録はパソコンで作成するのが普通でし
た。
議事録の例
議事録を作成するこの過程は、学⽣にとって、思考を整
理する恰好の訓練になります。ときには論⽂のテーマを
⾒いだすきっかけになるかもしれません。ちなみに国⽴

422

RSAT／VRADミッション検討会（重⼒場デー
タ）議事録の⼀部。
このミッションにはNASAが協⼒し、⽉周回衛

天⽂台では、これまで2名の総研⼤⽣が「かぐや」の⽉

星からの電波を受信したことがわかる。

重⼒計測プロジェクトに参加しており、⽉探査機のVLBI
観測の研究で博⼠号を取得しています」

──アイデアのメモとは？
「ミーティングですべての議題が決まるわけではありま
せん。結論が出ないままの議題もあります。なかには個
⼈レベルでじっくり考えないと答えが出てこないような
議題もあり、持ち帰って⾮公式な場で検討することがあ
りました。それも、頭の中で考えているだけではどうし
ても進まない。書いてみると、思考が整理されていきま
す。最後の⼿段は頭と⼿ですね。これがアイデアのメモ
で、ここは個⼈の研究ノートの性格を帯びてきます。こ
れも整理してプロジェクトの研究ノートに加えていま
す。いろいろな⼈がアイデアのメモを書くので、これも
結構な量になります」
花⽥先⽣のアイデアのメモ
⽉の重⼒分布を観測する「かぐや」のミッ
ションでは、VLBI（超⻑基線電波⼲渉法）の
⼿法によって⼦衛星（VRAD-1とVRAD-2）
から発信される複数の周波数の電波（S-1と
S-2）を地上のアンテナで受けると、電離⼤気
によって周波数ごとに電波の遅れる影響が異
なることを計算している。

──プロジェクトの運営には時間の管理も重要です。
「最初にプロジェクトの全期間にわたるスケジュールを
⽴て、どのようなことを進めていくのかを書き込んだス
ケジュール表を作成します。そして、⼀定期間ごと、⼤
きくは四半期ごとにどの段階にいるのか、予定通りに進
んでいるかを確認し、修正が必要なときは調整します。
⽇常的な作業についても年間計画を⽴て、⽉ごと、さら
に週ごとに⾒直して検討しました。
スケジュール管理は研究計画を意識することにつながり

スケジュール表の例

ます。これによって、計画性を養うことができますね」
「管理ツールとしては、アクションアイテムも使ってい
ました。会議では毎回、⼤量のアクションアイテムが出
てきます。これは、いわば「宿題」。あまりためすぎる
と、プロジェクトの進⾏に⽀障をきたしますので、程よ
く解決していく必要があります」

アクションアイテム・リスト
次の会議で解決したものは■、未解決のものは
□として残し、解決するまで消えない。

──研究ノートはどのように活⽤していますか？
「議事録には、あるテーマについて、こういう意⾒が出たとか、こういう紹介があったということ
を書いています。それを後で⾒直して、検討することは多かったですね。
もちろん、アイデアのメモもその場限りで終わらせるわけではなく、検討を続けていきますから、
それがブレークスルーにつながることもありました。
研究ノートにはプロジェクトの全記録が残るわけですから、プロジェクトの歴史を正確にたどるこ
とができます。先に上で述べたような研究計画の整理（スケジュール表）、学⽣の教育（議事録の
経験）以外に、アーカイブとしての価値も⾼いと思います。また、研究ノートをプロジェクトで共
有することによって、データの捏造を防ぐこともできると思います」
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──研究ノートの保存と管理法は？
「研究ノートが膨⼤な量になると、過去の記録を⾒直そ
うとしたとき、時間が経てば経つほど⽬的のものを探し
出すのに苦労するようになりました。検索が容易にでき
るようにしたい。そこで、時系列だけでなく、出所に
よって分類してからファイリングするようになりまし
た。「かぐや」ではプロジェクトごとに分ける、また観
測機器ごとに分ける、会議の種類によっても分けるな
ど、分類⽅法を年々改良していきました」

研究ノートのファイルを並べた書架

「ファイルの保存⽅法が⼤きく変わったきっかけは

順不同で⽬的のものをすばやく取り出せるよ

2011年の東⽇本⼤震災でした。本棚が全部倒れてしま

うに、１冊ずつ⾊分けして、箱に⼊れて分類

い、その整理にかなりの時間をとられました。紙のまま

されている。

保存しておくと災害時に失われる危険があると気づき、
PDFにすることにしました。PDF化すると、分類もしやすくなりますし、検索も容易になります。
PDFにした元の⽂書は⼀定期間後には廃棄するようにしたので、今では紙のものはほとんど残って
いません」

──観測結果を研究ノートに⼊れることは？
「観測データは個⼈では扱えないほどの量になりますか
ら、研究ノートでは整理することができません。すべて
サーバーに保存しています。観測⽇時なども記録されま
すから、検索も容易です。解析データも同様で、天⽂学
の世界ではほとんどがデジタルで保存されています。
ただし、観測に⾄るまでの基礎データ、プログラムなど
は研究ノートに記録されています」

プログラムの基礎となった計算メモ
⼦衛星から発信される電波は、異なる周波数
を⽤いることによって電離層での影響を補正
する必要がある。そのためのプログラムの基
礎となったもの。

──今後はさらに電⼦化が進むのでしょうか？
「PDF化すれば、すべての記録をプロジェクトのサーバーに保管することができます。議事録の作
成にしても、私は得意ではありませんが、ミーティングの場でパソコンを使って打ち込んで作成し
てしまう。ホワイトボードに書いた図⾯なども、スマホを使って撮影すれば、元からペーパーレス
にすることができます。
ですが、私が⼼がけているのは、会議の趣旨や結論をより的確に理解してもらうため、議題をより
整理して書くようにしています。会議の場でははっきり⾔えていなかった意⾒も、こちらで想定し
て、強調して書いています。それは、パソコンで打ち込む過程でもできることですし、後で読み直
して修正したり書き⾜したりすることでもできると思います。議事録は参加者全員に内容を確認し
てもらうので、書く⼈によって捏造されることはありません」

──では、捏造の問題はおこらない？
「この分野でもないとはいえません。ただ、それがどの段階で起きるかというと、たぶん論⽂にす
る段階でしょう。データを使って論⽂にするのは個⼈で、どんなデータをどのように使っているか
はブラックボックスです。その段階で不正をしようとしたらできてしまう。もちろん、査読などの
段階で⾒破られると思いますが。天⽂の分野は、観測された⽣データは、そのままでは何も⾒えな
いので、捏造のしようがない。そこが⽣物分野との⼤きな違いです」

──この研究ノートは異分野との融合にも役⽴ちます。
「私たちの研究ノートは、ごく⼀部の機密書類を除いて、グループの中のメンバーが⾃由に⾒られ
るようになっています。これまで外部の⼈に公開したことはありませんが、グループの研究ノート
としてきわめて客観的に記録していますから、汎⽤性が⾼い。他の分野の⼈が⾒ても参考になると
思います」

Point
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研究ノートのコアは議事録とスケジュール表
議事録作成は思考過程を養う訓練に最適
アイデアを発掘する糧になる
活⽤するには検索しやすさも重要
（⽂/佐藤成美）
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研究ノートの意義を考える③
研究を管理し、知的財産権を守る

総合研究⼤学院⼤学 教授
埼⽟⼤学名誉教授 伏⾒譲先⽣
総研⼤教授の伏⾒譲先⽣は、研究ノートは知的財産権を守るための重要な資料としてとらえていま
す。研究を管理するためにも必要で、今後はいっそう重要性が⾼まるといいます。さて、伏⾒先⽣
のノートはどんなものなのでしょうか。

2年後の⾃分に「伝える」
伏⾒先⽣（写真1）の専⾨は、⽣物物理学です。物理か
ら⽣物物理、さらに分⼦⽣物学へと研究の幅を広げてき
ました。「化学、⽣化学や分⼦⽣物学の分野では、ラボ
ワークに使うノートという意味で、研究ノートを『ラボ

Links

ノート』という場合が多いです」と伏⾒先⽣は分厚い
ノートを⾒せてくれました。先⽣が指導した卒業⽣のも
ので、⼤学ノート5冊を製本したもの3つの内の⼀つです
（写真2）。伏⾒先⽣が以前在職されていた埼⽟⼤学の
研究室では、学⽣にノートを配り、ラボノートとして
使ってもらいました。卒業後に、そのノート5冊ほどを

写真1：伏⾒先⽣

単位として1冊に製本し、研究室で保管していました。

先⽣の前の左にあるのが卒業⽣のノート、右

伏⾒先⽣が在職したころの⼤学院には修⼠課程しかな

がアメリカのラボノート

く、2年で卒業すると、次の学⽣に研究を引き継いでも
らわなければなりません。4⽉に新しくきた学⽣は、このノートを⾒て、これまでの研究を理解
し、研究の続きを始めます。「2年後の⾃分に伝える気持ちで記録するようにと学⽣を指導しまし
た」。
ラボノートは形式が決まっています。A4版の⼤学ノートを使い、右半分のページに実験⽅法や結果
などを記⼊し、左半分のページは⽩紙にしておきます。実験室のすべてのことをラボノートに記⼊
することになっており、左半分のページをメモ書きに使います。また、記録をなくしたり、持ち
去ったりしないように、ルーズリーフやレポート⽤紙などをノートに使うことは禁⽌されていま
す。⽷で綴じたノートを使い、最初に各ページに通し番
号をふっておくので、ノートのページを破ればすぐにわ
かります。⻄暦で⽇付を記⼊し、その⽇の内に書くこと
が原則。後からそのページに書き⾜すことはできないよ
うに、ページの空欄にはバツ印をつけておきます。これ
はノートの改ざんを防ぐためです。本来は、ボールペン
か万年筆で記⼊すべきなのですが、伏⾒先⽣の研究室で
は鉛筆による記⼊も認めていました。第三者に内容を確

写真2：埼⽟⼤学の卒業⽣のノート
研究室にいた間の実験ノートを1冊にまとめて
ある。

認してもらうことも必要で、伏⾒先⽣は毎週⾏う学⽣と
のミーティングでノートをチェックしていたそうです。

知財になることを重視
伏⾒先⽣は、東京⼤学⼤学院の学⽣だったときに、指導教官の和⽥昭允先⽣からこのノートの書き
⽅を指導されました。ノートの形式は和⽥先⽣がハーバード⼤学に留学した時に学んできたものの
ようです。「和⽥先⽣がこのノートの形式にした理由は、研究成果の知的財産権（知財）を重視し
たからなのです。研究室では、ラボノートは後輩に研究を伝えることを主な⽬的にして、書き⽅を
⾝に着けてもらいました。実際の研究現場では、知財を守るうえでラボノートはとても重要です」
と伏⾒先⽣は続けます。
「⽇本では研究を基礎と応⽤のひとつの軸として表すことが多いのですが、科学を、純粋と応⽤、
基礎と末梢の⼆つの軸で表し、おたがいにつながっていると考えるべき」と伏⾒先⽣はいいます。
社会に近い、つまり商品などになるのが応⽤末梢科学です。社会にいちばん遠いのは、知識や原理
を探求する純粋基礎科学と思われがちですが、「基礎」の本質からして、特に化学や分⼦⽣物学分
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野では、純粋基礎科学は応⽤基礎科学に直結することが多く（例：iPS細胞）、応⽤研究や商業的な
利益につながり、知財になる可能性があります。そこで、アメリカではどんな研究であろうと、特
許をとるのは当たりまえと考えられ、早くから知財を重視していたのです。

命の次に⼤事なラボノート
2013年まで、アメリカの特許制度は「先発明主義」でした。アメリカ以外の国は、「先願主義」
で、最初に出願した⼈に特許権が与えられますが、先発明主義では、最初に発明をした⼈に特許権
を与えます。つまり、発明者が特許を出願しても、先に発明した⼈がいれば、出願⽇に関わらず最
初の発明者に特許権が与えられるということです。そのため、発明者は、発明した⽇を⽴証できる
ようにしておかなければなりません。
研究者にとっては、それは⼤きな負担なので、研究者が研究活動の内容を記録し、第三者による確
認をとるためのラボノートの形式が考案されました。ラボノートは、研究者の重要な財産となると
ともに、研究成果を知的財産権として保護する際の重要な証拠資料にもなります。
今から35年ほど前、伏⾒先⽣は、ゲノム解析の実験で広く使われているDNAシーケンサーという
分析機器のアイデアを発⾒し、技官と修⼠の学⽣1名とともにアイデアの実証実験に成功しまし
た。⽇本が知財を重視するようになったのは1990年代になってからで、そのころは⼤学の研究者
に特許は関係ないという⾵潮がありました。しかしカリフォルニア⼯科⼤学からDNAシーケンサー
がアメリカ特許に出願され、伏⾒先⽣は特許論争に巻き込まれました。結局、DNAシーケンサーは
アメリカ側の特許となってしまいましたが、そのときノートの重要性を痛感したそうです。「研究
室新⼈にラボノートの書き⽅を教えるとき、世界でただ⼀つのデータが書かれているラボノート
は、命の次に⼤事なものだよ、と話している」と伏⾒先⽣。
アメリカの研究者に使われている市販のラボノートは、A4版のハードカバーのもので、表紙をあけ
るとノートの書き⽅や注意事項が書いてあります。結果などを記⼊するページには、すでにページ
の番号が印刷され、⽇付やサインを記⼊する場所があります。
⼤学の研究室のほか、バイオベンチャーなどもみなこれを使っています。バイオベンチャーでは、
ラボノートの著作権は個⼈にありますが、ノートの所有権は会社にあり、⾦庫に保管しているそう
です。最近では⽇本でも類似のノートが発売され、使っている研究者が増えています。

研究室のマネジメントに活⽤
今ではアメリカの先発明主義はなくなりましたが、知財やノートの重要性は変わりません。「ラボ
ノートは研究のマネジメントに有効です」と伏⾒先⽣はいいます。研究室や研究プロジェクトにお
いて、最⼤の研究成果を⽣み出すためには研究チームのマネジメントが必要です。研究室や研究プ
ロジェクトでは、教授や准教授あるいは、PI（Principal Investigator）と呼ばれるリーダーが研究
メンバーをまとめます。プロジェクトの⼈数が多くても、ラボノートを介して、研究の結果を共有
することができます。また、リーダーはだれがどんなことをどれくらいやったのかをラボノートに
よって把握できます。すると、たとえば論⽂を書くときの著者をだれにして、だれがファースト
オーサーになるのかを客観的に判断できます。ラボノートをもとに公平に評価できるので、みんな
が納得でき、研究者のモチベーションが下がることはありません。ラボノートによって、情報をお
互いに共有するだけでなく、情報を管理できるので情報漏えいを防ぐこともできます。ラボノート
を活⽤すれば、研究のマネジメントができ、よい研究成果につながります。
「アメリカでは、⼤学でも研究所でもみなこのスタイルでラボノートが使われていますが、ドイツ
では、ノートに記録せず、パソコンにいきなり⼊⼒している⼈もいました」と伏⾒先⽣は話すよう
に、今後はラボノートも電⼦化が進むかもしれません。
実際に「電⼦ラボノート」が実験機器メーカーから販売されています。パソコンに⼊⼒するので、
計算や分析が迅速にでき、実験の効率が上がります。また、内容を検索しやすいうえに、離れた場
所にいる研究者とも簡単に情報を共有できます。研究者どうしのコミュニケーションをとりやすい
⼀⽅で、他⼈が簡単に記⼊できるので、改ざんしやすく、証拠資料としての機能には不安がありま
す。「セキュリティが改善されれば、ラボノートとして使うかもしれませんが、今の時点では紙の
ノートのほうがいいですね。これから10年たっても、⼤事な証拠資料となる紙のラボノートは⽣き
残るでしょう。ただし、理論研究なら今でもワープロで⼗分です」と伏⾒先⽣は電⼦ラボノートを
評価します。

先達を知ろう
伏⾒先⽣は「⾃分の研究がどんな位置にあるかを理解し、知財の重要性を重視してほしい」と述
べ、ラボノートの重要性を強調しました。それに加え、「哲学のある研究をしてほしい」と若⼿研
究者に向けてメッセージをくれました。海外の研究者に⽇本⼈の研究論⽂は信⽤できるがおもしろ
くない、研究の哲学がないといわれることがあるのだそうです。「研究の哲学とはむずかしいです
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が、それを⾝に着けるためには、⾃分の専⾨分野の先達がいかにその分野を切り開いたのかを知る
ことです。先達の研究に対する思いや⽅法論を勉強すれば、⾃分がどんなふうに研究すればいいか
が⾒えてきます。私も尊敬する科学者「デルブリュック」、「アイゲン」、「マッハ」の伝記や⾃
伝、論⽂などを読みあさりました。⽬的意識をもって先達の⽂献などを読み解いてみてください」
と伏⾒先⽣は締めくくりました。

まとめ：伏⾒先⽣のノート
形式が決まっている。
実験室の記録はすべてノートに。
知財を守り、研究を管理する。
情報を伝え、共有する。
（⽂/佐藤成美）
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私の研究ノート
⽐較⽂化学専攻 准教授
国⽴⺠族学博物館 菊澤律⼦先⽣
菊澤律⼦先⽣はオーストロネシア諸⾔語の現地調査によ
る記述研究、および系統関係の研究が専⾨です。現地調
査ではフィールドノートが必需品。フィールドノートを
使った研究の進め⽅を、今回のプロジェクトの発起⼈で
ある遺伝学専攻の⽊村暁先⽣がインタビューしました。

フィールドノートの束を⼿にして、「現地で

Links

はどこに⾏くにも、ノートを⼿放しませんで
した。そのため、使いやすい⼤きさが決まっ
てきました」と菊澤先⽣（左）。「⼿書きで
克明に書かれていて、⽣の研究が伝わってき
ます」と⽊村先⽣（右）。

⾔語を科学する学問分野
⽊村

⾔語学は⽣物学を研究している私にはまさに異分野なのですが、どのようなアプローチをさ

れるのですか？
菊澤

いろいろな⾔語を話せるようになる学問だと思われがちですが、私は「⾔葉を科学する学

問」だと説明しています。話すことがマストではありません。⾔葉を対象にして、それを科学的に
分析する。その中でも記述系の研究では、現地へ⾏ってそこで話される⾔語の構造や⽂法などを調
べます。
オーストロネシア系の⾔語（太平洋に広く点在する島々とその周辺部で話される）を選んだのは、
ヨーロッパ⾔語や⽇本語とはとても違っているように思えたからです。フィールドワークに⾏きた
かったのですが、当時は学⽣が海外に⾏くのは簡単ではありませんでした。研究対象にしたフィ
ジー語の調査に出かけたのは修⼠課程に⼊ってからです。このとき、現地調査の⼤切さを痛感しま
した。⽇本では、フィジー語の⼊⾨書を⾒ても、⾳の羅列のようで、⾔葉として頭に⼊ってきませ
んでした。現地に⾏くと、覚えた単語が指すものや概念がそこにあるので、⼀瞬で⽣きた⾔葉にな
り、話せるようになりました。
⾔葉は⽂化的な背景が違うと語彙が変わってきますし、概念も違ってきますから、現地に⾏き、話
者と⼀緒に⽣活することが⼤事です。⾔語学の研究をするのだったら、無理をしてでもまずは現地
に⾏ってみなさいと、学⽣にはアドバイスしています。

フィールドノートから研究が始まる
⽊村

現地調査でフィールドノートを使われるのです

ね？
菊澤

聞き取りをしながら⾃分で書いています。書き⽅

は基本的に⾃⼰流です。⾔語データの記述の仕⽅は授業
で指導されますが、ノートの書き⽅は現地で調査しなが
ら、⾃分で編み出していきました。
フィジーの⾸都には、政府直属の⾔語⽂化研究所があ
り、当時、イギリス⼈のポール・ギャラティ先⽣がおら
れ、カンダブ島（フィジー諸島の中で4番⽬に⼤きい
島）の村への紹介状を書いてもらいました。そのとき、
「あなたのお名前は何とおっしゃいますか？」というカ
ンダブ⽅⾔での⾔い⽅も教えてもらいました。私がフィ
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ジーの標準語で挨拶したら、相⼿も標準語で返してくる
ので、⽅⾔の調査ができません。⽅⾔で話しかけると、
⽅⾔が返ってきますが、最初は何を⾔っているのかわか
りませんでした。とにかく、⾔われるままに書き取り、
覚えていく。とはいっても、⾔語学的な知識はあります
から、標準語との対応で、推測はできるわけですが。
どこに現地調査に⾏くときでもそうですが、1⽇⽬と2⽇
⽬は珍しさもあって楽しいのですが、3⽇⽬の朝は「ま

最初のフィールドノート（上）とその1ページ

たやるのか」という⾟さがあります。そこを越えると、

⽬（下）（1991年）。最初はとにかく、聞こ

コミュニケーションがとれるようになり、現地の⼈も安

えたまま書いていき、⽂脈から理解した⽇本
語をつけています。

⼼してだんだん普通に話してくれるようになります。
⽊村

そこから本格的な調査が始まるのですね。

菊澤

はい。そこからノートに書いていく内容は、⽂や語を書きとったもの、その⽤法チェックや

⽂法チェック、録⾳した語りなど、さまざまになりま
す。その内容がそのまま⾔語データになりますから正確
でなければいけないので、⼤変な作業になります。書き
ながら⾃分で発⾳してみせ、間違っていたら直す。OK
が取れるまで何回もチェックします。また、1⼈の話者
ではなく複数から聞き取りをします。⾯⽩がって付き
合ってくれる⼈だと時間をかけられますが、⻑く続けら
れない⼈の場合は短時間で切り上げないといけない。
私はボールペンで書き起こしをしているのですが、あと
から意味を確認して鉛筆で書き⼊れたり、ほかの⾔い⽅
があることがわかると、書き添えておきます。そして、
ノートには1冊ずつ固有番号をうち、各ページにもペー
ジ番号を⼊れます。また、毎⽇、調査を始めるときに、
⽇付や場合によっては時間、さらに、協⼒してくださる

フィールドノートの書き込み（上）と固有番
号（下）。

話者などの名前も書き込んでおきます。のちにパソコン
に打ち込むときに、⾏番号を⾜したものが検索するとき
に必要な固有番号になります。
こうしてこつこつと聞き書きを続けていくと、だんだん
対象となる⾔語のことがわかってきて、いろいろな単語
がどこで切れるのか、発⾳の体系はどうなっているの
か、さらに動詞の次に⽬的語が来るといった⽂型がわか
るようになります。
⽇本に帰ったら、フィールドノートの内容をすべてパソ
コンに打ち込み、データ処理ができるようにします。こ
れをもとにして、リストを作成したり、解析のためのプ
ログラムを書くこともあります。パソコンへの打ち込み
はかならず⾃分でやります。内容の⾒直しにもなります
し、⾃分の頭の中でデータをトレースしているのです
が、他⼈にやってもらうとそのプロセスが抜け落ちてし

現地まとめはじめノート

まうからです。その中で、フィールドでは分析しきれな

「現地まとめはじめノート」。聞き書きの中

かった⾔語現象が、理解できるようになることもありま

でわかったこと、分析してみようと思ったア
イデアなどを書き留めています。

す。

ここまではデータの収集の話でしたが、収集が進むにつれて同時に頭の中で分析していきます。た
とえば、普通名詞の前には冠詞が来る、固有名詞の前に
は違う冠詞が来るといったことです。
こうした分析の過程では、メモは全部とっていきます。それを繰り返していくうちに全体像が⾒え
てくると同時に、学術的に⾯⽩そうなところが⾒つかり
ます。そこにフォーカスして、より深く調査し、論⽂の

フィールドノートの記録をもとにして作成し

形にまとめます。

たKWIC*検索リスト。

⽊村

* Key word in context

⼤きなレポートのようなものを書いて、それを圧

縮して論⽂にするイメージですか？
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菊澤

そうですね。圧縮するというよりは、その中の⼀部に焦点を当てて掘り下げるという感じで

す。記述研究の場合、論⽂に⼊れなくてはならない要素が決まっています。たとえば⾳韻の構造、
句の構造、複⽂の構造があって、それらの要素が全部⼊っていないといけない。私の場合、わかる
ところから埋めていって、1か所に掘り下げていき、論⽂にしています。

動詞の形と⽂の構造の関係につい
て収集したデータを整理したもの
動詞の⽤法について、聞き取りを

動詞の形と⽂の構造についてまと

しながらとったメモ。

めた修⼠論⽂の冒頭

⾔語の変化は遺伝と共通している
記述研究では、対象となる⾔語の現在の姿に集中することが多いのですが、私の場合は、ハワイ⼤
学に留学して⽂法構造の変化を調べている研究者と出会ったことがきっかけになり、⾔語の構造が
どのように変わるのかを調べてみようと思いました。そこで、フィジーにふたたび出向き、とくに
⽂の構造が異なる5か所の⽅⾔を調べました。その後、フィジーだけでなく、もっと昔の先祖まで
遡ったらどうなるかに関⼼をもち、オーストロネシア全体を⾒るようになりました。
⽊村

それは⽂献で調べるものなのですか？

菊澤

オーストロネシアには⽂献という形での古い記録がありません。そこで、今話されている⾔

語を⽐較して、過去にはどうだったかを論理的に再構築していきます。そのために使うのは、さま
ざまな研究者が収集した現在話されている⾔語の記述データです。オーストロネシア系の⾔語の系
統関係については、これまでに⽐較的よく研究されています。
具体的な単語で、オーストロネシアの諸語を⽐べてみましょう。このとき、形が似ているかどうか
は重要ではありません。カバとクジラは、クジラとマグロより系統は近いですね。⾔語も同じなの
です。
⽊村

え！

遺伝学の進化系統樹と似ているのでは？

菊澤

⾔語の系統論がおこったのは、ダーウィンの進化論が出て、⾔語も同じだろうと考えられた

ことによるのです。
たとえば数字の「3」を表す単語のパイワン語
のLにあたる部分をみてみると、2つめのボン

オーストロネシア諸語の⽐較
地域

⾔語名

数字の3

数字の5

トック語やポーンペイ語、ヴァヌアツなどで

台湾

パイワン語

təlu

lima

は同様にL、キリバス語ではN、マオリ語とラ

フィリピン

ボントック語

toló

lima

ミクロネシア

ポーンペイ語

siluh

limau

ミクロネシア

キリバス語

teniua

nimaua

ヴァヌアツ

ヴァヌアラヴァ語

nitel

tafalem

フィジー

マズアタ⽅⾔

ʔolu

lima

サモア

サモア語

tolu

lima

ハワイ

ハワイ語

ekolu

elima

パヌイ語ではRになっています。同様に「5」
を表す語を⾒ると、パイワン語でLの部分で他
の⾔語でみられる⼦⾳が同じになっていま
す。ほかの単語でも広くこのような対応が⾒
つかると、それは元もとの⾔語が同じで、分

ニュージーランド

マオリ語

toru

rima

岐していく中で⾳が⼊れ替わっていったと考

ラパヌイ（イースター島）

ラパヌイ語

toru

rima

えられます。このとき、どの⾳がどの⾳に変
化しやすいかという傾向があります。
このような規則的な⾳対応は、⾳が遺伝⼦のようにどんどん⼊れ替わっていった軌跡を反映してい
て、変わり⽅の組み合わせによって、その集合体である単語が似て聞こえたり、違って聞こえたり
するようになります。さらに、この考え⽅を応⽤して、⽂法の変化もとらえられるような分析⼿法
を考えました。

マルチメディアの導⼊とリポジトリの活⽤
⽊村

⾔語の分析というのは膨⼤な作業だということがわかりました。

菊澤

⼿作業が基本になりますから。今は、パソコンが普及したこともあり、PCも使うようになっ

てきました。
⽊村

フィールドワークの⽅法も変化してきているのでしょうか？

菊澤

私はもっぱら⼿でノートをとっていましたが、今は⼩型のボイスレコーダーができています

から、ノートをとりながら録⾳もできるようになりました。
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⽊村

では、聞き取りをしながらパソコンに打ち込むことは？

菊澤

どうでしょうか？

私⾃⾝は現地ではパソコンを使いません。打ち間違いがあったとき、そ

れがデータになってしまうのが怖いからです。
最近は、映像が撮れるようになったことが⼤きなメリットになっています。⼈が話すときには、う
なずいたり、表情を変えたりと、視覚と聴覚を使ってコミュニケーションをとっています。ときに
は、同じ⾔葉を使っていても、ジェスチャーで⽅位の違いを表していることもあるのです。それは
映像でないとわかりません。
⽊村

菊澤先⽣は⽂系だと思っていたのですが、作業⾃体は理系的だと感じました。統計学も使っ

ていますし。
ところで、フィールドノートの保管には気を付けているのでしょうね。
菊澤

私はしっかり⼿に持って帰ります。今は、現地でコピーをとったり、スキャンしている⼈も

いますね。
⽊村

リポジトリもできました。

菊澤

パラディセック（PARADISEC）というフィールドノートデータのリポジトリで、オーストラ

リアでできたシステムです。フィジーの恩師ギャラティ先⽣はノートをたくさんとっておられるの
ですが、その内容が全部出版されるわけではありません。ノートが埋もれてしまうのは惜しいの
で、リポジトリに⼊れたいと画策しているところです。

Point
現地で聞き取った⽂や単語と関連情報はすべてフィールドノートに記録
ノートの内容はすべてデータとしてパソコンに⼊⼒
パソコンに打ち込む時点で固有番号を振り、検索に備える
デジタル化する過程で、分析のアイデアも整理
（⽂/福島佐紀⼦）

432

総合研究大学院大学 学融合推進センター
基盤整備事業（WEB サイト）報告書
第３巻

発行日：2018/03/31

発行：総合研究大学院大学

学融合推進センター

〒240-1093 神奈川県三浦郡葉山町（湘南国際村）

