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ごあいさつ
第72回日本人類学会大会実行委員会
委員長 斎藤成也

三島市へ、ようこそ！ 静岡県内での日本人類学会大会の開催は、2014年の浜松大会(松浦
秀治大会長)以来、4年ぶりとなりますが、三島市での開催は、日本人類学会の長い歴史の
なかで、はじめてです。三嶋大社を核として奈良時代にはすでに形をなし、その後東海道
の宿場町として発展した三島に、文部省の直轄研究所として、国立遺伝学研究所が1949年
に設立されました。今年からちょうど50年前の1968年には、国立遺伝学研究所集団遺伝
研究部の木村資生博士が中立進化論を提唱しました。中立進化の考え方は、現在にいたる
まで、人類進化学にも大きな影響をあたえつづけています。
私は1989年から2年ほど東京大学理学部人類学教室の助手をつとめたあと、1991年1月
に、国立遺伝学研究所進化遺伝研究部門の助教授として着任しました。2002年2月からは、
木村資生・太田朋子両先生のあとに続くかたちで、集団遺伝研究部門の教授になり、現在
にいたっております。この集団遺伝研究部門には、その後東京大学大学院理学系研究科生
物科学専攻に移られた青木健一博士や、のちに総合研究大学院大学の学長になられた高畑
尚之博士も在籍されたことがあります。また、惜しくも50代で亡くなられましたが、人類
遺伝研究部門には宝来聰博士が、総合研究大学院大学の葉山キャンパスに移られるまでな
がく在籍され、ミトコンドリアDNA進化の研究で大きな業績をあげられました。
今回、日本人類学会の大会を準備するにあたって、9名の方に実行委員会の委員となっ
ていただきました。その構成は、私の研究室で博士号を取得された4名(鈴木留美子、
Timothy A. Jinam, 松波雅俊、神澤秀明)、総合研究大学院大学先導科学研究科のおふた
り(颯田葉子、五條堀淳)、DNA研究者とのバランスをとるために形態学研究者のおふたり
(石田肇、松村博文)、そして同じ静岡県におられる人類学会会員 (日下宗一郎) です。
10月19日(金)から22日(月)の4日間という長丁場ですが、参加してよかったと思ってい
ただければ、さいわいです。
第72回日本人類学会大会

実行委員会

委員

五條堀 淳（総合研究大学院大学 先導科学研究科 講師）
石田 肇（琉球大学 医学部 医学部長）
Jinam, Timothy A.（国立遺伝学研究所 集団遺伝研究部門 助教）
神澤 秀明（国立科学博物館 人類研究部 研究員）
日下 宗一郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム 学芸課 准教授）
颯田 葉子（総合研究大学院大学 先導科学研究科 教授）
鈴木 留美子（大分大学 医学部 環境・予防医学講座 助教）
松村 博文（札幌医科大学 保健医療学部 教授）
松波 雅俊（琉球大学 大学院医学研究科 先端医学研究センター 特命助教）
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大会日程
第1日

18年10月19日（金）

国立遺伝学研究所

第2日

18年10月20日（土）

三島市民文化会館

第3日

18年10月21日（日）

三島市民文化会館

第4日

18年10月22日（月）

国立遺伝学研究所

==================================================================
遺伝研A会場：国立遺伝学研究所 講堂（本館の左）
文化会館A会場：三島市民文化会館 小ホール（1階）
文化会館C会場：三島市民文化会館 第一会議室（3階）

遺伝研B会場：国立遺伝学研究所 ゲストハウス2階セミナー室
文化会館B会場：三島市民文化会館 大会議室（3階）
文化会館D会場：三島市民文化会館 リハーサル室（地下）
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会場・交通のご案内
三島まで
東海道新幹線で三島駅までおいでください。それが一番便利です。のぞみは停車しません
が、ひかりは2時間に1本、こだまは時間帯によりますが、ほぼ30分に1本が三島駅に停車
します。もちろん、東海道本線を使って、のんびり三島に来ていただくこともできます。
東京駅〜三島駅は、東海道新幹線こだまで1時間弱、ひかりですと45分です。東海道本線
は同じ区間で2時間ほどかかります。京都駅〜三島駅は、東海道新幹線こだまで2時間40
分弱、ひかりですと2時間弱です。なるべく安い交通手段でとお考えの方には、高速バス
をお勧めします。たとえば、バスタ新宿から三島駅南口まで、2時間ほどかかります。

三島市民文化会館 ＜10/20(土)と10/21(日)の会場>
静岡県三島市一番町20-5 TEL：055-976-4455
JR三島駅南口より徒歩3分です。

三島市民文化会館施設の概要
3階：B会場 (大会議室)、C会場 (第一会議室)、休憩室1（第二会議室）
2階：クローク (第三会議室)、休憩室2（和室）、理事会会議室 (特別会議室)
1階：A会場 (小ホール)、小ホール前のホワイエ (参加受付、展示など)
地下：D会場 (リハーサル室)
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国立遺伝学研究所 ＜10/19(金)と10/2２(月)の会場>
静岡県三島市谷田1111
集団遺伝研究部門斎藤研究室 (大会事務局) TEL：055-976-4455
JR三島駅より、タクシーで約15分、
バスで約20分です。
◎遺伝研シャトルバス：三島駅北口
出て左側にある乗り場(右の地図を
参照)から、遺伝研正面玄関(バス降
り場Ｎ；下の地図を参照)まで、平
日のみ１時間に１本ほど無料で運行
されています。10/19(金)は12時５
分発、10/22(月)は９時30分発に乗られるのが便利です。くわしくは国立遺伝学研究所の
ホームーページ（https://www.nig.ac.jp/nig/ja/about-nig/access̲ja）をご覧ください。
◎東海バス：三島駅南口出て右側にある５番乗り場 (上の地図を参照) から、「柳郷地」
行きが、代金200円で運行しています。10/19(金)は12時00分発、10/22(月)は９時20分発
に乗られると便利です。遺伝研の通用門前 (バス降り場T；下の地図を参照) で下車します。
国立遺伝学研究所の地図
A会場（講堂）および参加受付 →地図上のＡ
B会場（ゲストハウス2階セミナー室・１階休憩室） →地図上のＢ
本館休憩室（本館2階A206号室）→地図上のＣ

A

C
バス降り場Ｎ

B
通用門
バス降り場T
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沼津リバーサイドホテル＜10/21(日)の懇親会場＞
静岡県沼津市上土町100-1 TEL: 055-952-2411
ＪＲ沼津駅南口から、徒歩でおよそ7分です。
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大会参加者のみなさまへ
◎参加受付の時間と場所
第1日：10月19日 (金) 12：00〜17：00
国立遺伝学研究所講堂（５頁の地図をご覧ください）
第2日：10月20日 (土) 9：00〜17：00
三島市民文化会館1階小ホール ホワイエ（3頁の地図をご覧ください）
第3日：10月21日 (日) 9：00〜17：00
三島市民文化会館1階小ホール ホワイエ（3頁の地図をご覧ください）
第4日：10月22日 (月) 9：00〜17：00
国立遺伝学研究所講堂（５頁の地図をご覧ください）
◎事前登録された方へ
参加受付にて、参加証(首からつるす名札)、大会案内(この冊子)、10月21日の評議員会・
総会時に配付する弁当の引換券 (申し込んだ方のみ)をおわたしします。 会場内では参加
証(名札)をご着用ください。名札には、参加費・懇親会費の領収証もはいっています。
◎当日登録される方へ
参加受付にて、 登録用紙に必要事項をご記入ください。参加費・懇親会費(金額は以下参
照)をおしはらいいただき、参加証(名札)と大会案内(この冊子)をお受け取りください。お
名前・所属はご自身で記入してください。会場内では参加証(名札)をご着用ください。参
加費・懇親会費の領収証をお渡しします。
大会参加費 ＜必須です＞
通常会員：8000円
学生会員：2000円
非会員：10,000円
懇親会参加費 ＜希望者のみ＞
通常会員：6000円
学生会員：2000円
非会員： 6,000円
◎懇親会のご案内
日時：10月21日 (日) 19:00〜21:00
会場：沼津リバーサイドホテル5階 シャングリラ（６頁の地図をご覧ください）
当日18:30前後に、会場である三島市民文化会館の駐車場に、大会専用バスが3台来ます。
それに乗っていただくと、懇親会場まで20分ほどで到着します。JR沼津駅（JR三島駅よ
り６分）から徒歩７分でも、ホテルに到着できます。会場内では懇親会参加マーク入りの
参加証(名札)をご着用ください。
◎評議員会・総会のご案内
日時：18年10月21日（日）12:00〜13:45
場所：三島市民文化会館A会場（１階小ホール）
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日本人類学会評議員、および日本人類学会会員の方は、ご出席ください。会議資料は受付
け時にお渡しいたします。弁当を申しこまれた方は、会場前ホワイエの参加受付で、引換
券と交換で弁当をもらってください。
◎クロークのご案内
第1日：10月19日 (金) 12：00〜19：15
国立遺伝学研究所講堂（５頁の地図をご覧ください）
第2日：10月20日 (土) 9：00〜19：00
三島市民文化会館2階第三会議室（４頁の地図をご覧ください）
第3日：10月21日 (日) 9：00〜18：30
三島市民文化会館2階第三会議室（４頁の地図をご覧ください）
第4日：10月22日 (月) 9：00〜18：30
国立遺伝学研究所講堂（５頁の地図をご覧ください）
◎昼食場所と休憩場所
第1日：10月19日 (金)
大会は午後1時からですので、会場となる国立遺伝学研究所に来られる前に昼食をお済ま
せください。休憩室は、ゲストハウス1階と本館2階のA206号室です(5頁の地図をご覧く
ださい)。
第2日：10月20日 (土)
会場となる三島市民文化会館の周辺には昼食を提供している店が多数あります。そちらを
お使いください。弁当などをご自分で購入された方は、三島市民文化会館内の休憩室その
他をお使いください。休憩室は、三島市民文化会館2階の和室と3階の第二会議室です(４
頁の地図をご覧ください)。
第3日：10月21日 (日)
評議員会・総会に出席される方で、弁当を申しこまれた方は、三島市民文化会館1階小ホー
ル前ホワイエの参加受付で、引換券と交換で弁当をもらってください。それ以外の方は、
前日と同様に外のレストランなどで食べていただくか、あるいは弁当をご自身で購入して
ください。休憩室は、三島市民文化会館2階の和室と3階の第二会議室です(４頁の地図を
ご覧ください)。
第4日：10月22日 (月)
会場となる国立遺伝学研究所には、ちいさなカフェテリアしかありませんので、ご自身で
弁当などを持参ください。休憩室は、ゲストハウス1階と本館2階のA206号室です(５頁の
地図をご覧ください)。
◎お願い
発表中の録音、写真撮影、およびビデオ撮影については、大会実行委員会の許可がないか
ぎり、禁止といたします。
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大会発表者のみなさまへ
◎ シンポジウム世話人、一般口演座長の方へのご案内
ご担当されるセッション開始の10分前までに会場にお越しください。活発な質疑応答を
喚起していただくとともに。予定時間にしたがった進行をお願いいたします。
◎ 一般口演発表者および若手発表者へのご案内
ご発表には液晶プロジェクターを用いることができます。他の機材は使用できませんので
ご了承ください。使用するパソコン(PC)は、ご自身のものあるいは大会事務局で用意した
ものとなります。大会事務局で用意したPCをご希望の場合は、発表データを入れたUSBフ
ラッシュメモリをご用意ください。事務局ではウィンドウズPCとマッキントッシュPCを
用意します。ご自身のパソコンプロジェクタへの接続ケーブルはご自身でご用意ください。
三島市民文化会館1階小ホール前のホワイエにある受付近くに、ウィンドウズPCとマッキ
ントッシュPCを用意いたしますので、大会事務局で用意したPCを使用される方は、発表
時間の30分前までに、こちらでスライドの動作確認を行なってください。動画等を用いた
発表を予定されている方は、できるだけご自身のPCを用いてご発表ください。
発表者は、ご自身の発表開始10分前までに来場願います。発表時間12分、質疑応答3分
です。時間を厳守し、円滑な運営にご協力をお願いいたします。進行については座長の指
示にしたがってください。
◎ポスター発表者へのご案内
ポスターは、「演題番号」が貼られた指定のパネルに発表者ご自身で時間内に掲示願い
ます。ピンは会場に準備いたします。ポスター用のパネルは縦120cm 、横89cmまで掲示
できます。パネル内に収まるサイズのポスターをご用意ください。
ポスター貼付時間： 10月20日（土）９：00〜10：00
ポスター掲示時間：
10月20日（土）9：00〜19：00 および 10月21日（日）9：00〜18：00
ポスター討論時間： 10月20日（土）12：00〜13：00
ポスター撤収時間： 10月21日（日）18：00〜18：30
撤収時間を過ぎても掲示されているポスターは事務局で撤去いたします。
◎日本人類学会機関誌Anthropological Scienceに掲載される英文抄録について
大会ウェブシステムでの英文抄録登録は、すでに締め切っておりますので、英文抄録未提
出の方は、大会事務局 (saitounr@nig.ac.jp)へ、10月末日までにお送りください。
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公開シンポジウム１

概要

日本列島人１０００万年
三島市民文化会館 小ホール
18年10月21日（日）14：0016：00
司会：斎藤成也（第72回日本人類学会大会

実行委員会委員長）

講演1
14:00-14:30
アフリカで誕生した人類の祖先
諏訪 元（東京大学 総合研究博物館

館長・教授)

今年度学士院エジンバラ公賞受賞者

講演2
14:30-15:00
DNAゲノム解析からさぐる日本列島の古代人
‒縄文人と弥生人の関係‒
篠田 謙一 (国立科学博物館 副館長・人類研究部長)
新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」古代人ゲノム班代表

講演3
15:00-15:30
縄文人は穀物を栽培していたのか？
藤尾 慎一郎（国立歴史民俗博物館

教授）

新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」考古学班代表

講演4
15:30-16:00
日本語と琉球語の成立をさぐる
木部 暢子 (国立国語研究所 副所長・教授)
新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」言語学班分担

本シンポジウムは、新学術領域研究「ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の
解明」（領域略称名：ヤポネシアゲノム）の後援をうけています。
ヤポネシアゲノムのホームページ：http://yaponesian.org/
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公開シンポジウム２ 概要
DNAからみたヒトの進化
〜故宝来聰博士の業績を顕彰しつつ〜
国立遺伝学研究所 講堂
18年10月22日（月）10：0018：30

宝来博士
10:00‒10:05

主催者あいさつ

セッション １

司会：田嶋敦

1991年台湾台東にて（斎藤成也撮影）

田嶋敦

講演1 10:05‒10:30 文化による自然選択・性選択
高畑 尚之（総合研究大学院大学 名誉教授）
講演2 10:30‒10:55 中東地域の人類集団のゲノム研究
五條堀 孝（早稲田大学/KAUST 教授）
講演3 10:55‒11:20 疾患関連遺伝子のゲノム全域探索：HLAへの回帰
徳永 勝士（東京大学 医学系研究科 教授）
講演4 11:20‒11:45 宝来さんとテナガザル
石田 貴文（東京大学 理学系研究科 教授）
講演5 11:45‒12:10 ミトコンドリアDNA研究の興亡
斎藤 成也（国立遺伝学研究所 集団遺伝研究部門 教授）
昼食

12:10‒13:10
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セッション 2

司会

高畑

尚之

講演6 13:10‒13:30 多面的オミックス解析によるヒト表現型多様性の発現機構解明
田嶋 敦（金沢大学 医薬保健研究域医学系 教授）
講演7 13:30‒13:50 B型肝炎ウイルスから見たモンゴロイド
溝上 雅史（国立国際医療研究センター 肝疾患研究部 ゲノム医科学プロジェクト長）
講演8 13:50‒14:10 遺伝研における人類遺伝学
井ノ上 逸朗（国立遺伝学研究所 人類遺伝研究部門

教授）

講演9 14:10‒14:30 霊長類感覚系遺伝子の進化生態遺伝学
河村 正二（東京大学 新領域創成科学研究科 教授）
講演10 14:30‒14:50 日本人のなかの耳垢型多型
吉浦 孝一郎（長崎大学 原爆後障害医療研究所 教授）
講演11 14:50‒15:10 ミトコンドリアDNA変異とヒトの病気
後藤 雄一（国立精神・神経医療研究センター メディカル・ゲノムセンター
休憩

センター長）

15:10‒15:30

セッション 3

司会

五條堀孝

講演12 15:30‒15:50 宝来コレクション（現在人諸集団DNAサンプル）の保存管理と研究利用について
田辺 秀之（総合研究大学院大学 先導科学研究科 准教授）
講演13 15:50‒16:10 ゲノムワイドSNP解析に基づく日本人の地域差
今西 規（東海大学 医学部 教授）
講演14 16:10‒16:30 宝来先生とミトコンドリアDNA
近藤 るみ（お茶の水女子大学 理学部 准教授）
講演15 16:30‒16:50 古代瓢箪の軌跡を辿る
遠藤 俊徳（北海道大学 情報科学研究科 教授）
講演16 16:50‒17:10 性による移住率の偏りをゲノムデータから推定する
長田 直樹（北海道大学 情報科学研究科 准教授）
講演17 17:10‒17:30 霊長類のphylodemography‒‒突然変異率の不均一性とその影響‒‒
颯田 葉子（総合研究大学院大学 先導科学研究科 教授）
セッション ４（英語での講演となります）
講演17

17:50‒18:20

司会

斎藤成也

Inferring Demographic History from DNA Polymorphism

Yunxin Fu（テキサス大学ヒューストン校

教授／国立遺伝学研究所

客員教授）

本シンポジウムは、国立遺伝学研究所の共同研究・研究会 NIGJOINTの補助を受けて開催します。
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一般シンポジウム１〜１２
一般シンポジウム１

概要

皮膚の人類学

10/19（金）13:00〜16:00

国立遺伝学研究所

講堂

提案者：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）
寺井洋平（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）
遺伝子発現から探るヒト特異的皮膚形質
高橋健造（琉球大学大学院医学研究科皮膚病態制御学講座）
ヒトとなる過程での皮膚の変化
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）
アジア人集団に特異的な皮膚形質における遺伝適応
武尾真（理化学研究所生命機能科学研究センター器官誘導研究チーム）
幹細胞を用いた皮膚器官系の再生
一般シンポジウム２

ネグリトの起源‒‒研究の今昔‒‒

10/19（金）16:15〜19:15

国立遺伝学研究所

講堂

提案者：尾本恵市（東京大学・名誉教授）
尾本恵市（東京大学・名誉教授）
古典的遺伝マーカーによるネグリトの起源
河村正二（東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授）
Human color vision variation reevaluated from nucleotide divergence in L/M opsin gene
cluster
Nathaniel Dominy（Dartmouth大学・教授）
Evolution of the negrito phenotype and corresponding sensory genes
清水展（京都大学・名誉教授）
年噴火の被災(1991)と先住民の誕生：ピナトゥボ・アエタ（フィリピン・
ネグリート）と応答する文化人類学の40 年
ディスカッサント：斎藤成也（遺伝研）、Timothy Jinam（遺伝研）
一般シンポジウム３

縄文人の骨考古学‒‒そのさらなる発展にむけて

10/20（土）13:00〜16:00

三島市民文化会館

大会議室

提案者：骨考古学分科会
長岡朋人（聖マリアンナ医科大学）
縄文時代人骨における乳歯の齲蝕に関する古病理学的研究
萩原康雄（新潟医療福祉大学）
四肢骨骨幹部の形態的特徴とその多様性から復元する縄文時代人の行動様式
澤田純明（新潟医療福祉大学）
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ストレスマーカーから探る縄文時代人の健康状態の多様性
五十嵐由里子（日本大学松戸歯学部）
縄文時代の人口構造ー人骨から推定する出生率と寿命ー
坂上和弘（国立科学博物館）
椎骨から見た縄文時代人骨の特徴：予備的研究
日下宗一郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム）
ストロンチウム同位体分析による移入者検出の展開
山田康弘（国立歴史民俗博物館）
人骨の年代測定による葬法および墓域構造の再検討
米田穣（東京大学総合研究博物館）
ヒトの生活の多様性と進化
ディスカッサント：海部陽介（国立科学博物館人類研究部）
一般シンポジウム４

子供たちの顎を鍛える食育

10/20（土）13:00〜16:00

三島市民文化会館

第一会議室

提案者：馬場悠男 （国立科学博物館・名誉所員）
葛西一貴（日本大学松戸歯学部・教授）
食べ方しだいで歯並は改善する
古畑 升（古畑いびき睡眠呼吸障害研究所・所長、日本歯科大学内科・臨床教授）
小児の睡眠時無呼吸 ―顎を大きくしたら治るのかー
金澤英作（日本大学松戸歯学部・名誉教授）
歯は磨り減ることを前提としている ー歯科人類学の立場からー
馬場悠男（国立科学博物館・名誉所員)
子供たちの顎を鍛える食育

一般シンポジウム５

人骨研究の在り方‒‒アイヌ遺骨が投げかける問題と
人類学の未来を考える

10/20（土）16:15〜19:15 三島市民文化会館 大会議室
提案者：瀬口典子（九州大学大学院比較社会文化研究院・准教授）
五十嵐由里子（日本大学松戸歯学部・講師）
瀬口典子（九州大学大学院比較社会文化研究院・准教授）
先住民遺骨が投げかける問題と人類学の未来：アメリカの事例と日本
太田好信（九州大学大学院比較社会文化研究院）
遺骨を語ることば――歴史への反省から生じる学問の倫理
窪田幸子（神戸大学大学院国際文化学）
海外における遺骨返還ーオーストラリアの事例
坂野徹（日本大学経済学部）
遺骨収集の歴史の書き方：小金井良精日記を読む
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石田肇（琉球大学医学部）
アイヌに係る自然人類学研究と日本人類学会の取組み
一般シンポジウム６

東アジアの古ゲノム研究‒‒ヒト・動物・植物から‒‒

10/21（日）9:00〜12:00 三島市民文化会館 大会議室
提案者：神澤秀明（国立科学博物館・研究員）
神澤秀明（国立科学博物館・研究員）
北海道船泊遺跡の高深度縄文人ゲノムから
佐藤丈寛(金沢大学医薬保健研究域)
ゲノム解析から推定されるオホーツク人集団の形成過程
水野文月（東邦大学医学部）
ミトコンドリアゲノムからみた日本列島出土古人骨
石黒直隆（総合研究大学院大学先導科学研究科）
ニホンオオカミの古代ゲノム
熊谷真彦（農業・食品産業技術総合研究機構高度解析センター）
イネ古ゲノム分析の現状および関連分野の研究動向
一般シンポジウム７

グローバル気候変動と現代型サピエンス全移動史

10/21（日）16:15〜18:35 三島市民文化会館 小ホール
提案者：松村博文（札幌医科大学保健医療学部・教授）
松村博文（札幌医科大学保健医療学部・教授）
ユーラシアへのサピエンス二層モデルが示唆する人類大移動：頭骨形態データに
もとづく最新版
海部陽介（国立科学博物館人類研究部）
ホモ・サピエンス最初のアジア拡散を再考する
Timothy A Jinam （国立遺伝学研究所）
The history of migration and gene flow in Southeast Asia, from the perspective of
whole genome data
川幡穂高（東京大学大気海洋研究所）
Climatic changes which Homo sapiens, leading to modern Japanese, experienced
一般シンポジウム８

初期人類の睡眠を考える：森林とサバンナの昼と夜

10/21（日）14:30〜17:30
提案者：進化人類分科会

三島市民文化会館

今村薫（名古屋学院大学現代社会学部）
狩猟採集民の睡眠と休息
小川秀司（中京大学国際教養学部）
15

大会議室

サバンナウッドランド地帯のチンパンジーはどんな環境で眠るのか
高野智（日本モンキーセンター学術部）
化石記録は類人猿や初期人類の睡眠行動について何を語るか
仲澤伸子（京都大学大学院理学研究科）
捕食者の活動リズム
座馬耕一郎（長野県看護大学）
霊長類の睡眠の特徴と進化
一般シンポジウム９

新学習指導要領で教える高校生に役立つ「人類学」関連事項

10/21（日）16:15〜18:35
提案者：人類学普及委員会

三島市民文化会館

第一会議室

市石博（国分寺高校）
高等学校の現場での近年の「人類」の扱いについての変遷と今後の展望
太田博樹（北里大学医学部）
ゲノム情報にもとづく人類学と文系科目
米田穣（東京大学総合研究博物館）
ヒトの生活の多様性と進化
一般シンポジウム10

頸胸部体幹筋群と前肢帯

10/22（月）9:00〜12:00 国立遺伝学研究所
提案者：ヒト・霊長類比較解剖学分科会

ゲストハウスセミナー室

小島龍平（埼玉医科大学保健医療学部）
前肢近位筋の筋構成および筋線維タイプ構成からみた比較機能形態学
江村健児（姫路独協大学医療保健学部）
新世界ザルと旧世界ザルにおける肩甲挙筋、腹鋸筋、菱形筋の支配神経について
緑川沙織（埼玉医科大学保健医療学部）
霊長類および哺乳類における頚胸部体幹筋の形態とその支配神経
一般シンポジウム11

遠藤萬里先生のご研究が残したもの（温故知新）

10/22（月）13:00〜16:00 国立遺伝学研究所 ゲストハウス２階セミナー室
提案者：キネシオロジー分科会・ヘルスサイエンス分科会
世話人：足立和隆（筑波大学・准教授）
第1部
第2部

アムッド洞窟発掘の記録上映会
遠藤萬里先生の思い出
木村賛（東京大学・名誉教授）
第3部 遠藤萬里先生の最終講義
第4部 遠藤先生との思い出
諏訪元（東京大学総合研究博物館・館長）
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馬場悠男（国立科学博物館・名誉所員)
一般シンポジウム12

新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」始動！

10/19（金）13:00〜16:00 国立遺伝学研究所
提案者：斎藤成也（国立遺伝学研究所）

ゲストハウス２階セミナー室

鈴木仁（北海道大学）
A03班の活動紹介
遠藤光暁（青山学院大学）
B02班の活動紹介
安達登（山梨大学）
ミトコンドリアDNA解析からみた縄文時代人の遺伝的特徴とその地域差
清家章（岡山大学）
古墳時代埋葬原理研究の現状とDNA分析への期待
五條堀淳（総合研究大学院大学）
全ゲノム塩基配列を用いたヤポネシアとその周辺集団の解析
松波雅俊（琉球大学）
ヤポネシアゲノム現代人ゲノム班の活動計画〜琉球地域を中心として〜
ディスカッサント：斎藤成也、篠田謙一（国立科学博物館）、藤尾慎一郎（国立歴史民俗
博物館）、長田直樹（北海道大学）
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若手会員発表賞とベストポスター発表賞について
若手発表賞
日本人類学会大会において、人類学の進歩に寄与する優れた研究発表を自らおこない、将
来の発展を期待しうる学生会員、および35歳以下の会員に対し「若手会員大会発表賞」を
授与します（若手会員大会発表賞規定より）。第72回日本人類学会大会では、９名の申
請があり、全員が選ばれて発表します。次の頁に発表者と発表タイトルをしめしました。
応募資格と発表の要件：研究発表時点（2018年10月20日）において、日本人類学会の学
生会員あるいは35歳以下の通常会員であること、共同研究の場合は筆頭研究者であり発
表者であること、 発表は、口頭発表に限ること。
審査方法と賞の発表について
1．審査委員会は、第72回日本人類学会大会実行委員会委員長を審査委員長として、合計
5名の審査員から構成されます。
2．「学生会員」「35歳以下の会員」より原則各1名 (計2名)とし、該当者のない場合は授
賞を行ないません。
3. 賞は本大会期間中に、日本人類学会会長が授与します。本大会では、懇親会で「若手
会員大会発表賞」の選考結果を発表いたします。

ベストポスター発表賞
昨年の第71回東京大会で導入されましたベストポスター発表賞を、本大会でも設けます。
発表されたすべてのポスターが対象です。受賞者は、大会参加者の皆様による投票で決定
します。
参加受付の際にお渡しした封筒の中に、投票用紙が２枚入っています。最大で２つのポス
ター演題に投票することが可能です（1つの演題に２票でも結構です）。投票箱は、ポス
ター会場（D会場、三島市民文化会館地下1階リハーサル室）に設置しています。投票は、
ポスター撤収がはじまる10月21日午後6時までにお済ませ下さい。当日夜に開催される懇
親会において、「若手会員大会発表賞」発表に引き続き、「ベストポスター発表賞」の選
考結果を発表します。
ベストポスター発表賞に投票して、本大会を盛り上げて下さいますよう、お願い申し上げ
ます。
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若手会員大会発表賞対象演題

時間割

会場：三島市民文化会館 小ホール
時間：18年10月20日（土）9：3011：45
セッション1：学生会員編
座長： 山田康弘（国立歴史民俗博物館

教授）

Y-1
9:30-9:45
ポリネシア集団におけるニアーオセアニア集団からの適応的遺伝子移入の検出
一色 真理子（東大・院理)
Y-2
9:45-10:00
矮小歯をもつ日本人集団の歯冠サイズについて
波田野 悠夏 (東北大学大学院歯学研究科歯科法医情報学分野)
Y-3
10:00-10:15
幾何学的形態学測定法を用いたヒト胎児脳の成長過程の解析
山口 豊 (京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター)
Y-4
10:15-10:30
称名寺貝塚出土縄文後期人骨の人類学的研究
鯉渕 凌子 (新潟医福大・院医福)
セッション2：若手通常会員編
座長： 松村博文（札幌医科大学

教授）

Y-5
10:30-10:45
東アジア特異的もやもや病リスク変異RNF213 R4810Kの拡散史の推定
小金渕 佳江 (琉球大・院医学)
Y-6

10:45-11:00

Revisiting the femoral morphology of Nacholapithecus kerioi
Marta Pina (Grad. Sch. of Science, Kyoto Univ.)
Y-7
10:00-11:15
ｎ
ヒト仙腸関節の変性変化における性差の検討 股関節変性との関連について
西 啓太 (長崎大・院医歯薬・顎顔面解剖)
Y-8
11:15-11:30
食料生産によって西アジアの狩猟採集民の食性は変化したのか？
板橋 悠 (東京大・総合博)
Y-9
11:30-11:45
ニホンザルとチンパンジーにおける二足歩行の筋シナジー制御：四足歩行との比較から
後藤 遼佑 (大阪大・院人間科学)
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一般口演

時間割

会場：三島市民文化会館
18年10月20日（土）午後前半の部

小ホール

13：00〜16：00

セッション1：座長 足立 和隆
O-A1 13:00-13:15
東京都三鷹市羽根沢台遺跡の古墳時代人骨のゲノム分析
神澤 秀明
(国立科学博物館人類研究部)
O-A2 13:15-13:30
ヒト、シロテテナガザル、ニホンザル歩行時の体幹回旋角度の比較
木下 勇貴
(京都大・霊長研)
O-A3 13:30-13:45
大脳化のブドウ糖仮説
林 俊郎
(目白大学社会学部社会情報学科)
O-A4 13:45-14:00
歩行時における足底と床面間の距離を測定する装置の開発 （２）
足立 和隆
(筑波大学・体育系)
セッション2：座長 今村 薫
O-A5 14:00-14:15
ネアンデルタールとサピエンス：大腿骨のマクロ形態の発生パターンの比較
森本 直記
(京大・理)
O-A6 14:15-14:30
The Quadrangulus-OJ-FM clearly shows the diﬀerence between humans and
apes in projections to both the Frankfurt and the Sagittal planes
澤野 啓一
(神奈川歯科大・法医)
O-A7 14:30-14:45
立位股関節回旋運動時の角度曲線への影響因子の検討―テンポへの適応性の違い
竹内 京子
(東京医科大学人体構造学分野)
O-A8 14:45-15:00
カザフ人の移牧とラクダによる運搬技術―モンゴル国の事例から―
今村 薫
(名古屋学院大学)
セッション3：座長 中務 真人
O-A9 15:00-15:15
遺伝性網膜疾患におけるABCA4遺伝子多型の集団遺伝学的解析
中 伊津美
(東大・院理)
O-A10 15:15-15:30
ヒトの懸垂型ロコモーション時における体幹筋の活動
岡 健司
(大阪河崎リハ大・リハ・理学療法)
O-A11 15:30-15:45
先スペイン期ペルー北部高地エル・パラシオ遺跡より出土したラクダ科動物骨の
解体痕について
清家 大樹
(聖マリアンナ医大・解剖)
O-A12 15:45-16:00
現生大型類人猿の中手指節関節種子骨とその進化的意味
中務 真人
(京都大・院理)

16:00-16:15 休憩
18年10月20日（土）午後後半の部

16：15〜18：45

セッション4：座長 多賀谷 昭
O-B1 16:15-16:30
文化技術の構造性が文化進化に与える影響
中橋 渉
(早大・社学)
O-B2 16:30-16:45
マカクザルの発声メカニズムの特徴について
西村 剛
(京都大・霊長研)
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O-B3
O-B4
O-B5

16:45-17:00
岡崎 健治
17:00-17:15
遠部 慎
17:15-17:30
多賀谷 昭

3次元デジタル復元に基づく白保4号頭蓋の形態学および計測学的特徴
(鳥取医大・解剖)
上黒岩第２岩陰の2018年度調査について
(久万高原町教育委員会)
日本人の第3大臼歯欠如資料にみられた左優位の同側欠如
(長野県看護大)

セッション5：座長 太田 博樹
O-B6 17:30-17:45
Autoencoder analysis of mitochondrial DNA sequences
三宅 淳
(大阪大学・国際医工情報センター)
O-B7 17:45-18:00
成人期縄文人の橈骨／上腕骨長比が際立って大きい点を、未成人骨の分析から
考える
水嶋 崇一郎 (聖マリアンナ医科大学解剖学講座)
O-B8 18:00-18:15
伊川津・縄文人ゲノムからみた東アジア人類集団の形成史
太田 博樹
(北里大学 医学部 解剖学)
O-B9 18:15-18:30
ヒトおよび類人猿の踵骨形態と静荷重下における３次元足部骨格動態の関係
伊藤 幸太
(慶應義塾大学理工学部機械工学科)
O-B10 18:30-18:45
熊本県向野田古墳から出土した古墳時代人骨
高椋 浩史
(土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム)

18年10月21日（日）午前の部

9：00〜11：30

セッション6：座長 高宮 広土
O-C1 9:00-9:15
宇木汲田遺跡における植物食利用
高宮 広土
(鹿児島大国際島嶼教育研究センター)
O-C2 9:15-9:30
津雲貝塚より出土した縄文時代人骨の放射性炭素年代測定
日下 宗一郎 (ふじのくに地球環境史ミュージアム)
O-C3 9:30-9:45
左右方向の安定性がチンパンジー筋骨格モデルの四足歩行に及ぼす影響
平崎 鋭矢
(京都大学霊長類研究所)
O-C4 9:45-10:00
白保4号頭骨のデジタル復元と復顔
河野 礼子
(慶應大・文)
O-C5 10:00-10:15
StillSuit: an endoskeletal robot suit for the super aging society
太田 聡史
(理化学研究所)
セッション7：座長 古市 剛史
O-C6 10:15-10:30
関東地方縄文時代人の犬歯頬舌径による性別推定
佐々木 智彦 (東大総研博)
O-C7 10:30-10:45
日本人乳児における頭蓋の成長様式の解明 -相同モデルを用いた頭蓋形態の解析桑原 広輔
(国立成育医療研究センター 形成外科)
O-C8 10:45-11:00
類人猿の集団間関係の種間、地域間、地域内変異：ヒト科における地域社会の
進化の解明を目指して
古市 剛史
(京都大学霊長類研究所)
O-C9 11:00-11:15
縄文時代人の中足骨骨幹部形態
萩原 康雄
(新医福大・リハ)
O-C10
11:15-11:30
直立二足起立行動がラット半規管の形態に及ぼす影響
松村 秋芳
(防衛医大・生物)
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ポスター発表

一覧

18年10月20日（土）・10月21日（日）
三島市民文化会館 D会場 (地下リハーサル室)
第一部：過去から現在まで人類進化の歴史をたどる
P-01
P-02

P-03
P-04
P-05
P-06

P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18

P-19

ミャンマー中部で見つかった後期中新世初頭のホミノイド化石について
高井 正成（京都大学霊長類研究所）
ミャンマー中部で見つかった後期中新世初頭のホミノイド下顎骨化石の
3次元デジタル解析
河野 礼子（慶應大・文）
中期中新世のアフリカ産化石類人猿・ナチョラピテクスの体重性差について
菊池 泰弘（佐賀大・医・生体構造）
沖縄県宮古島市ツヅピスキアブの完新世初頭〜更新世堆積層からの魚骨出土例
藤田 祐樹（科博・人類）
歯石の残存デンプン粒を用いた長江下流域新石器時代の植物食の復元
渋谷 綾子（国立歴史民俗博）
縄文晩期終末から弥生中期の人・動物歯牙資料の同位体分析による雑穀利用の
定量評価
山口 晴香（東京大・院新領域）
渡来系弥生人の咬耗
小山田 常一（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎顔面解剖学分野）
奄美大島平田墓地積石墓から出土した人骨（概報）
竹中 正巳（鹿児島女子短期大学）
QAU遺跡にみられた古代エジプト人の人工頭蓋穿孔
藤田 尚（新潟県立看護大・看護）
インドネシア・タマノア遺跡群出土人骨に認められた多量歯石付着歯と歯牙変工
片桐 千亜紀（沖縄埋文）
神奈川県横浜市称名寺貝塚出土の古墳時代人骨
佐伯 史子（新潟医福大・リハ）
2017年礼文浜中2遺跡出土オホーツク文化期前期十和田式段階の埋葬人骨
久保 大輔（北海道大・医）
神奈川県称名寺貝塚から出土した平安時代人骨
萩原 康雄（新潟医福大・リハ）
佐賀市蛎久遺跡2区から出土した中世人頭蓋の3次元形態解析
大野 憲五（佐賀大・法医）
小倉出土の江戸時代人骨からみた身分内の健康格差
冨田 啓貴（九大・地球社会）
頭蓋形態小変異の年齢変化と系統差
川久保 善智（佐賀大学医学部解剖学・人類学教室）
3次元医用画像を用いた現代人における頭蓋形態小変異の解析
後藤 新平（琉球大・歯科口腔外科）
合祖シミュレーションによる本土日本人の縄文人に由来する核ゲノム領域の
抽出可能性の検討
渡部 裕介（東京大学理学系研究科生物科学専攻ヒトゲノム多様性研究室）
岐阜県飛騨地方では土着縄文人の子孫は、渡来系弥生人の子孫よりはるかに多い

22

P-20

P-21
P-22

−ミトコンドリアＤＮＡ多型の分析より−
針原 伸二（東京大学大学院理学系研究科）
安定同位体比分析による戦没者遺骨分別法の検討
―第５報コラーゲンを試料とした場合の日・米及びフィリピン出身者の分別―
染田 英利（防衛医大・医）
戦没者の遺骨収集事業における遺骨鑑定の実際
大谷 江里（厚労省・社援）
近年の反短頭化に帝王切開の増加は関与するか？
河内 まき子（産業技術総合研究所人間情報研究部門）

第二部：バクテリアからロボットまで生命の多様性からヒトをさぐる
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28

P-29
P-30
P-31
P-32
P-33
P-34

P-35
P-36
P-37
P-38

腸内細菌と文化の共進化
織原 健人（東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 進化人類学研究室）
ヒト拡散に関する“冒険遺伝子仮説”のメダカを用いた検証
勝村 啓史（岡山大・院自然）
四足哺乳動物の自発的二足行動の量的観察
鶴 智太（防衛医大・生物）
体の質量中心の位置は四足歩行時の四肢運び順の決定因子のひとつである
長谷 和徳（首都大・システムデザイン）
3次元マイクロウェア形状解析による更新世絶滅種リュウキュウジカの食性推定
久保 麦野（東京大・新領域）
成長期の運動刺激が顔かたちに与える影響 - マウス運動刺激モデルを用いた
下顎骨形態解析
清水 康広（東医歯大・歯）
ニホンザル、シロテテナガザル、スローロリスにおける股関節伸展筋の機能の比較
設樂 哲弥（大阪大学大学院人間科学研究科生物人類学研究室）
フクロテナガザルの手つき二足歩行はナックルウォーキング消滅の最終段階か？
藤野 健（Ken's Veterinary Clinic Tokyo）
火山性フッ素の摂取濃度を用いた人間活動の復元手法の開発Ⅱ
青野 友哉（伊達市噴火湾文化研究所）
人糞および糞石からのDNA抽出および分析技術の改良
若林 賢（北里大・院医療）
ヒト大腿骨骨幹部の皮質骨断面形状における加齢性変化の検討
今村 剛（長崎大学医歯薬学総合研究科）
ミトコンドリアDNAハプログループに注目した，ヒトミトコンドリアタンパク質
複合体IVにおける突然変異とタンパク質構造安定性に関する研究
藤原 一道（北海道大学情報科学研究科生命人間情報科学専攻情報生物学研究室）
遺伝性びまん性胃がんのリスクアレルの日本人における動態
岩﨑 理紗（総合研究大学院大学・先導科学研究科）
広義の「ロボット」を５種類に定義する
斎藤 成也（国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門）
骨学セミナ10周年のあゆみ
奈良 貴史（新潟医療福祉大リハ）
日本人類学会人類学普及委員会活動報告2018
日本人類学会人類学普及委員会

23

公開シンポジウム1 講演要旨
日本列島人1000万年
と き：
ところ：

2018年 10月21日（日）14:00‒16:00
三島市文化会館 A会場（小ホール）

司会：斎藤成也（国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門

講演１ 14:00-14:30
アフリカで誕生した人類の祖先
諏訪 元（東京大学総合研究博物館

教授）

館長・教授）

人類の化石記録は着実に増しており、2000年代以後には、440万年前から700万年前近い
とされるArdipithecus、Orrorin、Sahelanthropusの3属により、人類の最初期の姿について垣
間見ることができた。これらの初期人類は、把握性の足など明らかな樹上適応を保持しな
がら、直立2足歩行をも獲得していた。並行して、雄犬歯の著しい縮退が見られ、体サイ
ズの性差が小さかったとの推定と合わせ、人類の系統はその初期の時代から独特な繁殖戦
略と社会性を持っていたことが示唆された。当時の古環境は森林パッチ、疎開林、それと
草原が複雑な景観モザイクを作っていたと思われているが、Ar.ramidusなどAustralopithecus
より前の人類は、その中でも森林パッチと疎開林を中心に生息していたと思われている。
この最初期の系統群からAustralopithecus属が420万年前ごろまでに出現し、生息域をよ
り開けた環境へと拡大していった。これは、Australopithecusの四肢体幹骨形態、咀嚼器機
能、エナメル質の安定同位体組成などから明らかと思われる。Australopithecusは足の把握
機能を実質的に失いながら、地上における直立2足歩行機能をさらに充実していた。この
ことは、Australopithecusは、Ar.ramidusなど初期の人類とは異なる新たな適応戦略を持って
いたことを示している。
そうしたAustralopithecusの中から、250万年前ごろまでにホモ属の系統が生じ、道具テク
ノロジーが重要な位置を占めるニッチへと移行する。190万から170万年前ごろの間には、
初期ホモからHomo erectusが出現し、脳の大型化傾向が顕在化する。以後、道具テクノロ
ジーと文化適応に基づくニッチ構築を伴う共進化が加速し、旧人段階の人類、新人段階の
人類へと変遷していった。
研究者によっては、人類の進化の道筋は大きな適応放散の繰り返しであったと力説す
る。極めて多様な種系統の中からごく少数が「生き残り」、次の適応放散へと変遷すると
いったシナリオが示されることが少なくない。近年では、350万年前ごろの
Australopithecusの系統が5系統、200万年前ごろの初期Homoの系統が3系統以上あったとも
提唱されている。しかし、ArdipithecusとAustralopithecusの間、あるは「頑丈型」
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AustralopithecusとHomo属の間など、明らかに異なる適応戦略に基づく多様性以外は、生態
的にも形態的にも大きな違いのない異所的な種もしくは亜種程度の多様性と思われる。
人類の多様性を大きく見積もる試みとして、南アフリカの人類化石の近年の発見に基づ
く解釈を挙げることができる。南アフリカのAustralopithecusは、チンパンジーを彷彿させ
る原始的な木登り特徴を一部保持しながら、他方ではホモ属へつながる進歩的特徴が見ら
れるとも報告されている。さらに、南アフリカと東アフリカのAustralopithecusは、生態的
にも形態的にも異なる独自系統であった可能性が議論されている。しかし、果たしてその
ような複雑な進化がほんとうにあったのだろうか？東アフリカと南アフリカの化石に見ら
れる形態的差異は、むしろAustralopithecusに共通の適応戦略の中の変異と思われる。
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講演２ 14:30-15:00
DNAゲノム解析からさぐる日本列島の古代人
−縄文人と弥生人の関係−
篠田 謙一（国立科学博物館 副館長・人類研究部長）
近年、次世代シークエンサと呼ばれる大量のDNA配列情報を取得できるマシンが実用化
したことで、これまではミトコンドリアDNAの一部配列を読んでいた古代DNA研究も、
核のゲノム解析までもが可能になった。ヒトの設計図とも称される核ゲノムの分析によっ
て、ヨーロッパを中心とした地域では、従来はは知ることのできなかった集団の成立のシ
ナリオが語られるようになっている。そしてこのマシンを用いた研究は日本でも始まって
おり、日本列島の古代集団の実像を明らかにしつつある。本講演では、古代人のゲノムデー
タをもとに、日本列島集団の成り立ちについて、現時点で判明している内容を紹介する。
日本列島の人類集団の形質は、縄文時代から弥生時代にかけて大きく変化したことが知
られており、弥生時代は日本人の成立を考える上で重要な時期となっている。また、これ
まで紀元前3世紀から紀元3世紀までのおよそ6百年間と考えられてきた弥生時代の年代幅
は、大きく修正されつつある。今世紀になって行われた高精度の炭素14年代法による年代
研究の結果，水田稲作が始まったのは、当初考えられていた紀元前5世紀ごろではなく、
約500年古い紀元前10世紀までさかのぼる可能性があることが判明している。弥生時代が
従来よりも長期間に渡ることが示されたことで，この時代における集団の形質の変化につ
いても、千年を超えるタイムスパンを念頭において考えることが必要になっている。
本講演ではまず縄文人のゲノム解析から判明した彼らの実像について説明し、その後に
列島各地の弥生人について紹介する。従来の形質人類学研究からは、縄文人は均一な集団
と捉えられてきたが、高精度のゲノム解析は、縄文人に地域差があることを示唆している。
また縄文人の持つゲノムは、現在の東アジア集団とはかけ離れており、縄文人と同じゲノ
ムを持つ現代人集団は存在しないことも明らかとなっている。
弥生時代になると、北部九州に大陸から渡来系弥生人が進出し、水田稲作の広がりとと
もに全国に拡散した。その過程で在来の縄文系集団との混血が進み、現在の本州を中心と
した地域の現代日本人は、両者の混合によって成立したと考えられている。弥生時代には
列島内部に遺伝的な特徴の異なるいくつもの集団が存在し、それらが混合していったこと
が予想されるが、各地の集団の遺伝的な特徴や、実際の融合のプロセスについては依然と
して不明な点が多い。しかしながら、全国各地の弥生人集団のゲノム解析が進むことによっ
て、その一端が明らかになりつつある。本講演ではその最新の研究を紹介する。
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講演３ 15:00-15:30
縄文人は穀物を栽培していたのか？
藤尾 慎一郎（国立歴史民俗博物館 教授）
縄文農耕
縄文人がアワやキビを栽培していたという仮説、いわゆる縄文農耕論は、明治時代から存在し
たが、遺跡から実際にアワやキビなどの穀物が出土した例はなかった。鍬みたいな石器があると
いう状況証拠にもとづくか、農業を行っていなければ住居が何百軒もある集落を作ることは難し
いといった唯物史観にとらわれた意見からのものがほとんどだった。
こうした状況は現在も基本的に変わっていないが、縄文人が植物を栽培していなかったのか、
といえばそうではないことがわかってきた。縄文人はマメを栽培していたのである。日本列島には
ツルマメというダイズの野生種や、ヤブツルアズキというアズキの野生種が自生する。縄文人が１
万年前からマメの野生種を採集していたこと、そうした野生のマメの大きさが何千年もかけて次
第に大きくなっていったことがわかってきたのである。
これは、縄文人が野生のマメを栽培種へと変化させていった可能性を物語っている。こうした
行為を栽培化（Domestication）というが、縄文人が栽培化したのはマメだけではない。クリもそ
うである。青森県三内丸山遺跡を500年も継続させたのは、縄文人がクリの栽培化に成功していた
からである。したがって、縄文農耕の実態は、穀物栽培ではなく、マメやクリなどの堅果類を対象
とした栽培化、もしくは管理栽培と呼ばれるものだっ
たのである。

縄文人の穀物栽培
では縄文人が穀物を栽培した可能性がまったくな
かったのかといえばそうではない。縄文時代も終わろ
うとしている紀元前11世紀になると、ようやく、穀物
栽培をしていたかも知れない証拠が出てくる。弥生時
代に一般的な穂摘具である石庖丁や、コメが出てくる
のである。しかも、石庖丁に朝鮮半島東南部に特徴的
な文様を持つ土器が伴うことから、話はやっかいであ
る（図1）。
これらの証拠が見られる地域もまた意味深である。
日本でもっとも早く水田稲作が始まる九州西北部では
なく、中国山地の山の中や九州東北部というから、地
域がずれていてやっかいである。これは、紀元前11世
紀の縄文晩期最終末から紀元前10世紀の弥生早期にか
けて、朝鮮半島から時期を違えて二つの穀物栽培の波
が西日本に波及した可能性を意味しているからだ。朝
鮮半島では紀元前15世紀の青銅器時代早期に、数ヘク
タールの畑で穀物やマメを育てる本格的な畑作農耕が
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図１

縄文最古の石庖丁と伴った土器

始まり、紀元前11世紀の青銅器時代前期には水田稲作が始まる。列島で紀元前11世紀以降に見ら
れる農耕の可能性は、青銅器時代前期に朝鮮半島南部で行われていた水田稲作や畑作が、波及し
たことを示しているのかも知れない。

弥生水田稲作との基本的な違い
ところが縄文晩期末の穀物栽培と、弥生早期の水田稲作は基本的にまったく異なる存在なので
ある。前者は縄文社会を大きく変革することはなかったが、後者はご存じのとおり、列島世界を
古代化していく大きな原動力となり、社会を大変革していく。同じ穀物栽培なのに、どうしてこの
ように社会的な影響度が異なるのであろうか。
それは、穀物栽培の社会的な位置づけが、縄文時代と弥生時代とでは大きく異なるからだ。縄
文晩期末の場合、穀物栽培を行っていたとしても、それが生業全体に占める割合はわずかなもので、
縄文人が大きく依存していたのは堅果類などの採集活動や狩猟、漁撈にあった。穀物は縄文人に
とって、あくまでも食料の一部であり、補うものの存在でしかなかった。
しかし弥生人にとって穀物とは、食料としてだけではなく、社会の生産基盤であり、弥生のま
つりの対象でもある、絶対的な存在だったからである。事実、水田稲作が始まってから100年ほど
で、列島には農耕社会が成立し、戦いが始まり、副葬品を持つ有力者が成立する。しかも有力者
が持っている副葬品を見ると、朝鮮半島南部ではやっていたものとまったく同じものであった。
つまり朝鮮半島南部地域と九州北部玄界灘沿岸地域のエリート層の習俗は共通していたのである。
こうした両地域のエリート層の習俗は、実にその後、紀元前108年に楽浪郡が設置され、中国風の
習俗が入るまでの約750年以上もつづくことになる。

縄文時代は新石器時代なのか？
日本の時代区分に世界史的な時代区分が使われるのは旧石器時代だけで、新石器時代以降はこ
れまで使われてこなかった。旧石器、新石器、青銅器、鉄器時代という世界史的な時代区分を使っ
ている韓国考古学との大きな違いの一つである。ではなぜ日本考古学では新石器時代という用語
を使ってこなかったのであろうか。
その最大の要因は、新石器時代には農業が始まるというのが世界史的な定義だからである。縄
文農耕説はあったものの、農耕の存在を示す決定的な証拠が欠けていたため、新石器時代ではな
いという意見が大勢を占めていた。
しかし、ここで縄文時代を新石器時代であると強く主張したい。その根拠は新石器時代の農業
と社会との関係は、四大文明と朝鮮半島南部などでは大きく異なり、実にさまざまだからである。
先述した縄文人の栽培活動は、朝鮮半島南部の新石器時代の人びととは、対象とする植物こそマ
メとアワ・キビという違いはあるものの、どちらも社会を大きく変革させ、古代化を進めること
はなかったという点で共通している。ここが四大文明との最大の相違点である。四大文明と辛う
じて共通するものをあえて探せば、朝鮮半島南部の青銅器時代に始まる本格的な畑作農耕であり、
日本列島の水田稲作が相当する。したがって朝鮮半島南部のアワ・キビ栽培を新石器時代と見な
すのであれば、マメ栽培を行っていた縄文時代も新石器時代と見なせるのではないかというのが、
筆者の見解である。
参考文献
藤尾慎一郎 (2002) 縄文論争. 講談社メチエ
藤尾慎一郎 (2015) 弥生時代の歴史. 講談社現代新書

28

講演４ 15:30-16:00
日本語と琉球語の成立をさぐる
−アクセントの比較対照から−
木部 暢子（国立国語研究所 副所長・教授）
日本語は，アクセントの地域差が大きいことで知られている。例えば，「箸」は東京方言
で [ハ]シ，京都方言で ハ[シ，「橋」は東京方言で ハ[シ]，京都方言で [ハ]シで，高い部
分が逆になっている（ピッチの上がり目を [ で表し，下がり目を ] で表す）。しかし，諸
方言の間にはきれいなアクセントの対応関係が見られ，平安時代京都語のアクセントとも
対応している。

このような対応関係があるとき，諸方言には何らかの系譜関係があると考える。従来の研
究から，アクセント的には次のような関係が想定される。

ところが，琉球の諸方言とは，1・2類に関しては対応するが，3・4・5類に関しては対
応関係がうまくいかない。

29

このことは，琉球諸語が日本語と分岐したのが平安時代以前のことだということを示し
ている。最近の研究では，九州方言にも首里方言に似たような現象があることが指摘され
ている＊。そうすると，九州と琉球は，平安時代以前に日本語から分岐したことになる。
＊

五十嵐陽介・平子達也 (2016)「「肩・種・汗・雨」と「息・舟・桶・鍋」がアクセン
ト型で区別される日本語本土方言―佐賀県杵島方言と琉球語の比較―」日本音声学会
全国大会予稿集
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公開シンポジウム２ 講演要旨
DNAからみたヒトの進化
〜故宝来聰博士の業績を顕彰しつつ〜
10:00‒10:05

主催者あいさつ

田嶋敦（金沢大学

セッション１

司会：田嶋敦（金沢大学

講演1 10:05‒10:30
高畑 尚之（総合研究大学院大学

医薬保健研究域医学系

医薬保健研究域医学系

教授）

教授）

元学長・名誉教授）

文化による自然選択・性選択
人類学における変わることのない１つの課題は、文化という類例のない衣を纏う現生人類の起源と進化の解
明であろう。文化の影響は強く、多様な正の自然選択・性選択の結果を自らのゲノムにも刻印してきた。こ
こでは、そのような刻印された選択シグナルを検出する新たな方法と統合失調症関連の108 SNPへの応用を
述べ、対立仮説であるサーフィング効果を含む非標準的中立モデルの妥当性を議論する。

講演2 10:30‒10:55
五條堀 孝（早稲田大学

客員教授、サウジアラビアKAUST 教授）

中東地域の人類集団のゲノム研究
中東地域におけるヒト・ゲノムプロジェクト研究が加速している。ヒトの遺伝情報であるゲノムDNAにおい
て、エキソームと⾔われるタンパク質をコードするDNA領域のみ研究から、ゲノムDNA全体の塩基配列を解
読してしまって、数百⼈から数万⼈のゲノム情報を調べようとするものである。主に、中東⼈類集団のゲノ
ム研究は、以下の２つの点において極めて興味深い。１つは、⼈類がアフリカ⼤陸で出現した後、世界の各
地に移住し広がって⾏く過程で中東地域はどういう役割を果たしたのかという点である。もう⼀つは、現在
の中東地域では近親婚が２０％から２５％を占めるほど⾼いため、新⽣児の遺伝疾患の発症率が⾮常に⾼い
という問題に苦しめられている⼀⽅、それらが起因する突然変異を特定しやすいという特徴を持つ点である。
世界が注⽬するこれらの２点を中⼼に、中東地域における⼈類集団のゲノム研究の最前線を報告する。

講演3 10:55‒11:20
徳永 勝士（東京大学

医学系研究科

教授）

疾患関連遺伝子のゲノム全域探索：HLAへの回帰
宝来先生は遺伝研に着任される前の数年間、HLA（ヒト白血球抗原）の研究をされていました。私達も、主
にゲノムワイド関連解析（GWAS）を用いてさまざまな多因子疾患や薬剤応答性に関わる遺伝要因をゲノム
全域から探索してきた結果、ナルコレプシー、１型糖尿病、関節リウマチ、B型／C型肝炎、原発性胆汁性胆
管炎、小児ネフローゼ、ある種の食物アレルギー、感冒薬関連重症薬疹などがHLA遺伝子群の多型と関連す
ることを見出しました。その成果の一端を紹介します。

講演4

11:20‒11:45
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石田

貴文（東京大学

理学系研究科

教授）

宝来さんとテナガザル
Man's Place in the Great Apes Revealed by Mitochomdrial DNA Genealogyとなるはずだったものが、Man's Place
in hominoidea ... J. Mol. Evol. (Horai et al., 1992)となった背景を紹介します。私どもは、アジアからの情報発信
と言うことでテナガザルを多方面から研究し、「テナガザル学＝Gibbonology」を目指しています。テナガ
ザルに関連したこれまでの研究成果を、ゲノム・遺伝・系統・社会の点から報告します。

講演5 11:45‒12:10
斎藤 成也（国立遺伝学研究所

集団遺伝研究部門

教授）

ミトコンドリアDNA研究の興亡
宝来博士は、国立遺伝学研究所において、日本のみならず世界のミトコンドリアDNA進化研究を牽引した。
現代人のmtDNADループ配列を多数決定し、縄文人の古代mtDNA決定も日本ではじめて成功した。アフリ
カ人１個体のミトコンドリアDNA全塩基配列の決定とその解析は、集団ゲノム学の先駆けとなった。ヒトだ
けでなく、チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、テナザガルのmtDNAゲノムも決定し、ヒト上科の分子
進化研究で世界の先端を走っていた。ヒトゲノムの塩基配列が決定されてからは、全ゲノム規模SNP、さら
には全ゲノムデータによる解析が主流となったが、そのときにはすでに宝来教授は逝去されたあとだった。

昼食

12:10‒13:10

セッション２

司会

高畑

尚之（総合研究大学院大学

講演6 13:10‒13:30
田嶋 敦（金沢大学 医薬保健研究域医学系

元学長・名誉教授）

教授）

多面的オミックス解析によるヒト表現型多様性の発現機構解明
ヒトゲノム参照配列の完全解読報告がNature誌でなされたのは2004年、寳来聰先生が死去された年のこと
でした。以来、次世代シークエンサーをはじめとするゲノム解析技術の革新とともにヒトゲノム多様性研究
は大規模し、疾患・形質の発現に関わるゲノム領域（遺伝子座）の特定も進んできた。本シンポジウムでは、
ヒト表現型多様性の発現機構を深く理解するために、ゲノム情報に加えて、ゲノム以外の網羅的情報の利活
用（多層オミックス解析）が果たす役割について議論する。

講演7 13:30‒13:50
溝上 雅史（国立国際医療研究センター

ゲノム医科学プロジェクト長）

B型肝炎ウイルスから見たモンゴロイド
B型肝炎ウイルス(HBV)は年間約80万人が肝がんで死亡する。我々は世界中のHBVを集め、HBVDNA配列
を決定し、分子進化学的に分類し、HBVの遺伝子型(Genotype)分類を提唱した。そして、国内では沖縄と
本土ではGenotypeが異なり、その結果肝がんへの進展率が異なることを明らかにした。次いで、アラスカ、
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メキシコ、南米の原住民でGenotypeを検討したが、アラスカの原住民では沖縄と同じGenotypeであったが、
メキシコや南米では中・南米固有のGenotypeであった。これらについて報告する。

講演8 13:50‒14:10
井ノ上 逸朗（国立遺伝学研究所

人類遺伝研究部門

教授）

遺伝研における人類遺伝学
私が所属する人類遺伝学研究部門で宝来先生はヒト集団遺伝学を研究されていました。一般的に人類遺伝学
では病気を対象にすることが多いものの、遺伝研における人類遺伝学は病気の遺伝学とともに幅広く人類の
集団歴史をゲノムから読み解くことも目指すべきと考えております。本シンポジウムではゲノム情報からの
ヒト集団遺伝学と病気の成り立ちとの関連について概説するつもりです。

講演9 14:10‒14:30
河村 正二（東京大学

新領域創成科学研究科

教授）

霊長類感覚系遺伝子の進化生態遺伝学
霊長類の感覚進化の理解は近年大きく変わってきた。広鼻猿類と狭鼻猿類は共に高解像度の視覚を有する一
方で、3色型色覚の重要度は両者で異なると考えられ、嗅覚受容体（OR）は遺伝子数では類似しながらレパー
トリーには種間相違がある。ヒトは狭鼻猿類に属しながら色覚に2色型を含む多様性を示し、OR遺伝子多型
の積極的維持が推定されている。しかし、ヒトを含む霊長類の感覚の共通性･多様性に関し、実態の知見は
未だ限定的で、進化における感覚間の関係や適応についても多くが不明である。私は色覚、嗅覚、味覚遺伝
子の進化多様性解析、受容体再構成実験による機能解析、野生霊長類の採食行動解析と採食果実の物性解析
を通し、この問題に取り組んでいる。本シンポジウムではそれらの成果について紹介する。

講演10 14:30‒14:50
吉浦 孝一郎 (長崎大学

原爆後障害医療研究所

教授)

日本人のなかの耳垢型多型
耳あか型は，1930年代に足立文太郎（京都帝国大学医学部）が耳垢型を科学的に報告し，1960年代に松永
英（札幌医科大学／国立遺伝学研究所）が遺伝様式を確定させた歴史ある表現型である。明瞭な表現型，東
アジア各国でのその頻度の違い，など非常に興味をひく表現型である。日本人の成り立ちを考える上でも役
に立つのではないかと考え，長崎大学で連鎖解析，関連解析など遺伝解析の王道的手法を使って，耳あか型
の湿型／乾型を決定している遺伝子を確定した。耳あか型決定遺伝子ABCC11は，ヒト16番染色体セントロ
メア付近長腕に座し，周辺領域には一塩基多型が少ないことが特徴的であった。このことは，遺伝子の探索
に苦労した原因であったが，また同時に，近い時代に人々の間に急速に広まった可能性も示唆する結果であっ
た。セントロメア付近にあるので，組換えハプロタイプも日本人では，ほぼ２種類しかない。スーパーサイ
エンスハイスクール事業で高校生らが実施した日本全国の耳あか遺伝子のアレル頻度調査によると，各県ご
との解析対象人数は少ないものの，東日本では西日本よりも湿型アレルの頻度が高い傾向が見られ，日本の
地域間での差が見られた。

講演11 14:50‒15:10
後藤 雄一（国立精神・神経医療研究センター
ミトコンドリアDNA変異とヒトの病気
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メディカル・ゲノムセンター長）

1988年のミトコンドリアDNA変異でおきる病気の最初の報告は、その後の激しい日米欧の新規変異発見の
競争となった。日本での研究は基礎と臨床を結びつけた厚生省研究班の活動を中核にして確固たる成果を挙
げた。現在も病態解析、治療法開発の研究で世界をリードする活動を継続している。基礎研究者が病気を知
り、臨床研究者が“サイエンス”を知ることがいかに医学を発展させるか、30年間のミトコンドリア病研究を
紹介したい。

セッション3

司会

五條堀孝（早稲田大学

講演12 15:30‒15:50
田辺 秀之（総合研究大学院大学

客員教授、サウジアラビアKAUST 教授）

先導科学研究科

准教授）

宝来コレクション（現在人諸集団DNAサンプル）の保存管理と研究利用について
故宝来聰博士を中心として1980年代から2000年代初頭までに収集された現在人諸集団DNAサンプルを「宝
来コレクション」と呼んでいる。これは、アジア、中南米、アフリカに至るまで世界諸地域の人類集団の
DNAサンプルから成り、世界的にも極めて稀少なバイオリソースとなっている。地域別の人類集団数で約65
集団、合計約4000本ものサンプル数になる。2004年8月10日に宝来教授が死去されて以来、総研大・先導
科学研究科にて、田辺が保存管理を引き継いで行っており、本シンポジウムでは、現在の保存管理体制と研
究利用について紹介したい。

講演13 15:50‒16:10
今西 規（東海大学 医学部

教授）

ゲノムワイドSNP解析に基づく日本人の地域差
日本人の地域差を明らかにするため、われわれは故宝来聰博士が収集した日本人の地域集団のゲノムDNAに
対し、SNPアレイによるゲノムワイドなタイピング解析を行った。沖縄・鹿児島・福岡・静岡・青森の各県
で集められた合計380個体について、約30万ヶ所のSNPタイピング結果を得た。これを用いて各地域に特徴
的なSNPsを明らかにするとともに、周辺の民族やヒト白血球抗原（HLA）などの他のマーカーとの比較を
行ったので報告する。

講演14 16:10‒16:30
近藤 るみ（お茶の水女子大学

理学部

准教授）

宝来先生とミトコンドリアDNA
我々ヒトは、いつどこで、どのようにして誕生したのだろうか。日本人は、いつどこから、どのようにやっ
てきたのだろうか。
寳来聰先生は、この２大テーマにミトコンドリアDNAを通して挑んだ先駆者である。ヒトと他の類人猿と
の関係、現代人の起源、そして日本人の起源の問題に取組んだ国立遺伝学研究所での研究生活から、寶来先
生の研究への思いを振り返りたい。

講演15 16:30‒16:50
遠藤 俊徳（北海道大学

情報科学研究科

教授）

古代瓢箪の軌跡を辿る
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ヒョウタンは野生近縁種の現存するアフリカ大陸が起源地と考えられ、亜種としてアフリカ型とアジア型が
ある。世界への最初期拡散年代は不明だが日本と中南米から約1万年前の標本が発見されており、海路での
初期人類移動に重要な役割を果たした可能性がある。ヒョウタンの起源と伝播を明らかにするため、栽培種
と野生近縁種のゲノム解読を進めている。

講演16 16:50‒17:10
長田 直樹（北海道大学

情報科学研究科

准教授）

性による移住率の偏りをゲノムデータから推定する
集団間における個体の移住は，生物集団の進化様式に影響を及ぼす重要な要素の一つである．哺乳類を含む
多くの生物では，性特異的な移住率の違いが観察されている．例えば，多くの霊長類では，メスを母体とし
た集団構造が作られており，群れを移動するオスが群れ間を移動することにより，集団の遺伝的多様性が形
成されている．また，ヒトでは，文化的・歴史的な影響により性による移住率の偏りが起こることが考えら
れる．本講演では，ゲノム多様性データを用いて性による移住率の違いを推定する方法とその応用例につい
て解説し，議論を行う．

講演17 17:10‒17:30
颯田 葉子（総合研究大学院大学

先導科学研究科

教授）

霊長類のphylodemography‒‒突然変異率の不均一性とその影響‒‒
宝来先生は、類人猿のmtDNAの全塩基配列を使って類人猿の分子系統学解析を行った。その後、類人猿だ
けでなく、多くの霊長類の核ゲノムの全配列が発表され、それと同時に、分子系統学解析の新たな方法がい
くつも開発されてきた。ここでは、まず、宝来先生以降の霊長類での分子系統学解析の進展を紹介し、次に、
現在取り組んでいる核ゲノム中のCDSを用いた霊長類のphylodemography解析の結果を示す。さらに、この
解析の結果から明らかになった、塩基置換率の不均一性とそれが霊長類の分子系統学解析に及ぼす影響を紹
介する。

Special Session
Talk 18

(Chaired by Saitou Naruya, Professor, National Institute of Genetics)

17:50‒18:20

Yunxin Fu
Professor, School of Public Health, University of Texas Health Science Center,
Houston, U.S.A.
Adjunct Professor, National Institute of Genetics, Mishima, Japan
Inferring Demographic History from DNA Polymorphism
The knowledge of demographic history of a population plays an important role in
understanding the evolution of the given population. The task of inferring the history
of a population can be as simple as the estimation of single average population size or
as complex as inferring the continuous changes of population size over a period of
time. In general these inference using DNA polymorphism are based on coalescent
theory and I will give an overview of some of the traditional methods as well as
discussion of our new approaches.
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一般シンポジウム

講演要旨

一般シンポジウム１
皮膚の人類学
10/19（金）13:00〜16:00

国立遺伝学研究所

講堂

提案者：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）
講演１
遺伝子発現から探るヒト特異的皮膚形質
寺井洋平（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）
他の霊長類と比べ、ヒトの皮膚では体毛の減少や汗腺数の増加などの特徴が知られている。
それらに加えヒトでは表皮が厚く、表皮と真皮の間の基底膜は結合面積を広げる波型形状
であり、真皮に弾性線維が豊富である。本研究ではヒト皮膚の特徴がどのような遺伝子に
よって形成されてきたかを調べた。ヒトと類人猿３種(チンパンジー、ゴリラ、オランウー
タン)の皮膚のRNA発現量解析(RNA-seq)を行った結果、基底膜や弾性線維の形成に関わ
る複数の遺伝子の発現量がヒトで高く発現していた。また、発現量増加を生み出す塩基置
換を推定した。これらの遺伝子のヒト特異的発現が、ヒトで減少した体毛の代わりに皮膚
の強度を増して体内部を保護すると考えている。
講演２
ヒトとなる過程での皮膚の変化
高橋健造（琉球大学大学院医学研究科皮膚病態制御学講座）
脊椎動物の進化の過程で、各臓器は均一に変化を遂げてきたわけではない。消化管や肝臓、
心臓や脈管などは、魚類とヒトを比較しても相違は少ない。多くの臓器は霊長類からヒト
へと特化する段階で、必ずしも新たな機能を要求され獲得したわけではない。高次脳機能
や獲得免疫と共に、ヒトの皮膚の角化機能にもゲノム変異が集約している。ヒトの皮膚は
毛包が矮小化し、黒くぶ厚く、エクリン汗腺に富む。発汗による運動機能の亢進は大きな
アドバンテージであるが、体毛を失うことで脆弱化した機能も生じた。皮膚が変遷する際
に、何が突然生じ、何がヒト以前に準備されていたのか、皮膚の遺伝子発現や構築を観察
し気づいた点などをお話しいたします。
講演３
アジア人集団に特異的な皮膚形質における遺伝適応
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）
皮膚は、外界と接するバリアとしての役割などから、ヒトが環境に適応する上で重要な器
官である。特に、紫外線環境への適応としての皮膚色（色素形成）変異は、顕著な例とし
て知られる。その他にも、毛髪、汗腺、皮脂腺といった付属器や角質層の性質などにおい
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て、ヒト集団間での差異があることが報告されている。東アジア人集団においては、アポ
クリン腺分泌と関連するABCC11の変異およびエクリン汗腺等と関連するEDARの変異に
強い自然選択が働いてきたと考えられており、これらの変異が集団特異的な皮膚特徴の要
因になっているものと推測される。本講演では、アジア特異的な皮膚特徴とそれを生んだ
環境要因について考察する。
講演４
幹細胞を用いた皮膚器官系の再生
武尾真（理化学研究所生命機能科学研究センター器官誘導研究チーム）
成体における器官の再生能は、高等な動物ほど進化のレベルに従って限定されることが知
られている。皮膚においては深部まで障害を受けると、マウスでは皮膚や毛包、脂肪組織
を含む皮膚器官系が再生するのに対し、ヒトでは瘢痕化する。これまでに私たちは、成体
マウスおよびヒト毛包を発生プロセスの再現から機能的な再生ができることを示した。さ
らに多能性幹細胞であるマウスiPS細胞から皮膚器官系の一体的な再生が可能であること
を実証した。これまでの研究から、進化のレベルと成体幹細胞の能力や器官再生能は密接
に関係していると考えられており、私たちの研究成果はヒトにおける器官再生の実現に向
けた新たな戦略になることが期待される。

一般シンポジウム２
ネグリトの起源‒‒研究の今昔‒‒
10/19（金）16:15〜19:15

国立遺伝学研究所

講堂

提案者：尾本恵市（東京大学・名誉教授）

講演１
古典的遺伝マーカーによるネグリトの起源
尾本恵市（東京大学・名誉教授）
ネグリトの遺伝的起源を明らかにする初の試みとして、1976~84年に次の５民族について
古典的遺伝マーカーによる集団遺伝学的研究を実施した：Aeta, Agta, Ati, Batak,
Mamanwa. 約10種の遺伝的多型のデータを用いた分子系統樹によって、ネグリトは単な
る表現型共有集団ではなく、共通の遺伝的起源をもつこと、他のフィリピン先住民Ifugao
およびManoboとは異なる起源をもつこと、Mamanwaは、系統樹上の位置と赤血球酵素
の稀な変異型、有意に高い平均身長によって、他の4集団とはやや異なる起源をもつこと
が示された。同一の試料を用いた最近のDNA・ゲノム研究による再検討が必要である。
講演２

Human color vision variation reevaluated from nucleotide divergence in L/M
opsin gene cluster
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河村正二（東京大学大学院新領域創成科学研究科・教授）

In Old World (OW) primates, the nucleotide difference between the L and M opsin
genes are maintained by natural selection. Although contribution to the spectral
difference is lower in their exon 3 than in exon5, an ape species (gibbons) was
previously shown to have as high difference in exon 3 as in exon 5 (exons 3/5 ratio
~1) while human reference genome shows lower ratio (<1), consistent with color
vision variability in humans. However, its generality remains untested. Here, by
employing target capture and massive parallel sequencing we showed that the ratio
was significantly lower universally in humans including negritos than in other OW
primates and in Neanderthal and Denisovan, implying modern Homo sapiens before
Out-of-Africa origin of human color vision variation.
講演３

Evolution of the negrito phenotype and corresponding sensory genes
Nathaniel Dominy（Dartmouth大学・教授）

The negrito phenotype is defined by small stature, when the average height of adult
men in a population is < 155 cm. The phenotype has evolved independently in
Southeast Asia at least three times, and always among rainforest-inhabiting foraging
peoples. It is a striking case of convergent evolution, and yet the selective pressures
that favored negrito body size remain uncertain. This talk will present unpublished
data on the biomechanics and sensory genetics of two negrito populations, the Agta
of Luzon and Mamanwa of Mindanao. The results inform hypotheses on the origins
and foraging adaptations of the negrito phenotype in Southeast Asia.
講演４
年噴火の被災(1991)と先住民の誕生：ピナトゥボ・アエタ（フィリピン・ネグリート）と
応答する文化人類学の40年
清水展（関西大学・特任教授（政策創造学部）/ 京都大学名誉教授（東南アジア研究所）)
本報告は、清水が、1977年10月〜1979年5月までの20ヶ月、西ルソンのピナトゥボ山
南西麓カキリガン村で行った調査以来、40年を超える期間に生じたアエタ（ネグリート）
の変容について考察する。1991年6月のピナトゥボ火山の大爆発によって故郷の山を追わ
れた彼らは、故郷から20キロ以上離れた再定住地での生活再建を余儀なくされた。それ
により、彼らは焼畑農耕と狩猟採集を主たる生業とする簡素な生活から、建設現場やイン
フォーマル・セクターでの雑労働と遠距離通勤による焼畑耕作を主たる生業とする「近代
人」となり、また「先住民」との自覚を強く持つようになった。人類社会が産業革命以来、
200〜100年をかけて経験してきた国家のもとでの工業化と貨幣経済への移行を、彼らは10
年から20年で行った。
ディスカッサント：斎藤成也（遺伝研），Timothy Jinam（遺伝研）
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一般シンポジウム３

縄文人の骨考古学

‒‒そのさらなる発展にむけて
10/20（土）13:00〜16:00

三島市民文化会館

大会議室

提案者：骨考古学分科会
講演１
縄文時代人骨における乳歯の齲蝕に関する古病理学的研究
長岡朋人（聖マリアンナ医科大学）
本研究は、縄文時代人骨を対象に乳歯の齲蝕を調査した。資料は岩手県蝦島貝塚、千葉県
西広貝塚、祇園原貝塚、菊間手永貝塚、古作貝塚、愛知県吉胡貝塚、川地貝塚、伊川津貝
塚、岡山県津雲貝塚、彦崎貝塚から出土した人骨である。資料は年齢群を3つに分け、年
齢群１は乳歯が完全に萌出していない段階で0.5歳〜2歳、年齢群2は乳歯が完全に萌出し
ているが永久歯が未萌出な段階である3〜5歳、年齢群3は永久歯と乳歯と混在している状
態で6〜10歳である。齲蝕の出現率は年齢群1が21体中4体（19.0％）、年齢群2が15体中
5体（33.3％）、年齢群3が7体中2体（28.5％）で全体では44体中11体（28.6％）であっ
た。
講演２
四肢骨骨幹部の形態的特徴とその多様性から復元する縄文時代人の行動様式
萩原康雄（新潟医療福祉大学）
明治時代以降，柱状大腿骨や扁平脛骨に代表される縄文時代人の四肢長骨骨幹部形態を対
象とした多くの研究が行われてきた．このような特徴的な形態を呈する理由としてはさま
ざまな要因が指摘されている．なかでも，生存時の四肢骨への荷重負荷に応じて生じた形
態の変化であるとする機能適応的な考え方は，当時の人々の日常的な行動様式が四肢骨に
どのような負荷をかけていたのか，を検討することを可能とする．本発表では縄文時代人
の四肢骨骨幹部が全身的にどのような形態を示すのか，また縄文時代の時期や地理的環境
の違いにともなう形態的多様性の有無や，その背景に行動様式の違いが存在するのかを検
討，報告する．
講演３
ストレスマーカーから探る縄文時代人の健康状態の多様性
澤田純明（新潟医療福祉大学）
縄文時代人のストレスマーカー研究は1980年代に開始され、他時代集団に比べ出現頻度
の高い傾向が指摘されるなど、当時の健康状態の解明に成果を上げてきた。特にエナメル
質減形成については研究成果の蓄積が進み、地方差の検討も開始されている。しかし、日
本列島全域の縄文時代人骨を対象としたストレスマーカーの研究は未だなされておらず、
当時の生活誌を十分に明らかにするには至っていない。演者はこれまで、北海道から九州
までの縄文時代人骨約700体を対象に、エナメル質減形成の出現状況を調査してきた。本
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発表ではその結果に基づき、縄文時代における健康状態の時期的相違・地域差・性差につ
いて議論する。
講演４
縄文時代の人口構造ー人骨から推定する出生率と寿命ー
五十嵐由里子（日本大学松戸歯学部）
集団の人口構造の指標として、出生率と寿命を組み合わせた「出生率・寿命パターン」
（「多産・長寿」「多産・短命」「少産・長寿」「少産・短命」）を考える。北海道、愛
知県、岡山県の遺跡から出土した縄文人骨集団を対象とし、それぞれの集団の「出生率・
寿命パターン」を比較することにより、縄文時代の人口構造の地域差を明らかにし、生業
形態や社会構造との関連を考察する。さらに、福岡県の遺跡から出土した渡来系弥生人骨
集団における「出生率・寿命パターン」も比較に加えることにより、狩猟採集社会として
の特徴を人口構造の面から分析する。
講演５
椎骨から見た縄文時代人骨の特徴：予備的研究
坂上和弘（国立科学博物館 人類研究部）
縄文時代人骨の特徴としては、頭蓋や歯牙の形態や、四肢長管骨の骨幹形状などが知ら
れている。今回新たに縄文時代人骨の特異形質として脊椎骨に注目した。縄文時代人の脊
椎骨は関節部に見られる強度の変性が指摘されている（香原ら、2011）が、縄文時代人
の椎骨の形態を他時代のそれと比較した研究は少ない。そこで、国立科学博物館所蔵の縄
文時代人のなかで、同定が容易である軸椎、第７胸椎、第１胸椎、第１２胸椎、そして第
５腰椎のいずれかが保存している19個体（男性８、女性７）の線計測等を行い、主に江戸
時代人骨と比較を行った。その結果を報告する。
結果：１）線計測では殆どが有意差を示さない。２）椎骨の重さが縄文時代人の方が重い
傾向にあった、３）重さは、上部椎骨は有意差が見られないが、下部椎骨は有意差が見ら
れた、４）縄文時代人は成長途上の椎骨でも重いが、骨棘が形成されている椎骨は軽い傾
向が見られた、５）Ｘ線を撮影すると、重さと椎骨内部の骨密度は相関があるようである。
重い椎骨ほどＸ線像が白い。
考察：１）遺跡におけるタフォノミー的な影響で、骨質が硬くなった（化石化の一種）、
２）縄文時代人は椎骨、特に下部椎骨に加わる負荷が著しかった。
タフォノミー的な影響によるものならば、椎骨全体の骨密度が高くなるはずである。重
さやＸ線を見るとややその傾向があるが、１２胸椎や腰椎は明瞭に骨密度が高いが軸椎等
明瞭ではない。また、断面が観察できる縄文時代人と江戸時代人とを比較しても、椎体内
部の海綿質構造が異なっており、全体的に海綿構造が存在する縄文時代人と、内部がスカ
スカな江戸時代人と異なる。この江戸時代人は比較的若い個体でも同じ傾向が見られ、江
戸府内の江戸人骨は泥質層に包埋しているため、海綿部分のみが選択的に溶けてしまった
とは考えにくい。また、砂浜出土の鎌倉時代人や石灰岩洞窟出土の古墳時代人の椎骨は江
戸時代人と差はなく、貝塚以外から出土した縄文時代人でも同じようなＸ線像を示す。さ
らに、縄文時代人でも骨棘の形成が強い個体は骨密度が弱く見える。以上のことから、
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２）の可能性が高いと推測される。
講演６
ストロンチウム同位体分析による移入者検出の展開
日下宗一郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム）
縄文時代人の残した古人骨からはさまざまな生前の情報を引き出すことができる。とく
にその骨や歯は生物学的に作り出された生前の記録であり，地球化学的手法によってそれ
らの元素の起源を調べることが可能である。ストロンチウム（Sr）は人体の骨や歯に微量
に含まれており，その同位体比は居住地の地質によって決まるため，古人骨のSr同位体分
析によって集団中の移入者を推定することが可能である。これまで縄文時代人骨のSr同位
体比を測定することによって，集団中の移入者を検出することが可能となった。縄文人骨
を分析した事例と，最近の分析手法の進展を紹介することで，その有効性と課題について
共有する。
講演７
人骨の年代測定による葬法および墓域構造の再検討
山田康弘（国立歴史民俗博物館）

Reconsideration of mortuary practices of Jomon Period by radiocarbon dating
on human skeletal remains
YAMADA, Y.1, KUSAKA, S.2, YONEDA, M.3
1National

Museum of Japanese History, 2Museum of Natural and Environmental
History, 3University Museum, The University of Tokyo
About human bones excavated from the shell mounds in Jomon Period, its burial time
have been decided by the pottery which was excavated from the grave, or the pottery
excavated from around the human bones. In fact, however, there are few cases that
we can decide the time of the grave from the pottery, and it is impossible to dispel the
risk of error due to mixing of pottery with different times. Therefore, it was very
difficult to make a study detailed on the formation process of the graveyard and burial
subgroups. However, nowadays, the precision of the method for directly dating
human bones themselves has improved dramatically, and it is now possible to
estimate the age of individual burial cases. As a result of this, the research results of
the past have been reexamined, and the Jomon burial custom study is entering a new
development. This time we will introduce the some cases of reexamination.
講演８
ヒトの生活の多様性と進化
米田穣（東京大学総合研究博物館）
中等教育では進化について生物関連の教科で触れられるが、過去に起こった進化について
実感を持って教えることは容易ではない。そこで、ひとつの切り口として、私たちヒトを
題材に進化を考えることの有効を議論したい。ヒトは単一種であるにもかかわらず、世界
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中に拡散している点で他の生物種とは異なる。生物の種が分化するプロセスと人類の拡散
の共通点と相違点を、原人や新人（ヒト）の事例で考察することで、適応と進化について
理解を深めることを目指す。また世界史で学習する文化の多様性について、生物人類学か
らの視点で議論する。とくに農耕の開始がヒトの生活に与えた影響について話題提供する。
ディスカッサント：海部陽介（国立科学博物館人類研究部）

一般シンポジウム４
子供たちの顎を鍛える食育
10/20（土）13:00〜16:00

三島市民文化会館

第一会議室

提案者：馬場悠男 （国立科学博物館・名誉所員）

講演１
食べ方しだいで歯並は改善する
葛西一貴（日本大学松戸歯学部・教授）
最近の児童の咀嚼運動調査を行ったところ，軟食化で正しい咀嚼ができない児童が多く，
歯列幅の狭窄や下顎の後退などの不正咬合がみられる。咀嚼機能の低下は歯列幅を減少さ
せ乱杭歯（叢生）の増加と関係している。小学1年から6年までの追跡調査において，咀嚼
運動は6年間で変化がみられ，正しい咀嚼のできる児童は歯並びが比較的良好であるが，
咀嚼性のある硬い食べ物の咀嚼に問題がある児童では歯列幅の狭窄がみられた。その場合，
咀嚼指導により咀嚼運動を改善することによって歯列幅が増加することを確認した。永久
歯列が完成する学齢期に正しい咀嚼を身につけることで歯列や顎顔面の発育を向上させる
ことができる。
講演２
小児の睡眠時無呼吸

―顎を大きくしたら治るのかー

古畑 升（古畑いびき睡眠呼吸障害研究所・所長／日本歯科大学内科・臨床教授）
人類の進化の過程で出てきた病気、閉塞性睡眠時無呼吸（OSA）の原因の一つに顎の狭小
化があると言われています。日本人OSAの特徴は肥満でなくても発症することです。原因
は顎が小さいからだということになっており、弥生系日本人の特徴とも言われています。
原因論として、上気道を取り巻く骨格と軟組織の解剖学的バランス理論が支持されていま
す。小児OSAを治療することにより、将来発症する可能性のある心筋梗塞、脳梗塞など致
死的な疾患を予防することが出来る可能性があるかもしれません。では、OSAを発症した
小児の顎を大きくしたら治るのかという話を、日本人の特徴を含めお話したいと考えてい
ます。
講演３
歯は磨り減ることを前提としている

‒‒歯科人類学の立場から‒‒
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金澤英作（日本大学松戸歯学部・名誉教授）
進化医学的アプローチが必要となる疾患の代表例として歯やあごの退化により生じた歯の
病気や障害がある。ヒトの歯は他の霊長類に比べて最も厚いエナメル質を持つが、調理の
発達や軟食傾向により、その機能が十分発揮されず、かえって咀嚼器全体の機能不全をも
たらしている。狩猟採集時代の旧石器時代人や縄文時代人の歯を見ると、適度な咬耗によ
り歯の近心移動などの生理的移動が起こって形態的にも機能的にも美しい歯列弓を見るこ
とができる。第三大臼歯もほとんど生えている。咬耗の少ない現代人ではそのような歯列
を持つ人はほとんどいない。その代わりに不正咬合、先天欠損、上顎前突、不自然な咬耗
などの異常な形態が増えている。
講演４
子供たちの顎を鍛える食育
馬場悠男（国立科学博物館・名誉所員)
最近の子供たちは歯並びが悪く、健康上の弊害が多いので、なんとか改善したい。周知の
ように、縄文人は歯が小さく、歯槽骨が発達し、歯並びがよい。とくに近遠心面摩耗が進
むことによって、前歯が直立し鉗子状の噛み合わせになっている。それは硬い食物を食い
ちぎっていたためと思われる。一般に、現代本土日本人は、渡来人の影響を受けて歯が大
きいが、歯槽骨は発達せず、歯並びが悪い。その主な原因は、前歯で大きく硬い食物を食
いちぎることが激減しているためと考えられる。そこで、小中学校で給食の時間を正課と
して、幼小児期から歯ごたえのある食物を食べることを快感と思う食生活習慣をつけるよ
うな指導をを提案する。

一般シンポジウム５
人骨研究の在り方
‒‒アイヌ遺骨が投げかける問題と人類学の未来を考える
10/20（土）16:15〜19:15 三島市民文化会館 大会議室
提案者：瀬口典子（九州大学大学院比較社会文化研究院・准教授）
五十嵐由里子（日本大学松戸歯学部・講師）

講演１
先住民遺骨が投げかける問題と人類学の未来：アメリカの事例と日本
瀬口典子（九州大学大学院比較社会文化研究院・准教授）
アメリカでは先住民遺骨返還が始まって既に四半世紀以上が経つ。当初は遺骨を保管する
大学・博物館側と先住民側の両方に敵愾心や戸惑いがあったが、返還プロセスは標準化さ
れた骨学的手法、新しい研究手法の発展、遺骨管理の設備向上、倫理的研究遂行の礎となっ
た。28年の間には、アメリカ先住民との共同返還作業によって、お互いが教え合い、確実
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に和解が進んだケースもあり、希望もみえる。日本の状況はアメリカとは異なることも多々
あるが、アイヌから遺骨返還を要求され、先住民研究の意義が問われている今、負の歴史
を抱える学問に携わる人類学者は、先住民との溝を埋めるために何をすべきなのか、この
分野の未来を考えるきっかけにしたい。
講演２
遺骨を語ることば――歴史への反省から生じる学問の倫理
太田好信（九州大学大学院比較社会文化研究院）
「遺骨を語ることば――歴史への反省から生じる学問の倫理」 本報告は、文化人類学を
相続する者であり、また一人の日本国民として、先住民アイヌの遺骨の意味について考え
る試みである。文化人類学を、消滅寸前になる文化を収集する学問として捉えなおせば、
人類学の遺骨収集、考古学の器物収集などと同根である。先住民からの批判は、人類学だ
けではなく、文化人類学、言語学や考古学にも向けられている。アイヌからの遺骨返還の
要求は、遺骨が戻れば解決される問題ではない。それは、先住民アイヌとわたしたちが出
会いなおし、お互いがよりよい社会を築くための誘いである。その過程に参加することか
ら、新たな学問のかたちが予見できまいか。
講演３
海外における遺骨返還ーオーストラリアの事例
窪田幸子（神戸大学大学院国際文化学）
オーストラリアは、先進的な先住民対策をとる国として知られている。遺骨、遺物につい
ても、博物館が中心となって1970年代から返還を具体化してきた。1980年代には返還の
ための博物館協会の方針が発表され、遺骨は展示せず返還する方針が明確にされた。そし
て、2000年に開館した国立博物館には返還のセンターが作られ、ここを中心として現在
も積極的に進められている。オーストラリアの歴史社会的背景と返還の実際について報告
する。
講演４
遺骨収集の歴史の書き方：小金井良精日記を読む
坂野徹（日本大学経済学部）
人類学者の遺骨収集の歴史をどう描くのか：小金井良精の北海道調査旅行（1888）をめ
ぐって
小金井良精が1888年夏におこなった北海道調査旅行は、日本の自然人類学者によるア
イヌ人骨の最初の組織的収集として知られる。小金井のアイヌ人骨収集は、墓からの盗掘
を含め、現在の目から見て研究倫理の問題を多く含み、日本の人類学草創期における負の
歴史に属することは確かである。だが、それでは、ただ小金井を差別主義者として糾弾し、
彼を北海道に派遣した帝国大学の知のシステムを批判すればそれですむのか。本発表では、
近年公刊された小金井良精日記を丹念に読むことで、人類学の歴史の描き方について考え
てみたい。
講演５
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アイヌに係る自然人類学研究と日本人類学会の取組み
石田肇（琉球大学医学部）
日本人類学会は、2006年に「人類学の研究倫理に関する基本姿勢と基本指針」を発表し、
また、その後「先住民遺骨委員会」を発足させた。2014年になり、アイヌの学術研究に
関する取り組みを検討すべきとの機運が高まり、2015年11月13日に北海道アイヌ協会、
日本人類学会および日本考古学協会の三者は「これからのアイヌ人骨・副葬品に係る調査
研究の在り方に関するラウンドテーブル」を発足させた。その検討内容は2017年4月7日
に報告書としてまとめられ、公表されている。それを基に、研究成果の公開促進のための
シンポジウム、「研究倫理検討委員会」準備委員会を開催していること等を報告する。

一般シンポジウム６
東アジアの古ゲノム研究‒‒ヒト・動物・植物から‒‒
10/21（日）9:00〜12:00 三島市民文化会館 大会議室
提案者：神澤秀明（国立科学博物館・研究員）

講演１
北海道船泊遺跡の高深度縄文人ゲノムから
神澤秀明（国立科学博物館・研究員）
古代人においても、高深度の核ゲノム配列を得ることでより詳細な解析が可能となる。今
回、北海道礼文島の船泊遺跡（3,500‒3,800年前）から出土した縄文時代後期の女性人骨
１体から高深度の核ゲノム配列を取得し、決定した遺伝子型から複数の形質やヒト白血球
抗原（HLA）クラスIのアリルの推定、疾患関連の変異を検出したので報告する。また、
船泊縄文人は東ユーラシア集団の中で系統的に分岐が古い一方で、東アジア沿岸域〜島嶼
部の集団は漢民族と比べて船泊縄文人に近いことが示された。この事実は、東ユーラシア
における地域集団の形成プロセスを知るための手がかりを提供する。
講演２
ゲノム解析から推定されるオホーツク人集団の形成過程
佐藤丈寛(金沢大学医薬保健研究域)
オホーツク人集団の形成過程を明らかにするために、礼文島浜中2遺跡から出土したオホー
ツク文化終末期の女性人骨（NAT002）についてゲノム解析を行い、平均深度35 のデー
タを取得した。得られたシーケンスデータは古代DNA特有のダメージパターンを示し、現
生DNAのコンタミネーション率も低いと推定された。また、NAT002のミトコンドリア
DNAハプログループはG1bであった。集団遺伝学的解析の結果、オホーツク人集団はアムー
ル川流域の集団、カムチャツカ半島の集団、縄文人集団が混血して成立したことが示唆さ
れた。
講演３
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ミトコンドリアゲノムからみた日本列島出土古人骨
水野文月（東邦大学医学部）
我々は日本列島各地、各時代から出土した古人骨のミトコンドリアゲノム分析をおこなっ
てきた。本シンポジウムでは、我々が分析した縄文時代の群馬県の居家以岩陰遺跡のミト
コンドリアゲノム全塩基配列を中心に、福島県の三貫地貝塚遺跡ならびに愛知県の伊川津
貝塚遺跡のミトコンドリアゲノム全塩基配列との比較解析結果を報告する。加えて、旧石
器時代沖縄県港川人骨ミトコンドリアゲノムの分析結果も報告する。
講演４
ニホンオオカミの古代ゲノム
石黒直隆（総合研究大学院大学先導科学研究科）
ニホンオオカミは、明治38年に捕獲されたのを最期に絶滅したとされる。国内には3体の
立体剝製があるが、ニホンオオカミのタイプ標本は、シーボルトが蒐集し現在はオランダ・
ライデン自然史博物館に保管されている。我々は、骨より抽出したゲノムDNAをPCR法お
よび次世代シークエンサにより分析し、ニホンオオカミの遺伝的解析を進めてきた。国内
および海外のニホンオオカミの標本のミトコンドリアDNAゲノムの解析から、ニホンオオ
カミはタイリクオオカミから古くに分岐した単系統群を形成し、また8塩基のインデルに
よりさらに2群に分けられることが明らかになった。核ゲノムについても複数標本の解析
を進めている。
講演５
イネ古ゲノム分析の現状および関連分野の研究動向
熊谷真彦（農業・食品産業技術総合研究機構高度解析センター）
イネは東アジアの文明において最も重要な栽培種であり、遺伝学・ゲノム科学の重要な研
究対象となっている。この栽培化過程を明らかにすることは、ヒトの栽培という行為を理
解する上での有用なモデルといえる。これまで日本及び朝鮮半島のイネ遺存体について、
PCR法ベースで葉緑体DNAの分析を行ってきた。その中で、現代の品種利用の状況からは
予想外の多様なイネ系統が利用されていたことがわかってきた。これらの品種がどのよう
な形質を持っていたのか、ヒトの動態あるいは自然環境と共にどのような変遷を遂げてき
たか、古ゲノム分析による解明が期待される。イネ遺存体分析の現状（困難さを中心に）
及び植物遺存体ゲノム研究の動向を報告する。

一般シンポジウム７
グローバル気候変動と現代型サピエンス全移動史
10/21（日）16:15〜18:35 三島市民文化会館 小ホール
提案者：松村博文（札幌医科大学保健医療学部・教授）
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講演1
ユーラシアへのサピエンス二層モデルが示唆する人類大移動：頭骨形態データにもとづく
最新版
松村博文（札幌医科大学保健医療学部・教授）
ユーラシア東部のホモ・サピエンスの拡散過程は、頭骨形態データから、完新世中期に広
域にわたる明瞭な異なる２系統の集団の交替ないし混血があったことが示唆されており、
急速な農耕拡散が契機となったことは明らかである。この人類史拡散のプロセスを二層モ
デルとして構築を試みてきた。本題ではその最新バージョンを紹介しつつ、そこから示唆
される大規模な人類集団の移動を考察する。本シンポジュウムでは川幡氏による気候変動
と人類史の関連が論じられることとなっているが、その題材の一つとして提供することと
する。

講演２
ホモ・サピエンス最初のアジア拡散を再考する
海部陽介（国立科学博物館人類研究部）
過去10年ほどの間、新たな遺跡の発見、既存遺跡の年代の見直し、遺伝学的研究の進展等
を通じて、アジアにおけるホモ・サピエンスの拡散史についての議論が熱を帯びてきた。
特に過去5年ほどの間には、65000年前と報告されたマジェベベ遺跡（オーストラリア）
など、アジアへの拡散年代が5万年前より古いとの主張矢継ぎ早に出版され、10万年前に
さかのぼるとの考えも声高になされるようになり、あたかもこうした考えが定説化したか
のような論調や記事が目に付くようになった。本発表では、今年になって出版された反論
を軸に、この議論がまだ決して収束はしていないことを論じる。
講演３

The history of migration and gene flow in Southeast Asia, from the perspective
of whole genome data
Timothy A Jinam （国立遺伝学研究所）
Anatomically modern humans migrated from Africa into Southeast Asia at least
50,000 years ago. The various negrito groups in Malaysia, Philippines and Andaman
islands are thought to be descendants of the earliest settlers. There have been many
subsequent migrations into the region, leading to gene flow between existing
populations and migrant populations. Using whole genome sequencing data, the
history of migration and gene flow into Southeast Asia will be presented, with focus
on phylogenetic relationships as well as population size changes over time.
講演４
Climatic changes which Homo sapiens, leading to modern Japanese, experienced
川幡穂高（東京大学大気海洋研究所）
環境・気候変動は人類の活動や状態（人口，移動，文化など）にも大きな影響を与えてき
たと考えられる．本公演では，現代日本人に至るホモ・サピエンスが経験した環境変動と
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いうことで，トバ超巨大噴火，アフリカ出，ボンドイベント3，三内丸山遺跡の盛衰に関
わる環境・気候変動を扱う．アフリカ出の時の環境は湿潤期に相当し，世界最古の鏃＋石
鏃は日本産であるが，これは日本の寒冷地の最寒期であった．また，三内丸山遺跡は十和
田の噴火後の温暖期に繁栄したが， 2 度の気温降下により社会は崩壊した．この時期に
は，メソポタミア，中国などでも文明が劣化したことが知られている．

一般シンポジウム８
初期人類の睡眠を考える：森林とサバンナの昼と夜
10/21（日）14:30〜17:30
提案者：進化人類分科会

三島市民文化会館

大会議室

講演１
狩猟採集民の睡眠と休息
今村薫（名古屋学院大学現代社会学部）
ヒトにとって睡眠とは単なる生理現象ではない。民族や文化によって眠るときの姿勢、眠
る環境、眠りの深さ、眠りの種類が異なる。乾燥地に住む狩猟採集民サンの場合は、横向
きあるいはうつぶせで眠る場合が多い。下に敷物をしくが枕は使わず手枕をして眠る。男
性も女性も1時間弱、昼寝する。休憩も合わせると、日中の約4割の時間を休息（睡眠と休
憩）している。一方、熱帯雨林に住むバカ・ピグミーは森の狩猟キャンプでは日中起床時
間の4割強を休息し、定住村では日中時間の7〜8割を休息している。睡眠とは夜間だけに
とるものではなく、日中の休息も含めてヒトの身体活動や脳の休め方を考える必要がある。
講演２
サバンナウッドランド地帯のチンパンジーはどんな環境で眠るのか
小川秀司（中京大学国際教養学部）
タンザニア西部ウガラ地域のサバンナウッドランド(落葉疎開林)地帯でチンパンジーが作っ
たベッドの位置をGPSで記録し，地形図と衛星画像を利用してGIS分析すると，彼らは乾
季雨季共に捕食される危険の低い常緑林に，乾季には水の得やすい傾斜地に，雨季には乾
季より高度が高い所に泊っていた(Ogawa et al. 2014)。2012年の雨季に谷底と丘上の常
緑林と疎開林で気温湿度を計測すると，丘上は最低気温が高く湿度が低かった。彼らは湿っ
ぽくなく早朝冷え込まない環境を選んでいたのかもしれない。これらの結果から，チンパ
ンジーと猿人と原人はサバンナウッドランドやサバンナでどのように眠っていたのかを考
察する。
講演３
化石記録は類人猿や初期人類の睡眠行動について何を語るか
高野智（日本モンキーセンター学術部）
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化石から睡眠行動を知るのは難しい。動物の身体は採食や繁殖などの能動的な活動に用い
るものだ。だから運動適応や採食、社会行動などの情報は化石や考古遺物として残りうる。
しかし睡眠は休息の時間である。活動していないときの行動が化石や遺物として残りにく
いのは当然だ。それでも化石から得るものがないわけではない。大型類人猿におけるぶら
下がり適応の進化や体サイズの増大、あるいは初期人類における直立二足歩行の発達とそ
れにともなう樹上運動適応の喪失などは、生活の大きな変化を示しており、睡眠行動にも
影響を与えたと思われる。本発表では、類人猿と初期人類の化石記録から、かれらの睡眠
行動を読み解くヒントを探ってみたい。
講演４
捕食者の活動リズム
仲澤伸子（京都大学大学院理学研究科）
ヒョウは、大型類人猿の主要な捕食者である。生息域はイエネコに次ぐ広さであり、ア
ジアからアフリカまで生息する。ヒョウの活動時間には地域差があり、サバンナでは夜行
性、またはピークがはっきりしないという報告がある一方で、森林では昼行性、または薄
明薄暮性とされる。森林のマハレ山塊国立公園でおこなわれたカメラトラップ調査からは、
薄明薄暮にもっとも活動が活発になり、日中と夜間では差がないという結果が得られた。
本発表では、霊長類の捕食者になりうるネコ科動物の活動リズムを、ヒョウを中心に紹介
する。
講演５
霊長類の睡眠の特徴と進化
座馬耕一郎（長野県看護大学）
霊長類の睡眠の特徴とその進化について概説する。霊長類の祖先種は夜行性で、そこから
昼行性の霊長類が進化したと考えられている。また大型類人猿は枝葉でベッドを作りその
上で眠るという共通の行動特性をもつことから、その祖先種がこの行動を進化させたと考
えられている。しかしこうした特徴はおおまかな傾向であり、昼行性の大型類人猿といっ
ても昼に地面でそのまま眠ることもある。霊長類の毎日の眠りには、日照や気温、食性、
捕食者の影響などさまざまな要因が関わっている。本発表ではこうした要因が霊長類の睡
眠に与える影響についても考察する。

一般シンポジウム９
新学習指導要領で教える高校生に役立つ
「人類学」関連事項
10/21（日）16:15〜18:35
提案者：人類学普及委員会

三島市民文化会館
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第一会議室

講演１
高等学校の現場での近年の「人類」の扱いについての変遷と今後の展望
市石博（国分寺高校）
近年人類学会教育普及委員会からの働きかけもあって、「人類」について学習指導要領で
扱うことが明示されるようになってきた。「生物」「世界史」「地学」等の科目で「人類」
をどのように扱うようになってきたかについての変遷と近年新たな発見が続く「人類学」
の最前線との乖離について、何が問題なのかを考察する。また、「人類」は多くの科目に
おいて最大の興味ある題材であり、人類学会や同会教育普及委員会がどのようにそれらに
対応できるかについての問題提起も行う。
講演２
ゲノム情報にもとづく人類学と文系科目
太田博樹（北里大学医学部）
ゲノム科学のめざましい発展は、生物人類学にとって無関係な対岸の賑わいではありませ
ん。一昔前まで「遺伝」と「人類学」の関わりは、その多くが「集団の系統関係を遺伝子
から推定する」という文脈の中に置かれていました。しかし現在では、ゲノム情報から過
去の人口動態を推定したり、過去の感染症の流行を検出したり、過去の人々の形質の復元
なども行われています。こうして得られる知見は、当然「生物学」の枠に納まらない内容
を含み、「世界史」など文系科目の基礎的な勉強とも関連づけられるものとなってきます。
本発表では、こうした最近の研究動向を紹介し、高等学校の現場に生物人類学的視点を導
入する重要性について議論します。
講演３
ヒトの生活の多様性と進化
米田穣（東京大学総合研究博物館）
中等教育では進化について生物関連の教科で触れられるが、過去に起こった進化について
実感を持って教えることは容易ではない。そこで、ひとつの切り口として、私たちヒトを
題材に進化を考えることの有効を議論したい。ヒトは単一種であるにもかかわらず、世界
中に拡散している点で他の生物種とは異なる。生物の種が分化するプロセスと人類の拡散
の共通点と相違点を、原人や新人（ヒト）の事例で考察することで、適応と進化について
理解を深めることを目指す。また世界史で学習する文化の多様性について、生物人類学か
らの視点で議論する。とくに農耕の開始がヒトの生活に与えた影響について話題提供する。

一般シンポジウム10
頸胸部体幹筋群と前肢帯
10/22（月）9:00〜12:00 国立遺伝学研究所
提案者：ヒト・霊長類比較解剖学分科会
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ゲストハウスセミナー室

講演１
前肢近位筋の筋構成および筋線維タイプ構成からみた比較機能形態学
小島龍平（埼玉医科大学保健医療学部）
ニホンザルの体幹と肩帯とを連結する筋の構成と筋線維タイプ構成を検索した．僧帽筋は
上項線〜外後頭隆起〜Th10までの背側正中線から起こって肩峰〜肩甲棘基部に停止する．
胸椎棘突起から起こって肩甲棘内側基部に収斂するように停止する尾側半は頭側半に比べ
遅筋線維優位であった．頭蓋〜Th6までの背側正中線から起こって肩甲骨内側縁に停止す
る菱形筋は頭側の筋束ほど遅筋線維優位であった．C1〜7の頚椎横突起および第1〜9肋骨
から起こり肩甲骨内側縁に停止する腹鋸筋は頭側部および尾側部の筋束は中央部の筋束に
比べ遅筋線維優位であった．他の四足性哺乳類の所見と合わせ比較機能形態学的な解析を
こころみる．
講演２
新世界ザルと旧世界ザルにおける肩甲挙筋、腹鋸筋、菱形筋の支配神経について
江村健児（姫路独協大学医療保健学部）
肩甲挙筋、腹鋸筋（ヒトでの前鋸筋）、菱形筋は、同一系に属する筋とされ、特に肩甲挙
筋と腹鋸筋は頭尾方向に連続する同一由来の筋とされる。新世界ザルのコモンマーモセッ
トでこれらの筋の支配神経を調査したところ、ほとんどの例で第5頸神経（C5）由来の枝
が腹鋸筋を支配せずに肩甲挙筋を支配し、第6頸神経（C6）由来の枝が肩甲挙筋を支配す
る例も見られた。よって、ヒト前鋸筋でC5あるいはC6に支配される部分がコモンマーモ
セットでは肩甲挙筋の一部となっていることが示唆された。現在、旧世界ザルに属するニ
ホンザルにおける肩甲挙筋、菱形筋、腹鋸筋の支配神経を調査中であり、本シンポジウム
ではその結果についても報告したい。
講演３
霊長類および哺乳類における頚胸部体幹筋の形態とその支配神経
緑川沙織（埼玉医科大学保健医療学部）
腹鋸筋(SV), 肩甲挙筋(LS), 菱形筋(Rh)は, 体幹から起始し, 肩甲骨内側縁に停止する筋で
ある。これらの筋群は, 支配神経に分節的連続性があることから, 同一系統の筋が分化し
たものとされる(加藤, 1978)。霊長類を含む哺乳類は, 直立二足歩行, 四足歩行, 腕渡りな
ど多様な移動様式を持ち, それぞれの姿勢で肩甲骨と体幹の関係が異なる。よって, SV,
LS, Rhは種毎の移動様式と関連した分化が予測される。ブタ胎仔やリスザルのSV, LS, Rh
を観察した結果, ヒトとは異なる分化が示唆された(緑川, 2017, 2018)。さらに数種霊長
類を比較し, ヒト肩帯の特殊化について考えたい。

一般シンポジウム11
遠藤萬里先生のご研究が残したもの（温故知新）
10/22（月）13:00〜16:00 国立遺伝学研究所 ゲストハウス２階セミナー室
提案者：キネシオロジー分科会・ヘルスサイエンス分科会
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世話人：足立和隆（筑波大学・准教授）

第1部
第2部

第3部
第4部

アムッド洞窟発掘の記録上映会
遠藤萬里先生の思い出
木村賛（東京大学・名誉教授）
遠藤萬里先生の最終講義
遠藤先生との思い出
諏訪元（東京大学総合研究博物館・館長）
馬場悠男（国立科学博物館・名誉所員)

一般シンポジウム12
新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」始動！
10/19（金）13:00〜16:00 国立遺伝学研究所
提案者：斎藤成也（国立遺伝学研究所）

斎藤成也

ゲストハウス２階セミナー室

領域全体の紹介

各班の紹介
斎藤成也
A01班の活動紹介
篠田謙一（国立科学博物館）
A02班の活動紹介
鈴木仁（北海道大学）
A03班の活動紹介
藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館）
B01班の活動紹介
遠藤光暁（青山学院大学経済学部）
B02班の活動紹介
長田直樹（北海道大学情報科学研究科）
B03班の活動紹介
講演１
ミトコンドリアDNA解析からみた縄文時代人の遺伝的特徴とその地域差
安達登（山梨大学）
我々はこれまで、日本各地の縄文時代人について次世代シークエンサーおよびMultiplex
APLP法によるミトコンドリアDNAデータを蓄積してきた。縄文時代人の主体をなすハプ
ログループがN9bとM7aであることは全国共通だが、そのサブタイプにはかなりの地域差
がある。さらに、N9bとM7aにはこれまで知られていなかったサブタイプが複数存在する。
加えて、縄文時代人にはこれまで報告例のないハプログループN9dが存在する。縄文時代
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人は他の人類集団とは大きく異なる遺伝的特徴を持つと推定され、核ゲノム解析によって
縄文集団の遺伝的特徴を明らかにすることで、ヤポネシア人の成立基盤が確立されること
が期待される。
講演２
古墳時代埋葬原理研究の現状とDNA分析への期待
清家章（岡山大学）
古墳には複数の被葬者が埋葬されることが一般的である。被葬者の親族関係はいかなるも
のか。1990年代以降は、キョウダイを中心とした血縁者が埋葬されると理解されている。
この見解は正しいのであろうか。被葬者の親族関係（ 埋葬原理）を理解することは、当
時の統治体制あるいは王位・首長位の継承に大きく関わる重要な問題である。とくにキョ
ウダイを中心とした埋葬は、文献史から考えられる王位継承のあり方と良く適合する埋葬
方式である。DNA解析は、被葬者の親族関係を今までとは比較にならない精度で明らか
にする。それは、当時の政治体制・社会構造・親族構造など古代史の多くの課題に影響を
与え、その研究に寄与するだろう。
講演３
全ゲノム塩基配列を用いたヤポネシアとその周辺集団の解析
五條堀淳（総合研究大学院大学）
遺伝学を用いて、ヒト集団の成り立ちやその構成を理解しようとするとき、集団における
全ゲノム塩基配列決定はとても強力なツールとして認識されている。新学術領域研究「ゲ
ノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明」（略称ヤポネシアゲノム）でも、
古代と現代のヒト集団を用いた全ゲノム塩基配列決定が一つの核になっている。ヤポネシ
アとその周辺集団の全ゲノム塩基配列を用いて、どのようなことを明らかにしようとする
のかを、計画研究B03「ヤポネシア人の人口推定を中心とした巨大データ解析」での例を
基に議論したい。
講演４
ヤポネシアゲノム現代人ゲノム班の活動計画〜琉球地域を中心として〜
松波雅俊（琉球大学）
ヤポネシアゲノム現代人ゲノム班の中心的課題はヤポネシア(日本列島)における現代人のゲ
ノム多様性を詳細に浮かび上がらせ、その成立過程を明らかにすることである。これまで
の研究から本土日本人のゲノム組成は均一ではなく、これまでの二重構造説のみでは説明
できない内なる二重構造が存在することが提唱されている（三段階渡来モデル）。本班で
は、既に明らかになっている日本人ゲノムを再解析することに加えて、日本列島50地域の
各10名（計500名）の日本人ゲノムを新たに解読することでこの仮説を検証する予定であ
る。本発表では、特に琉球地域を中心として、これまでの研究の進捗と今後の展望を報告
する。
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若手会員大会発表賞対象演題

要旨

18年10月20日（土）9:30〜11:45
三島市民文化会館 A会場（1階小ホール）
Y-1
９：３０〜９：４５
ポリネシア集団におけるニアーオセアニア集団からの適応的遺伝子移入の検出
一色 真理子（東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻 ヒトゲノム多様性研究室）
現代のポリネシア人の直接の祖先は、アジア起源のオーストロネシア語話者集団と考えら
れるが、彼らは移住の過程で非オーストロネシア語話者集団(以下、パプア系祖先集団)と
混血したことが示唆されている。本研究では、混血がポリネシア人の適応に与えた影響を
確かめるため、トンガ人24人のゲノムワイドSNPデータを用いて、各SNPのパプア系祖先
集団に由来する割合を推定した。ゲノム全体のパプア系祖先集団に由来する割合の平均値
は25.5%で、先行研究と同等の値を示した。HLAやABCC11近傍の領域など、ゲノム平均
から4sd以上高い割合(>66.8%)でパプア系祖先集団に由来する領域が３箇所見つかり、パ
プア系祖先集団からの適応的遺伝子移入の可能性が示唆された。
Y-2
９：４５〜１０：００
矮小歯をもつ日本人集団の歯冠サイズについて
波田野 悠夏（東北大学大学院歯学研究科歯科法医情報学分野）
現代人においては、先天欠如歯を有する個体の歯冠サイズは、正常群のそれとは異なるこ
とが報告されている。歯冠形態の退化の一つとして矮小化が知られており、矮小化の極限
にあるものが欠如歯になるといわれている。しかし欠如歯に比べ矮小歯に関する検討はあ
まりなされていない。本研究では現代日本人歯列石膏模型を用い、矮小歯の出現頻度及び
矮小歯を有する個体と正常群の歯冠サイズを比較した。矮小歯を有する個体は正常群より
も歯冠サイズが小さくなる傾向にあった。これを踏まえ、近年数百個体の近世人骨が発掘
された千葉県流山市西平井根郷遺跡出土資料を例として、他時代集団の退化傾向と歯冠サ
イズとの関連も報告する。
Y-3
１０：００〜１０：１５
幾何学的形態学測定法を用いたヒト胎児脳の成長過程の解析
山口 豊（京都大学大学院医学研究科附属先天異常標本解析センター）
ヒトが進化の過程で大きな脳を獲得した背景の一つとして、胎児期の成長様式の変化が考
えられる。しかし、生体における母胎内のヒト胎児脳の精細な形態解析は難しく、どのよ
うに成長していくかはほとんど知られていない。ヒト胎児期の脳の形態形成過程を解析す
ることで、神経発達メカニズムの解明のみならず超音波診断の基準にも寄与することがで
きる。そこで本研究では、ヒト胎児標本を用いてMRI撮像を行い、その画像を元に三次元
立体像の作成および幾何学的形態学測定法による解析を行った。その結果、終脳後部の著
しい拡大が示され、脳の形態変化を視覚的に捉えることができたのでここで報告する。
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Y-4
１０：１５〜１０：３０
称名寺貝塚出土縄文後期人骨の人類学的研究
鯉渕 凌子（新潟医福大・院医福）
称名寺貝塚は、横浜市金沢区に所在する貝塚・集落遺跡である。2017年に発掘調査が行
われ、縄文時代後期の人骨約20体が出土した。東京湾の東側では多くの縄文人骨が出土し
ているが、湾の西側でまとまった数の人骨が得られた縄文遺跡は少なく、関東地方の縄文
集団の地域差を知るうえで本人骨群は貴重な資料である。形態学的な分析の結果、称名寺
貝塚集団は、男女ともに頭蓋と四肢骨双方において東京湾東側の房総半島出土縄文後期人
骨とよく類似しているとの所見を得た。また、古病理学的調査では、既知の縄文時代人の
平均よりも齲蝕および頸椎における変形性椎間関節症の出現頻度がやや高い傾向が認めら
れた。
Y-5
１０：３０〜１０：４５
東アジア特異的もやもや病リスク変異RNF213 R4810Kの拡散史の推定
小金渕 佳江（琉球大・院医学）
もやもや病は脳の内頸動脈終末部の血管狭窄とその周辺に形成される毛細血管網を特徴と
する疾患で、東アジアで多く認められる。家系分析およびゲノムワイド関連解析結果から、
疾患とRNF213遺伝子の変異（R4810K）に極めて高い関連性があることが報告されてお
り、R4810Kは東アジア特異的変異であることが知られている。この変異がいつ出現し、
どのように東アジア集団で維持されてきたかを明らかにする目的で、もやもや病患者24名
（非血縁）のRNF213の塩基配列を取得し日本人健常者104名と比較した。その結果、こ
の変異は弥生時代が始まる以前に大陸で誕生し、その後渡来民により日本列島に拡散した
ことが示唆された。
Y-6

１０：４５〜１１：００

Revisiting the femoral morphology of Nacholapithecus kerioi
Marta Pina（京都大学大学院理学研究科 自然人類学研究室）

Nacholapithecus kerioi is an extinct hominoid from the Miocene (16-15 Ma) of
Kenya whose unique positional repertoire might include antipronograde behaviors.
We describe additional femora of N. kerioi and review its diagnosis. Comparisons of
the new material result in a smaller head relative to the neck and a lower neck-shaft
angle than in the holotype, being more similar to Ekembo’s femora. This evidence
confirms earlier works suggesting a more primitive nature of its hindlimb than other
body regions (e.g., forelimb) and might relate to quadrupedalism (not excluding
antipronograde behaviors).
Y-7
１１：００〜１１：１５
ヒト仙腸関節の変性変化における性差の検討 股関節変性との関連について
西 啓太（長崎大学生命医科学域（歯学系）顎顔面解剖学分野）
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骨格標本を用いた四肢関節変性の基礎研究では、関節の骨増殖の程度を定量評価する方法
がよく使用されているが、仙腸関節においては変性の程度を評価する手法が確立されてお
らず、ほとんど検討がなされていない。そこで我々は、先行研究にて腸骨耳状面からの年
齢推定法を応用して仙腸関節変性を定量評価する方法を考案した。しかし、これまでの研
究は男性のみを対象としたものであり、女性においても同様の評価法を用いて仙腸関節の
変性に関する検討を行うことが課題となっていた。今回は現代日本人骨86体（男性：46
体、女性：40体）を対象に仙腸関節と股関節の変性を評価し、両関節の変性の関係をも
とに男女間で比較を行ったので報告する。
Y-8
１１：１５〜１１：３０
食料生産によって西アジアの狩猟採集民の食性は変化したのか？
板橋 悠（東京大学 総合研究博物館 放射性炭素年代測定室）
西アジアでは採集狩猟経済から食物を生産する農耕経済への食料獲得方法の転換が、世界
に先駆けて起こった地域である。農耕開始後に社会の複雑化などが起こったことから、農
耕は”革命”的な発明であったとされることも多い。狩猟採集から生産への変化に伴って、
個人が消費する食物の構成は大きく変化したのか？それとも以前からの食性を維持するた
めに食料生産が必要だったのか？本発表ではこの疑問への一つの手がかりとして、農耕開
始前後のトルコやシリアの新石器時代人骨においてアミノ酸の窒素安定同位体比分析を行っ
た。この方法から動物性と植物性タンパク質の摂取率の時代変化を推定し、生産食物が食
性に与えた影響を検討した。
Y-9
１１：３０〜１１：４５
ニホンザルとチンパンジーにおける二足歩行の筋シナジー制御：四足歩行との比較から
後藤 遼佑（大阪大学大学院人間科学研究科生物人類学研究分野）
運動時に共同的に活動する複数の筋を筋シナジーという。複数の筋の関連付けは神経系の
神経回路でなされるため、筋シナジーの活動は運動を制御する神経機構の特徴を知る指標
となる。発表者らはこれまでに、ニホンザルが行う四足歩行と、ヒト上科の動物の二足歩
行では一部の筋シナジーの活動が異なることを示した (第71回日本人類学会大会)。本研究
では、その結果が系統関係ではなく、移動様式の差異を反映することを確認する目的で、
十数筋の下肢筋筋電図から筋シナジーの活動を推定し、同一種の四足歩行と二足歩行の間
で比較した。対象とした種はニホンザルとチンパンジーであった。
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一般口演Ａシリーズ

講演要旨

18年10月20日（土）13:00〜16:00
三島市民文化会館 A会場（1階小ホール）
O-A1 １３：００〜１３：１５
東京都三鷹市羽根沢台遺跡の古墳時代人骨のゲノム分析
神澤 秀明（国立科学博物館人類研究部）
古代DNA分析を用いれば古人骨間の正確な血縁推定が可能である。しかし、これまでの
研究はミトコンドリアDNAの分析に限られていた。そこで本研究では、東京都三鷹市羽
根沢台遺跡・羽根沢台横穴墓群より出土した古墳時代人骨（９号墓３体、１２号墓３体）
について、ミトコンドリアおよび核ゲノムの分析を行い、血縁関係の推定を試みた。その
結果、墓穴内の個体はそれぞれ親族関係にあることが判明した。この手法を用いることで
古墳時代の親族構造がゲノムから示されることが期待できる。また、ゲノムのSNP解析で、
羽根沢台古墳人は現代日本人の範疇に含まれることも示された。
O-A2 １３：１５〜１３：３０
ヒト、シロテテナガザル、ニホンザル歩行時の体幹回旋角度の比較
木下 勇貴（京都大・霊長研）
二足歩行時の骨盤と胸郭の体軸回りの相対回旋は、ヒトだけでなく、腰部の短いチンパン
ジーにも存在する。しかし、他の霊長類種については未だ明らかでない上、二足歩行以外
のロコモーションの体幹部の運動に関する研究は少ない。そこでヒト、シロテテナガザル、
ニホンザルの二足歩行、及びニホンザルの四足歩行時の体幹回旋角度を計測・比較した。
二足歩行時の相対回旋はいずれの種にも認められ、相対回旋メカニズムがヒト科に特有の
ものではなく、二足歩行というロコモーション様式の力学的要請によるものであることが
示唆された。ニホンザル四足歩行においても認められたが、これは四肢の運びによる受動
的なものである可能性が高い。
O-A3 １３：３０〜１３：４５
大脳化のブドウ糖仮説
林 俊郎（目白大学社会学部社会情報学科）
筆者は、食物を加熱したことによって起こる食後の異常な高血糖が大脳化を促したとする
仮説を提案してきた。ここでは、脳科学の知見を基に、ブドウ糖が大脳化を惹起させるメ
カニズムを考察する。大脳化の実態は情報を伝達するニューロンではなく、それを補佐す
るグリア細胞の増加による。大食漢のニューロンは、消費するエネルギーの多くをブドウ
糖ではなく、グリア細胞がブドウ糖を代謝して合成した乳酸に依存している。ニューロン
のこの不可思議なエネルギー選択は、反応性に富んだブドウ糖から受けるダメージを回避
することに第一義がある。食後の異常な高血糖とグリア細胞との攻防が大脳化のエピゲノ
ムのスイッチを押した可能性がある。
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O-A4 １３：４５〜１４：００
歩行時における足底と床面間の距離を測定する装置の開発 （２）
足立 和隆（筑波大学・体育系）
昨年の大会では、歩行時に足底面と床面間の距離を連続的に測定する方法として、
STMicroelectronics社製小型センサ(VL6180X)を、左右の足のつま先と踵にそれぞれ取り
付けた実験の結果を報告した。今回は、同社の新型センサ(VL53L0X)を使用し、サンダル
左右のつま先、第2/3中足骨骨頭位置、踵中央、踵後端部の各４か所にセンサを取り付け、
歩行実験を行った。距離測定は約30Hzで行われ、ミリ単位の測定値はBluetoothによる無
線でコンピュータに送られ、記録される。このためのソフトウェア開発も行った。また、
ビデオ画像との同期用に、センサコントローラに周期的に発行するカラーLEDも取り付け
た。
O-A5 １４：００〜１４：１５
ネアンデルタールとサピエンス：大腿骨のマクロ形態の発生パターンの比較
森本 直記（京大・理）
現生人類（ホモ・サピエンス）とネアンデルタールは、ほぼ全身にわたり異なる骨格形態
の特徴を示す。種特異的な形態は、共通祖先からの発生プログラムの改変によってのみ生
じる。四肢骨については、主に寒冷地適応の観点から比較研究が行われてきたが、発生パ
ターンの比較は、定量的な比較研究が特に頭部に比べて少ない。本研究では、出生から成
体まで、大腿骨の骨幹部のマクロ形態の発生パターンを、形態地図法を用いたCT（コン
ピューター断層）データの解析により、種間比較した。その結果、頭蓋骨の発生パターン
とは異なり、大腿骨では出生時には比較的類似した形態を示すものの、成長とともに種間
の差が大きくなることが明らかになった。
O-A6 １４：１５〜１４：３０
The Quadrangulus-OJ-FM clearly shows the diﬀerence between humans and
apes in projections to both the Frankfurt and the Sagittal planes
澤野 啓一（神奈川歯科大・法医）
昨年の本学会で、ヒトと類人猿４種(Pan, Gorilla, Pongo, Hylobates)について、
Quadrangulus ovalo-jugularis (QOJ) とForamen magnum（FM）の形状をCT画像に基
いてFrankfurt plane(FP)への投影画像を計測し、その相対的歪み度Relative warp scores
を計算して比較を行った（FP投影画像）。今回は別に、QOJとFMの形状をSagittal plane
(SP)に投影した画像からの相対的歪み度を計算して比較を行った。SP投影画像の場合には、
左側のみの投影画像を用い、orbito-optic triangleを加えた。FP投影画像とSP投影画像と
は、細部の違いは有るが、humans とapesとの違いが特に顕著で、apesの４種は両投影
画像で同様の段階性を示すとは言い難かった。
O-A7 １４：３０〜１４：４５
立位股関節回旋運動時の角度曲線への影響因子の検討
竹内 京子（東京医科大学人体構造学分野）
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―

テンポへの適応性の違い

著者らは、立位股関節回旋運動時の荷重動揺軌跡並びに角度データから、ヒトの動的姿勢
制御力と運動技能の評価を試みている。同じ条件でデータ取得を行うため、肢位や動くテ
ンポ等を一定として測定しているが、対象者は、一定の肢位条件で姿勢を保つこと、動き
のテンポを音に合わせながら回旋運動を行うことなど、複数の姿勢制御に関わる因子の影
響を受けつつ、総合的に動的姿勢制御力と運動技能の評価を受けている。本研究では、１
拍１秒のテンポの音に合わせた最大内外旋運動と、自分で思う１拍１秒のテンポ、ならび
に、動きやすい速度で最大内外旋運動を行った時の回旋角度変化曲線を比較検討した。
O-A8 １４：４５〜１５：００
カザフ人の移牧とラクダによる運搬技術―モンゴル国の事例から―
今村 薫（名古屋学院大学）
モンゴル国西部のアルタイ山中で牧畜をおこなうカザフ人は、季節に合わせて年に3〜4回、
家畜群を連れて移動（移牧）する。カザフ人は、季節ごとの植生や気温が標高によって異
なることを利用し、垂直移動を行う。移牧の際に家屋（天幕）や家具、衣服、日用品、食
料を運ぶが、トラックを使う人が増えている中で、フタコブラクダを使って膨大な荷物を
運ぶ家族も少数ながら残っている。ラクダに荷物を運ばせた春営地から夏営地への移動を
観察した事例から、ラクダへの荷物の積み方、移動の方法、移動前後の家畜への介入（新
しい土地への馴化）について説明し、移牧という牧畜技術について考察する。
O-A9 １５：００〜１５：１５
遺伝性網膜疾患におけるABCA4遺伝子多型の集団遺伝学的解析
中 伊津美（東大・院理）
英国の遺伝性網膜疾患患者について全エクソームシークエンスを行い、疾患関連遺伝子と
して知られているABCA4領域内の変異について調べた。1KG欧州集団との比較により、
非同義SNPであるrs1801466を含む92個の疾患関連多型を検出した。系統樹解析から、関
連変異rs1801466-Aは単一起源であることが示唆された。なお、同変異は比較的軽度な臨
床像を呈する事が知られており、疾患発症の際に致死的な変化は想定されない。理論計算
と地理的頻度分布から、rs1801466-Aは241世代（約7200年）前に欧州地域で誕生したと
考えられる。
O-A10 １５：１５〜１５：３０
ヒトの懸垂型ロコモーション時における体幹筋の活動
岡 健司（大阪河崎リハ大・リハ・理学療法）
ヒトの二足歩行時の脊柱起立筋群は、二重支持期に強く活動して体幹姿勢を安定させる働
きを持つと考えられる。このように体幹筋が特定のタイミングで活動するパターンが他の
ロコモーション時にも見られるのかどうかを検証するために、健常成人を対象に、雲梯で
懸垂型ロコモーションを行う際の脊柱起立筋群の活動パターンを解析した。その結果、脊
柱起立筋群の活動は、同側での片手サポート期に大きく、同側のスイング期および両手支
持期に小さくなる傾向が見られた。ヒトの懸垂型ロコモーション時における脊柱起立筋群
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は特定のタイミングで働き、懸垂に伴って伸長される体幹を引き止めるなどの、体幹姿勢
の安定に関与することが示唆される。
O-A11 １５：３０〜１５：４５
先スペイン期ペルー北部高地エル・パラシオ遺跡より出土したラクダ科動物骨の解体痕に
ついて
清家 大樹（聖マリアンナ医大・解剖）
南米アンデス地域では、紀元前4000年頃にペルー中央高地（フニン高原）において、リャ
マやアルパカといったラクダ科動物が家畜化された。現代の牧畜民の社会では、リャマは
荷駄として、アルパカはその毛を利用することを主とし、食用に供することは稀である。
しかし、先スペイン期（16世紀以前）の遺跡から出土したラクダ科動物骨には、解体の際
に残された切痕がみられ、かつては食用の対象ともなっていたことが強く示唆されている。
本発表では、大量のラクダ科動物骨が出土したペルー北部高地エル・パラシオ遺跡（紀元
後550/600年〜750年）を対象として、その骨に刻まれた解体痕の報告を行う。
O-A12 １５：４５〜１６：００
現生大型類人猿の中手指節関節種子骨とその進化的意味
中務 真人（京都大・院理）
基本的に現生霊長類の中手指節関節では、撓側と尺側にある一対の種子骨が中手骨頭と関
節をする。しかし、現生ヒト上科では種子骨の消失傾向が特異的に強い。ヒトでは母指列
の種子骨はほぼ100％両側に存在するが、第2指の撓側と第5指の尺側を除き（それぞれ、
4割、7割程度の残存）、他は消失している。類人猿については、より消失傾向が強いとさ
れているが、調査例が少なく結果は必ずしも一致しない。われわれは大型類人猿３属18個
体の手をCT撮影し種子骨の消失傾向を調査した。これにより調査個体数は、ほぼ倍増し
た。この結果から、ヒト上科における中手指節関節の種子骨喪失と手の機能進化の関連に
ついて議論する。
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一般口演Ｂシリーズ

講演要旨

18年10月20日（土）16:15〜18:45
三島市民文化会館 A会場（1階小ホール）
O-B1 １６：１５〜１６：３０
文化技術の構造性が文化進化に与える影響
中橋 渉（早大・社学）
ヒトの文化技術の特徴は、複数の小技術が組み合わさって1つの目的のための大技術となっ
ている点にある。この構造は、複数の語句の組み合わせで1つの文が作られるヒト言語に
類似することから、言語能力にも関与する何らかの能力がヒトの文化技術の生成に寄与し
ていることがうかがえる。本発表では、文化技術の分割や合成を可能にする能力が、文化
進化パターンや文化技術構造にどのような影響を与えるかを数理モデルによって明らかに
する。そしてその結果をもとに、どのような要因が人類における複雑な構造を持つ大技術
の出現に寄与したか、そして人類文化史のどの段階でこのような文化技術生成能力が現れ
たと考えられるかを議論する。
O-B2 １６：３０〜１６：４５
マカクザルの発声メカニズムの特徴について
西村 剛（京都大・霊長研）
マカクザルを対象に、声門電図(EGG)を用いて、生体と摘出喉頭の吹鳴実験による声帯振
動の計測実験を行なった。coo，glow，chirp発声中の計測に成功し、声帯の内外転およ
び呼気流の強弱により、異なる音声タイプへと遷移することを示した。また、鳴き交わし
に用いられるcooの声帯振動は、ヒトの歌唱時のものに類似した。感情表出のglowの方が、
むしろヒトの会話時のものに近い。また，ヒトでは歌唱時にみられる仮声帯の振動により、
音声の基本周波数を大きく下げテイルことも示唆された。このように、コミュニケーショ
ン場面の発声は、ヒト会話時ではなく、歌唱時に用いられるタイプがより用いられている
ようである。
O-B3 １６：４５〜１７：００
3次元デジタル復元に基づく白保4号頭蓋の形態学および計測学的特徴
岡崎 健治（鳥取医大・解剖）
東アジアにおける後期旧石器時代の人類化石については、解剖学的特徴を十分に明らかに
できるほど保存良好な頭蓋は少ない。国内では沖縄本島・港川遺跡から出土した頭蓋（特
に1号頭蓋）に限られ、その分析結果は、日本人の起源問題の根幹に大きく左右してきた。
本研究の目的は、石垣島・白保竿根田原遺跡から出土した化石人骨群の中で、デジタル復
元に成功した4号頭蓋の形態学および計測学的特徴を報告することにある。後期旧石器時
代から新石器時代までの周辺資料と比較し、当時の人類の解剖学的変異を明らかにする。
予備的分析では、江西チワン族自治区の柳江人が白保4号と近似した資料の一つであった
ため、両者の詳細な比較を試みる。
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O-B4 １７：００〜１７：１５
上黒岩第２岩陰の2018年度調査について
遠部 慎（久万高原町教育委員会）
上黒岩第２岩陰遺跡は、史跡上黒岩岩陰遺跡に近接する縄文時代早期を中心とする岩陰遺
跡である。2018年の調査では、前年度の調査で調査未了であった人骨類の回収を主眼と
した形となった。調査では、改葬された可能性が高い早期後半の人骨類（幼児を含む）が
複数体、検出された。また、人骨類の周囲から、土器類、石鏃を中心とした石器類、貝殻
類（海産）も確認され、イモガイ・ツノガイ・タカラガイなどの装身具と考えられる資料
も検出された。このほか、カワニナ、シカ、イノシシなどの自然遺物も確認された。
O-B5 １７：１５〜１７：３０
日本人の第3大臼歯欠如資料にみられた左優位の同側欠如
多賀谷 昭（長野県看護大）
日本人男性211人･女性289人の第3大臼歯欠如データをパス解析した結果、個体>顎>歯の
階層構造モデルがほぼ適合したが、残差は左の顎間で有意な正の相関を示した。これは左
優位の同側欠如の存在を示す。そこで、加法的閾値モデルに従う欠如に一定の確率で同側
欠如が生じたと仮定して同側欠如率を推定した。左の同側欠如率を右の2〜5倍と仮定した
最適モデルの左同側欠如率は、男性で2.0%〜2.3%、女性で1.9%〜2.1%であった。同じ
現象は戦前の男性4337人の第3大臼歯萌出状態（斎藤･尾崎, 1937）でも見られ、同側欠
如率は左2.50%、右0.87%と推定された。現象の成因と一般性について更に検討を要す。
O-B6 １７：３０〜１７：４５
Autoencoder analysis of mitochondrial DNA sequences
三宅 淳（大阪大学・国際医工情報センター）
各種生物のミトコンドリアDNAのシークエンスについて、Stacked Autoencoderを用い
て圧縮し、2次元もしくは3次元空間にプロットを行った。圧縮されたmtDNAシークエン
スが、それぞれの種ごとに明瞭にまとまったクラスターとして認識された。mtDNAに内
在されている種にかかわる情報が顕在化されたと考えられる。ヒトのmtDNAシークエン
スを同様に解析すると、ハプログループ毎にそれぞれ独立したクラスターが得られた。ヒ
トmtDNAの解析において、SNPを考慮せずとも自然分類的な情報が提示されたことにつ
いても議論したい。
O-B7 １７：４５〜１８：００
成人期縄文人の橈骨／上腕骨長比が際立って大きい点を、未成人骨の分析から考える
水嶋 崇一郎（聖マリアンナ医科大学解剖学講座）
成人期縄文人が示す四肢骨の三大特徴として、構造上太く頑丈であること、骨幹の断面形
が扁平であること、そして上肢内と下肢内のプロポーションにおいて遠位骨（前腕部、下
腿部）が相対的に長いことが指摘されている（池田次郎1982）。なかでも上肢内プロポー
ションの特徴（橈骨／上腕骨長比）は際立っており、多地域の現代人集団と比べても群を
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抜いて大きい（男性値80.5、女性値78.3、山口敏1989）。なぜ成人縄文人はかくの如く
非常に大きい橈骨／上腕骨長比を示すのであろうか。本研究では、成長期の縄文人につい
て上肢骨のデータを収集し、分析することで、この疑問にアプローチした。
O-B8 １８：００〜１８：１５
伊川津・縄文人ゲノムからみた東アジア人類集団の形成史
太田 博樹（北里大学 医学部 解剖学）
私達は伊川津貝塚遺跡出土人骨（IK002）の全ゲノム解析（1.85 x）に成功した。約8千年
前のホアビニアン文化をもつ古人骨（La368およびMa911）とIK002を含む東南／東アジ
アの古人骨および現代人（85地域由来）を比較したところ、遺伝距離においてIK002は
La368・Ma911と非常に近いことが明らかになった（McColl et al. 2018）。しかし、こ
の研究では北東シベリアの集団との比較が不十分であった。そこで本発表では、東ユーラ
シア大陸北部（ヒマラヤ以北）およびアメリカ大陸の古人骨および現代人のデータを加え、
よりIK002に焦点をあてた解析をおこなった結果について報告する。
O-B9 １８：１５〜１８：３０
ヒトおよび類人猿の踵骨形態と静荷重下における３次元足部骨格動態の関係
伊藤 幸太（慶應義塾大学理工学部機械工学科）
ヒトの足部は、常習的直立二足歩行運動の生成に適応的に形づくられていると考えられて
いる。本研究では、鉛直荷重下におけるヒト足部で観察される、踵骨外反と脛骨内旋の運
動学的連鎖が、アフリカ類人猿の足部でも観察されるかを、二方向X線装置を用いて検証
した。その結果、アフリカ類人猿では、踵骨外反と脛骨内旋変位が相対的に小さく、踵骨・
脛骨の運動連鎖は、ヒト特有の形質であることが明らかとなった。また、踵骨の形態を定
量的に比較分析した結果、距骨関節面に対する踵骨隆起の向きや、距骨関節面の形態差が、
運動連鎖の生成と相関し、ヒトにおける運動連鎖の形成は、直立二足歩行に対する機能適
応の一つであることが示唆された。
O-B10 １８：３０〜１８：４５
熊本県向野田古墳から出土した古墳時代人骨
高椋 浩史（土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム）
熊本県宇土市に所在する向野田古墳から、1969年の発掘調査において古墳時代の人骨が
出土している。向野田古墳は古墳時代前期の墳長約88.5ｍの前方後円墳で、石棺内部から
は多くの副葬品が出土している。その古墳の規模や副葬品組成をみても、肥後地域の古墳
時代前期における首長墳と言え、出土した人骨は考古学において注目されてきた。向野田
古墳から出土した人骨については、Hojo(1982）によって報告されているが、その後に古
墳時代人骨の発掘調査事例が増加しており、向野田古墳出土の人骨について詳細な検討が
可能となっている。そこで、本発表では向野田古墳出土人骨について再検討した結果を報
告する。
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一般口演Ｃシリーズ

講演要旨

18年10月21日（日）9:00〜11:30
三島市民文化会館 A会場（1階小ホール）
O-C1 ９：００〜９：１５
宇木汲田遺跡における植物食利用
高宮 広土（鹿児島大国際島嶼教育研究センター）
宇木汲田遺跡は佐賀県唐津市に所在する弥生時代早期から後期の遺跡である。昭和３年に
排水溝工事中に発見された弥生時代を代表する遺跡の一つである。同遺跡からは細形銅剣
等多数の青銅器や勾玉等の人工遺物や150基以上の甕棺墓が検出されている。1984年には
九州大学によって当時縄文時代晩期と解釈された貝塚部分の発掘調査が行われた。九州大
学による発掘調査においては、多数の土壌サンプルがサンプリングされた。３年ほど前に
植物遺体の回収を目的の一つとして、これらの土壌サンプルがフローテーション処理され
た。弥生時代早期におけるフローテーションの導入はおそらく初めてのこと思われるが、
今回はその結果について報告したい。
O-C2 ９：１５〜９：３０
津雲貝塚より出土した縄文時代人骨の放射性炭素年代測定
日下 宗一郎（ふじのくに地球環境史ミュージアム）
岡山県津雲貝塚からは数多くの縄文時代人骨が出土しており，これまで自然人類学的研究
に活用されてきた。たとえば炭素・窒素同位体分析によると，海産・陸上資源の両方が摂
取され，その個人差が大きいことが指摘された。その帰属年代は，土器などの証拠から晩
期に帰属するとされてきた。そこで帰属年代を調べるために放射性炭素年代測定を行った。
津雲貝塚人骨53個体から抽出した骨コラーゲンをグラファイト化し，加速器質量分析装置
によって放射性炭素年代を測定した。年代較正を行った結果，想定よりも古い時期に帰属
する個体が含まれていた。また食性や抜歯系列が時期によって移り変わっていったのか検
討した結果について報告する。
O-C3 ９：３０〜９：４５
左右方向の安定性がチンパンジー筋骨格モデルの四足歩行に及ぼす影響
平崎 鋭矢（京都大学霊長類研究所）
歩行解析は矢状面内の動きについてなされることが多く、側方への動きについては記載こ
そされてはいるものの、動きの持つ意味に関する知見は少ない。本研究では、チンパンジー
筋骨格モデル（Sellersら、2013）が生成する四足歩行について、側方への動きの制限条
件が歩行の各種パラメータに及ぼす影響を検討した。その結果、歩行コストは、側方への
動きを制限しない場合に最も低く、動きを実際の歩行時と同程度に制限すると高くなった。
歩行速度や歩行周期には条件間の差異は無かった。側方への動きと歩行コストの関係が明
らかになるとともに、歩行の順動力学で歩行コストのみを評価関数にすることの危険性が
示唆された。
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O-C4 ９：４５〜１０：００
白保4号頭骨のデジタル復元と復顔
河野 礼子（慶應大・文）
石垣島・白保竿根田原洞穴遺跡からは保存のよい4個体を含めて20個体近い更新世人骨が
出土している。このうち、現地調査の最終盤に出土し、保存状況も最良の白保4号個体の
頭骨について、実物の骨をできるだけ接合したのちに、X線CT撮影により3次元形状デー
タを取得してデジタル形状データとして全体を復元した。さらにこのデジタル復元結果を
利用して求めた計測値を含めて予備的な形態解析を実施し、その結果を参考に、デジタル
復元頭骨を土台として生前の顔貌の復元を試みた。本発表ではこの一連の作業の経緯と、
顔貌の復元結果について報告する。
O-C5 １０：００〜１０：１５
StillSuit: an endoskeletal robot suit for the super aging society
太田 聡史（理化学研究所）

“Super Ageing Society” (SAS) is one of the most serious issues that we are facing in
this century. Especially in Japan, SAS is tightly associated with the following five
problems: (1) reduction of the population, (2) shortage of the human resources, (3)
lowering of social productivity, (4) increasing burden of the younger generation, and
(5) declining birth rates as one of their consequences and a cause of the SAS.
Japanese society has been trapped by this ‘negative spiral’ of SAS. Currently medical
and elderly cares are regarded as major solutions for SAS. Those two solutions,
however, cannot solely overcome the negative spiral. Our approach is to develop a
new kind of ‘robot’ to support elderly people not only for nursing, but also to enhance
and recover their cognitive and physical functions. Our ultimate goal is to utilize
elderly people equipped useful skills as new human resources. Our endoskeletal robot
suit, StillSuit, will provide cognitive and physical interventions to derive ‘positive’
remodeling in human mind and body.
O-C6 １０：１５〜１０：３０
関東地方縄文時代人の犬歯頬舌径による性別推定
佐々木 智彦（東大総研博）
形質人類学にとって、人骨の性別は研究を行う上での基礎データと言える。寛骨や頭蓋の
形態を指標とする判定が主流であるが、保存状況や個人の特性によっては判別し難い状況
が多々ある。そこでこれらの手法を補うものとして、犬歯頬舌径による性別推定を提案す
る。本発表では、関東地方の縄文時代人約２００個体分の上下犬歯をトレーニングデータ
として用い、頬舌径から各性の事後確率を求めた結果を発表する。事後確率の大きい方を
判別性とすると、正答率は７割後半であった。対象部位の高い保存性や若年者への応用可
能性を考慮すれば、本手法は有用な性別推定法であると考えられる。
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O-C7 １０：３０〜１０：４５
日本人乳児における頭蓋の成長様式の解明 ‒相同モデルを用いた頭蓋形態の解析‒
桑原 広輔（国立成育医療研究センター 形成外科）
相同モデルは立体同士の対応する頂点を統計解析し、比較・平均化などを可能とする。本
研究では健常乳児の頭蓋を相同モデル化し、成長様式の解明を試みた。異常所見なしと判
断された頭部CTを収集した。データを相同モデル作成ソフトmHBMと相同モデル支援ソ
フトBODY-Rugleを用いて相同モデル化した。５つの平均形状（月齢1以上2未満, 2以上4
未満, 4以上6未満, 6以上9未満, 9以上12未満,各20例）を作成、比較し成長様式を明らか
にした。日本人乳児の頭蓋は、はじめは後頭部以外の全体が成長し、その後に前頭部と後
頭部が成長し、さらにその後に側頭部後方と乳突周囲が成長するということが明らかになっ
た。
O-C8 １０：４５〜１１：００
類人猿の集団間関係の種間、地域間、地域内変異：ヒト科における地域社会の進化の解明
を目指して
古市 剛史（京都大学霊長類研究所）
類人猿の集団間関係には、様々なレベルの変異が見られる。（亜）種間では、集団間の攻
撃性や縄張りの有無など多くの変異が見られる。一方、同じ（亜）種の異なる地域個体群
間では、集団間関係の傾向にほとんど違いが見られず、集団間関係のあり方が（亜）種の
遺伝的特性として決まっている可能性がある。ところが地域個体群の中を見ると、集団の
組合せごとに集団間関係にかなりの変異がある。これは、集団サイズやなどの社会的要因
のほか、集団間のメスの移籍の頻度や遺伝的距離も影響を及ぼしている可能性がある。地
域個体群内の集団間関係の変異の研究は、ヒトに特有のものとされてきた地域社会の進化
について理解を深めるヒントになり得る。
O-C9 １１：００〜１１：１５
縄文時代人の中足骨骨幹部形態
萩原 康雄（新医福大・リハ）
中足骨は前足部を構成し，さまざまな運動によって部位ごとに異なる荷重負荷を受けると
されるが，集団間の中足骨骨幹部形態を比較･検討した研究は少ない．本研究では、縄文
時代人骨59個体，現代日本人骨58個体を対象として，弾性印象剤で採取した輪郭形状か
ら求めた中足骨骨幹部の断面特性値の集団差、性差を検討した。結果として，縄文時代人
では男女ともに第一中足骨以外の中足骨骨幹部が頑強な傾向を示し，縄文時代人男性の第
一中足骨は女性よりも頑強な傾向を示した．また縄文時代人では男女とも中足骨の内側列
に対して外側列が頑強な傾向を示した．これらの結果は，前足部への荷重負荷が集団や，
性別で異なる可能性を示唆する．
O-C10 １１：１５〜１１：３０
直立二足起立行動がラット半規管の形態に及ぼす影響
松村 秋芳（防衛医大・生物）
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内耳の半規管は動物の姿勢を角加速度の物理量で検出している。霊長類の半規管の形態は、
種特有の運動行動様式と相関している可能性が指摘されている。二足行動と対応した半規
管の適応的特徴の詳細が実験的に明らかにできれば、その知見は化石霊長類の運動行動様
式を推定するのに有用と思われる。今回成長期のラット17頭を用い、31〜140日令の期間、
実験群（n=9）に累積度数で約3,000回の直立二足起立運動を行わせた。対照群(n=8)には
運動を行わせなかった。頭部をマイクロCTで撮像し、半規管の3次元構造を定量的に比較
した。特に全体の大きさや前半規管、後半規管、外側半規管の傾き、相対的なプロポーショ
ンに着目した。
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ポスター発表 要旨
18年10月20日(土)・10月21日(日)
三島市民文化会館地下リハーサル室
第一部:過去から現在まで人類進化の歴史をたどる
P-01 ミャンマー中部で見つかった後期中新世初頭のホミノイド化石について
高井 正成(京都大学霊長類研究所)
ミャンマー中部のテビンガン地域の後期中新世初頭の地層から見つかったホミノイドの上
顎化石の形態解析の結果を報告する。標本は第４小臼歯〜第３大臼歯までが残存している
右上顎骨〜上顎骨の破片で、上顎第３小臼歯の歯根も残存している。切歯と犬歯は歯槽し
か残っていないが、犬歯槽のサイズからオスの成体と考えられる。全体的な形状は南アジ
アのシワリク層から見つかっているシバピテクスSivapithecus属との類似性を示している
が、前顎骨の形状や大臼歯の歯帯の発達程度に明確な違いが見られることから、別属であ
る可能性が高い。
P-02 ミャンマー中部で見つかった後期中新世初頭のホミノイド下顎骨化石の3次元デジ
タル解析
河野 礼子(慶應大・文)
ミャンマー中部のテビンガン地域の後期中新世初頭の地層から見つかったホミノイドの下
顎骨化石の3次元デジタル形状分析の結果を報告する。標本は下顎骨の左半分の破片で、
大臼歯列が部分的に残存している。同じ東南アジア産のコラートピテクスとは下顎骨体や
第三大臼歯の形態が明らかに違っているが、南アジアのシワリク層由来のシバピテクスと
の違いははっきりしない。より詳しい検討を進める一環として、今回、この標本をマイク
ロCT装置により撮影し、全体形状の確認と内部構造の分析をおこなった。特に歯根の状
態などを確認したので、その結果を報告する。

P-03 中期中新世のアフリカ産化石類人猿・ナチョラピテクスの体重性差について
菊池 泰弘(佐賀大・医・生体構造)
化石霊長類の社会構造を推定する方法は，犬歯や体格（体重）の性差を明らかにすること
が唯一の手段とされる。なぜなら，現生霊長類において，犬歯・体格の性差とオス間の競
合の強さとの相関関係が示唆されているからである。化石類人猿の性差を扱った先行研究
は多数あるが，化石化しやすい犬歯のみを対象としたものがほとんどで，真の体サイズ性
差を推定しているとは言い難い。また，体肢骨による推定体重から化石類人猿の性差を扱っ
た先行研究は，標本数の制限により非常に限られている。そこで本研究では，ナチョラピ
テクスの大腿骨標本を多数用いて推定体重の性差を明らかにし，その社会構造について検
討した。
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P-04 沖縄県宮古島市ツヅピスキアブの完新世初頭~更新世堆積層からの魚骨出土例
藤田 祐樹(科博・人類)
沖縄県宮古島市のツヅピスキアブは、平良港より1.5kmほど内陸に位置する更新世〜近世
にかけての洞窟遺跡である。更新世〜完新世初頭の堆積層よりイノシシ骨、絶滅シカ化石
とともにチャート製石器やチャート小礫、ヒト歯が発見されていた。本遺跡より出土した
動物骨を整理する過程で、新たに数点のサメ歯やブダイ骨などの魚骨が発見されたことを
報告する。
P-05 歯石の残存デンプン粒を用いた長江下流域新石器時代の植物食の復元
渋谷 綾子(国立歴史民俗博)
歯石に含まれた残存デンプン粒は，その種類，量，状態を検討し，由来する植物を同定す
ることによって，研究対象の遺跡における植物食の解明に資することが可能である。さら
に，検出量の多寡や由来する植物の差異から，食の個人差や性差，集団差の検討につなげ
ることができる。本報告では，中国長江下流域の新石器時代の遺跡である田螺山遺跡
（7000-5500 cal BP），馬家浜遺跡（7000-6000 cal BP），良渚遺跡群（5300-4500
cal BP），広富林遺跡（4200-3900 cal BP）の出土人骨に付着した歯石に対してデンプ
ン粒の検出を試み，検出したデンプン粒の状態とそれらに対する検討結果を報告する。さ
らに，当該地域の新石器時代における植物食について考察する。
P-06 縄文晩期終末から弥生中期の人・動物歯牙資料の同位体分析による雑穀利用の定量
評価
山口 晴香(東京大・院新領域)
群馬県岩津保洞窟遺跡（弥生中期）の遊離人歯および長野県生仁遺跡（縄文晩期終末）の
人歯の歯根象牙質コラーゲン・歯冠エナメル質アパタイトを用いて炭素・窒素安定同位体
食性分析を行った。その結果、内陸における雑穀利用が示唆された。
食料源と捕食者の組織同位体比間には間隔（「スペーシング」）が存在するが、それは
捕食者の肉食・草食率によって変動するため、今回は岩津保洞窟遺跡の動物骨データを加
えて、スペーシングの変動を考慮した雑穀利用の定量的な評価を行った。
P-07 渡来系弥生人の咬耗
小山田 常一(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科顎顔面解剖学分野)
九州北部と山口県地方からは数多くの弥生人骨が発掘されており、縄文人や在来系弥生人
との違いから両地域の弥生人は渡来人あるいはその子孫と考えられている。ただし九州北
部と山口県地方とでは遺跡の立地条件（平野部と海浜部）が異なっており、その主たる生
業が異なっていたと推測されている。そこで本研究では食習慣や生業の違いを反映すると
考えられる歯の咬耗に関して、それぞれの弥生集団の男性と女性を若年群と熟年群に分け
て比較を行った。その結果、両弥生集団とも若年者群においては男女間に大きな違いは認
められなかったが、熟年群においては両弥生集団とも男性の咬耗が女性よりも歯列全体で
強い傾向が認められた。
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P-08 奄美大島平田墓地積石墓から出土した人骨(概報)
竹中 正巳(鹿児島女子短期大学)
鹿児島県宇検村の平田集落内墓地にサンゴ板石を利用した積石墓が6基あった。いずれも、
近世から近代にかけての墓と考えられている。近世末の奄美大島には、鹿児島本土の石塔
形式の墓も、在地の積石墓も、石灰岩岩陰を利用した風葬墓も存在する。これまで、サン
ゴ積石墓の詳細な発掘調査は行われておらず、特に人骨の納められ方などが不明であった。
平田集落では墓地隣接地に共同納骨堂が建設され、個々の墓からの遺骨の移設と旧墓地の
整理が行われた。そんな中、2017年と2018年にサンゴ積石墓1基について宇検村教育委
員会による発掘調査が2回行われた。今回の発表では、積石墓の中の人骨の出土状況と人
骨所見の概要について報告する。
P-09 QAU遺跡にみられた古代エジプト人の人工頭蓋穿孔
藤田 尚(新潟県立看護大・看護)
QAU遺跡は中エジプトの重要な遺跡で、多くの古人骨が出土している。今回演者は、ケン
ブリッジ大学に所蔵されている同遺跡出土の数個体の頭蓋骨に、人工頭蓋穿孔と思われる
痕跡を見出した。人工頭蓋穿孔は、古代ギリシャやインカ文明，さらには中世のヨーロッ
パなどでも報告がある。演者は詳細な観察と写真撮影を行い、かつSTスキャニングを数
個体について行った。本報告ではQAU5とIDが付された個体について報告する。人工穿孔
と思われる痕跡は左頭頂骨と右側頭骨にみられた。右側頭骨の同部位を観察すると、周辺
を薄く削り下げていき、直径1㎝程度の孔を開けている。また頭頂部のそれは、頭骨内板
が閉鎖し治癒したともみられる病態を有していた。
P-10 インドネシア・タマノア遺跡群出土人骨に認められた多量歯石付着歯と歯牙変工
片桐 千亜紀(沖縄埋文)
タマノア洞穴遺跡群はインドネシア・スラウェシ島の東部海岸に所在する。周囲は発達し
た石灰岩と陥没ドリーネによって多数の洞穴や岩陰が形成されており、更新世から現代ま
で多時期に渡る複数の遺跡が存在する。2016年、発表者の一人である東海大学の小野林
太郎はインドネシア国立考古学研究所と共同発掘調査を実施した。その結果、タマノアⅠ・
Ⅱ洞穴遺跡からは解剖学的位置を保たず、細片となった多量の人骨と遊離歯が出土し、近
世の崖葬墓と考えられた。今回は、出土した約500点の遊離歯についての観察について報
告する。その中には、驚くべき量の歯石が付着するものも多く、さらに前歯には唇側面を
研ぐという歯牙変工も認められた。
P-11 神奈川県横浜市称名寺貝塚出土の古墳時代人骨
佐伯 史子(新潟医福大・リハ)
2017年、神奈川県横浜市称名寺D貝塚第3地点から、3世紀後半から4世紀にかけての古墳
時代初頭に属する10代後半女性人骨1体が出土した。保存状態は比較的良好で、頭蓋およ
び四肢骨の多くがほぼ完存する。頭蓋を見るに、眉間から鼻根にかけての形状は立体的で
はなく、また、眼窩の輪郭が丸いなど、典型的な縄文時代人の顔立ちとは異なり、弥生時
代以降の日本列島の人々と類似する様相を呈していた。関東地方において、古墳時代初期
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の人骨は極めて少なく、本人骨は日本列島の人類史を解明するうえで重要である。今回、
この人骨について形態学的および理化学的分析を実施したので、その結果を報告する。
P-12 2017年礼文浜中2遺跡出土オホーツク文化期前期十和田式段階の埋葬人骨
久保 大輔(北海道大・医)
2017年の北海道礼文町浜中2遺跡発掘調査において、オホーツク文化期前期の十和田式段
階の文化層で墓が確認され熟年女性の全身骨格1体が出土した。十和田式段階の埋葬人骨
は1993年同遺跡出土I-3号墓人骨に続き2例目である。本発表では骨形態と副葬品につい
て報告する。同島出土の縄文時代人骨と比べて、この個体は上顔示数が大きく四肢長骨で
は上腕骨と大腿骨が長い点でオホーツク人的といえる。身長は下肢骨長から154 cmと推
定された。腰椎椎体に骨折痕がある。狩猟具である大型の尖頭器と、縫製道具としての骨
針が共に副葬されており、被葬者の社会的位置やこの時期の社会組織内の性的分業を考え
る上で興味深い資料である。
P-13 神奈川県称名寺貝塚から出土した平安時代人骨
萩原 康雄(新潟医福大・リハ)
神奈川県横浜市金沢区に所在する称名寺貝塚は縄文時代後期の遺跡として著名であるが，
2017年の発掘調査では縄文時代人骨以外に，古墳時代人骨1個体，平安時代人骨1個体が
出土した．平安時代人骨の較正年代は957〜900cal.BPであり，全国的にみても平安時代
の人骨資料が乏しいことを考えると，遺存状態が良好な本人骨の資料的価値は高い．
本人骨は壮年期の男性と推定され，頭骨や体幹･四肢骨の形態は北部九州・山口地方の
弥生時代や古墳時代の集団と近く，関東地方の縄文時代集団とは類似しない．また，骨病
変として左股関節部で寛骨臼の平板化，大腿骨頭の欠損を認め，化膿性股関節炎や結核性
股関節炎に罹患していた可能性が考えられる．

P-14 佐賀市蛎久遺跡2区から出土した中世人頭蓋の3次元形態解析
大野 憲五(佐賀大・法医)
佐賀市鍋島は江戸時代に佐賀藩を治めた鍋島氏の発祥の地と伝えられ、なかでも蛎久地区
は、江戸時代初期に行われた城下町整備で町人地が移転される以前には、蛎久天満宮を中
心とした数千戸の集落によって栄えた商業の中心地であったという伝承が残っている。こ
の蛎久天満宮に程近い蛎久遺跡2区から木棺墓に埋葬された戦国〜安土桃山時代の人骨が
出土した。本研究ではこれまでほとんど解っていない佐賀の中世人の頭蓋形態の特徴を明
らかにするため、3D geometric morphometricsでこの人骨と北部九州の様々な時代の人
骨資料との比較を行った結果について報告する。
P-15 小倉出土の江戸時代人骨からみた身分内の健康格差
冨田 啓貴(九大・地球社会)
本発表では、小倉の2遺跡（開善寺跡・京町遺跡）から出土した江戸時代の武士層の人骨
を対象として、ストレスマーカーなど（エナメル質減形成など）の頻度の比較及びエナメ
ル質減形成（乳幼児期のストレス）の有無と死亡年齢との関係性の検討、加えて墓域の形
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成過程の検討から、江戸時代人の同地域内の健康格差の一端を示す。結果として、エナメ
ル質減形成の出現頻度で京町の方が高い傾向が認められ、減形成を持つ個体が長く生き延
びていた。また、2遺跡間で墓地の密集度や埋葬施設の利用状況が異なる傾向が認められ、
京町の方が経済的階層の低い集団である可能性が示唆された。本結果は江戸時代の同地域
内の健康格差を示していると考えられる。
P-16 頭蓋形態小変異の年齢変化と系統差
川久保 善智(佐賀大学医学部解剖学・人類学教室)
頭蓋の形態小変異の中には、すでに胎生期に認められるものがあり、これらの出現には遺
伝的な要因が強く働いている可能性が示唆されている。また、それらの中には人類の集団
間で出現率に違いがあるものも存在するため、人類の系統研究に利用されてきた。一方で、
形態小変異による系統分析はほとんど成人の頭蓋が研究対象となってきたため、個々の小
変異の成長変化については不明な点が多い。そこで、本研究では新資料を加えた日本列島
各地の縄文-続縄文時代と弥生-古墳時代、現代の３グループの未成人骨の比較から、それ
ぞれの形質について観察が可能になる年齢や系統差の有無を検討した。
P-17 3次元医用画像を用いた現代人における頭蓋形態小変異の解析
後藤 新平(琉球大・歯科口腔外科)
ヒトの頭蓋形態小変異は、骨の肉眼的観察によって長らく研究されてきた。しかしながら、
頭蓋形態小変異の成因を明らかにするためには、3次元医用画像による生体を用いた観察
が不可欠である。そこで、歯科用コーンビームCTの撮影範囲および解像度において観察
可能であった頭蓋形態小変異5項目（前顆突起、舌下神経管二分、ヴェサリウス孔、床状
突起間骨橋、頸静脈孔骨橋）について、沖縄出身者230例を観察した。過去の報告におけ
る近世沖縄人の結果と比較したところ、頻度に有意差は認められず、医用画像での観察が
有用であることが示唆された。今後、頭蓋形態小変異の遺伝要因および環境要因について
の研究の進展が期待される。
P-18 合祖シミュレーションによる本土日本人の縄文人に由来する核ゲノム領域の抽出可
能性の検討
渡部 裕介(東京大学理学系研究科生物科学専攻ヒトゲノム多様性研究室)
現代の本土日本人は、縄文人と弥生人の混血に由来し、現代日本人の全ゲノム領域のうち
10~20%が縄文人に由来すると考えられている。合祖シミュレーションによって本土日本
人の集団置換モデルおよび二重構造モデルに従って現代日本人と韓国人の仮想塩基配列を
生成したところ、日本人に特異的な変異サイトの数や日本人の塩基多様度などいくつかの
指標がモデル間で異なっていた。我々は、これらの指標を実データに適用し、現代日本人
の縄文人由来ゲノム領域を抽出する指標を検討した。本研究で得られる指標によって、縄
文人骨のゲノム解析をすることなく現代日本人から縄文人に由来する核ゲノム領域を抽出
し、縄文人の遺伝子型を復元出来ると考えられる。
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P-19 岐阜県飛騨地方では土着縄文人の子孫は、渡来系弥生人の子孫よりはるかに多い ミトコンドリアDNA多型の分析より針原 伸二(東京大学大学院理学系研究科)
日本人は先住の縄文人と約3000年前以降に渡来した弥生人が混ざり合うことで成立した
と考えられている。岐阜県飛騨地方に何代も住み続けて来た「飛騨びと」のミトコンドリ
アＤＮＡ多型をハプログループタイピングにより分析した。ハプログループの頻度分布よ
り縄文人の子孫と渡来系弥生人の子孫の比率が 73：27 であることがわかったが、縄文人
の子孫の比率は首都圏における比率57：43よりもはるかに高い。飛騨地方はほとんどが
山地からなり水田稲作に適さなかったことから、渡来系弥生人の流入が少なかったためで
あると考えられる。また東北地方や南九州などで、縄文系の比率が高いことがわかり、日
本人の成立に関する二重構造モデルの考え方に合致している。
P-20 安定同位体比分析による戦没者遺骨分別法の検討 ― 第5報 コラーゲンを試料とし
た場合の 日・米及びフィリピン出身者の分別 ―
染田 英利(防衛医大・医)
現在政府が実施している戦没者遺骨収集帰還事業では、収集された遺骨が、地元住民、米
国人又は日本人の何れのものであるかを如何に分別するかが、事業進捗を図る上での課題
となっている。その対応策として、我々は第71回日本人類学会大会において、歯牙エナメ
ル質中の炭素、酸素、ストロンチウムの安定同位体比分析により、フィリピンにおいて収
集された遺骨の３者分別が高精度にできる可能性があることを報告した。今回は、その続
報として、収集遺骨に歯牙（エナメル質）が含まれていない場合を想定して、硬組織コラー
ゲンを試料とした安定同位体比分析による３者分別の可能性について報告する。
P-21 戦没者の遺骨収集事業における遺骨鑑定の実際
大谷 江里(厚労省・社援)
戦後73年が過ぎた現在もなお、およそ112万柱の戦没者のご遺骨が戦闘が行われた地域や
抑留された地域に眠ったままである。遺族の高齢化が進み、迅速な遺骨収集が求められる
中、平成28年3月に成立した「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」に基づき、平成28
年度から36年度までが遺骨収集の推進施策の集中実施期間と定められた。それに伴い、
従来は原則として収集地の鑑定人に依頼されていた遺骨鑑定に、厚生労働省に採用された
人類学者（遺骨鑑定専門員）が参加することとなった。事業の概要とともに、海外の遺骨
収集現場における実際の鑑定作業の状況について、ミャンマー、東部ニューギニア、ビス
マーク・ソロモン諸島、旧ソ連を例に報告する。
P-22 近年の反短頭化に帝王切開の増加は関与するか?
河内 まき子(産業技術総合研究所人間情報研究部門)
明治時代以後急速に進んだ短頭化は、1960年代生まれ以後反短頭化へと転じた。時代変
化逆転が環境要因によるならば、頭部寸法が急成長する2歳までの環境要因変化によると
考えられる。そのような環境要因の１つとして、1980年代以後に急増した帝王切開の効果
を検討した。1990〜1998年生まれの女子大学生122名を対象に、アンケートによる出産
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状況の確認を行い、頭長と頭幅を計測した。出産タイプ（自然分娩、帝王切開）と頭部寸
法、頭示数、自己申告による身長との間に関連があるかどうかを分散分析で調べた結果、
いずれにも出産タイプによる差は認められなかった。従来報告通り、出産時頭部変形の効
果は短期的と思われる。

第二部:バクテリアからロボットまで生命の多様性からヒトをさぐる
P-23 腸内細菌と文化の共進化
織原 健人(東京大学 大学院理学系研究科 生物科学専攻 進化人類学研究室)
腸内細菌の一部には、宿主の消化作用を補い、利用可能な食物を増やす働きをもつものが
ある。ヒトが地球上の多様な環境に分布を拡大した背景には、このような腸内細菌の働き
がかかわっている可能性がある。実際、いくつかの生物種では、特定の腸内細菌の有無が
宿主の適応度に関与している可能性が示されている。このように、宿主とそれに共生する
細菌などの生物を一つの共同体(holobiont)としてセレクションの対象と考える必要性が増
している。今回、常微分方程式を用いて、宿主の文化伝達と細菌の伝達を考慮したモデル
の解析を行うことで、宿主と細菌との交互作用が集団における細菌頻度や文化の維持に対
する影響を調べた。
P-24 ヒト拡散に関する“冒険遺伝子仮説”のメダカを用いた検証
勝村 啓史(岡山大・院自然)
ヒトは地球上のあらゆる環境へ拡散した．この行動を可能にした能力の一つとして新奇性
追求があると言われている．これまでDRD4多型を中心に新奇性追求の強さとヒトの移動・
移住過程との関連が調べられてきたが，実験的検証は未だなされていない．私たちはヒト
集団のモデルとして用いているメダカにおいて，広く生息する地域集団は，狭い生息域を
示す地域集団より新奇性追求行動が強い傾向を見いだした．そこで本研究では，メダカ集
団にみられる新奇性追求の強さを定量化し、それに関わる遺伝子多型の検出と，その多型
と生息域拡大との関連についてゲノム編集法を用いた遺伝学的検証を進めている．本発表
では，この途中経過について報告する．
P-25 四足哺乳動物の自発的二足行動の量的観察
鶴 智太(防衛医大・生物)
人類の直立二足歩行能の起源を探求するため、長時間にわたり自動的に実験動物に二足負
荷を与えるシステムを開発し、基礎的データの収集を行った。ICR系マウス（n=4）を飼
育ケージよりも天井が高い実験箱（L200 W100 H300mm）に11~216時間入れて二足
行動の累積記録を得た。赤外線センサーで床から60mm以上（高位スクワット時の頭部以
上の高さ）にマウスの身体が達したときを二足行動とした。二足行動の頻度には概日リズ
ムが顕著に影響すること、環境への慣れにより探索行動としての二足行動が減少すること
が示唆された。計測された二足行動の頻度は、個体差があるが平均10~20秒に１回であっ
た。
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P-26 体の質量中心の位置は四足歩行時の四肢運び順の決定因子のひとつである
長谷 和徳(首都大・システムデザイン)
霊長目に特徴的な前方交叉型の四足歩行について解析するため，ニホンザルを模したシミュ
レーションモデルを構築した．また，これを改変し，質量中心をより前方に位置させた非
霊長目モデルも構築した．前方交叉型の四足歩行をさせた場合，非霊長目モデルの方が後
肢による推進力が弱く，前肢による制動力が強かった．後方交叉型では，ニホンザルモデ
ルの方が前肢による推進力が弱く，後肢による制動力が強かった．これらのことは，重心
がかかって地面反力の垂直成分が大きくなるほど摩擦力である水平成分も大きくなり得る
ということから説明できる．したがって，質量中心の位置が四足歩行の様式の決定因子の
ひとつであることが示唆されたといえる．
P-27 3次元マイクロウェア形状解析による更新世絶滅種リュウキュウジカの食性推定
久保 麦野(東京大・新領域)
歯のエナメル質表面に残される微細な傷（マイクロウェア）は、摂餌の際に形成され、餌
の物理的な特性を反映するため、絶滅動物などの食性復元に用いられてきた。筆者らは近
年、共焦点レーザー顕微鏡を利用したマイクロウェアの定量的解析に取り組んでおり、こ
れまでに現生ニホンジカやカモシカなど、草食性偶蹄類のデータを蓄積してきた。今回、
沖縄本島の更新世遺跡から出土した絶滅種リュウキュウジカに対し、3次元マイクロウェ
ア形状解析による食性推定を試みた。リュウキュウジカについてはすでにエナメル質の安
定同位体分析からC3植物が主食であったことが推定されているが、マイクロウェアも木本
植物食の特徴を示していた。
P-28 成長期の運動刺激が顔かたちに与える影響 - マウス運動刺激モデルを用いた下顎骨
形態解析
清水 康広(東医歯大・歯) 、青木和広、小野卓史
近年、四肢の運動時には咀嚼筋に筋電位活動が生じることが数多く報告されている。
我々は下肢の運動刺激に伴い誘発された咀嚼筋活動が成長期の顎骨成長に影響を与える可
能性を検証する目的で、成長期マウスモデルを用いて実験を行った。
実験群を2群に分け、対照群および運動刺激付与群とし、2週間後に屠殺した。分離した下
顎骨に対してマイクロCTを用い下顎骨の形態を解析したところ、対照群と比較して運動刺
激付与群の下顎骨形態に有意な変化が認められた。
以上のことから、成長期の運動刺激が顔かたちを変化させる可能性がある事が示唆された。

P-29 ニホンザル、シロテテナガザル、スローロリスにおける股関節伸展筋の機能の比較
設樂 哲弥(大阪大学大学院人間科学研究科生物人類学研究室)
ロコモーションは、重心を安定させながら遂行される。ヒトの二足歩行では股関節の伸展
作用と外転作用によって重心が安定するが、他種霊長類ではロコモーションと筋の機能に
ついて不明な点が多い。筋の力学的機能は筋配置と筋構築によって決定される。本研究で
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は、ニホンザル、シロテテナガザル、スローロリスにおける股関節伸展筋の筋配置と筋構
築から筋の機能とロコモーション様式の関係を明らかにするため、各筋のモーメントアー
ム長、生理学的筋横断面積と筋線維束長を計測した。その結果、中殿筋と坐骨大腿筋とハ
ムストリングスに主な違いがみられた。
P-30 フクロテナガザルの手つき二足歩行はナックルウォーキング消滅の最終段階か?
藤野 健(Ken's Veterinary Clinic Tokyo)
前回、フクロテナガザルの二足歩行中の手の接地動作がナックルウォーキング獲得に向か
う初期段階を示す可能性、即ちヒトと類人猿の共通祖先の段階で一度四足歩行性が失われ、
大型類人猿のナックルウォーキングが二次的に獲得されたものとの仮説に立ち考察を行っ
た。今回は、全く反対方向の視点に立ち、腕渡り＋二足歩行性＋ナックルウォーキングを
混在させる共通祖先が、ナックルウォーキングを消失し腕渡り＋二足歩行性の霊長類に進
む最終の局面を例示するもの、換言すれば現生大型類人猿がprimitive な状態を維持し、
一方ヒト及び小型類人猿が平行進化的に四足歩行性を消失し腕渡り＋二足歩行者となった
との仮説から考察を加える。
P-31 火山性フッ素の摂取濃度を用いた人間活動の復元手法の開発II
青野 友哉(伊達市噴火湾文化研究所)
本研究の目的は、古人骨の歯のエナメル質に含まれるフッ素濃度の分析を通し、人の移
動や婚姻形態といった先史社会の復元に資する新たな考古学・人類学的な分析手法を確立
することにある。
今回は、高濃度の火山性フッ素を含有した地下水が湧き出る範囲に位置する有珠モシリ
遺跡と、低濃度の範囲に位置する北黄金貝塚の出土人骨について比較した。分析試料は基
本的に下顎の第2小臼歯とし、有珠モシリ遺跡人骨6点、北黄金貝塚人骨4点を分析した。
本発表では歯のエナメル質からフッ素を抽出した方法と分析結果を報告し、飲料水中の
フッ素濃度との関連性について示す。また、フッ素症出現率と齲歯率の比較結果も合わせ
て報告する。
P-32 人糞および糞石からのDNA抽出および分析技術の改良
若林 賢(北里大・院医療)
糞石から抽出したDNAには宿主由来DNAの他に腸内細菌や食物のDNAが含まれている。
糞石ゲノム解析は、食性分析の新たなアプローチとして期待できるが、（１）糞石からの
効率的なDNA抽出法、（２）最適なNGSライブラリー化条件、（３）糞石ゲノムに特化
したin silico解析のスキームは、いまだ定まっておらず、国内外の研究報告もわずかであ
る。そこで私達は、まず現代パプアニューギニア人の糞便を用いてDNA抽出法およびDNA
バーコーディング法の改良に取り組んだ。本発表では、これら最適化条件および解析結果
を紹介するとともに、吹上貝塚遺跡および鳥浜貝塚遺跡出土の糞石について解析の途中経
過を報告する。
P-33 ヒト大腿骨骨幹部の皮質骨断面形状における加齢性変化の検討
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今村 剛(長崎大学医歯薬学総合研究科)
目的：ヒト大腿骨骨幹部における断面形状の加齢性変化の様相について検討した。現代日
本人90体（男性46体 女性44体）の右大腿骨骨格標本を対象とした。それらの全長を臨
床用CTで撮影し、DICOMデータを取得した（撮影間隔0.5mm）。個体ごとに適当な閾値
を決定して2値化を行い、平均皮質骨厚、骨周囲長、断面積、皮質骨占拠率を算出して評
価した。大腿骨骨幹部においては、皮質骨厚と断面積は加齢と共に減少した。とくに女性
では皮質骨厚の縮小率が断面積の縮小率よりも高かった。これは大腿骨骨幹部で周囲径が
代償的に拡大したことによるものと考えられた。対象のうちほぼ半数において骨幹部皮質
骨厚の最大部位と断面積の最大部位にはズレが認められた。
P-34 ミトコンドリアDNAハプログループに注目した，ヒトミトコンドリアタンパク質複
合体IVにおける突然変異とタンパク質構造安定性に関する研究
藤原 一道(北海道大学大学院情報科学研究科生命人間情報科学専攻情報生物学研究室)
哺乳類のミトコンドリアゲノムは核ゲノムと比較して高い突然変異率を示す。本研究では
ミトコンドリアタンパク質複合体IVにおいて、ヒトミトコンドリアゲノムにおける突然変
異がタンパク質構造安定性に与える影響を計算科学的手法により推定し，ヒトミトコンド
リアゲノムの多様性データを用いた検証を行った。また、これらの突然変異のうち，疾患
に関連する突然変異の特徴について考察した。さらに、母系遺伝するミトコンドリアゲノ
ムからは、人類がアフリカを旅立ち拡散する過程を遡ることができることから、ミトコン
ドリアDNAハプログループに注目し、そのタンパク質構造安定性の変遷についても議論す
る。
P-35 遺伝性びまん性胃がんのリスクアレルの日本人における動態
岩﨑 理紗(総合研究大学院大学・先導科学研究科)
遺伝性のびまん性胃がんは、日本人を対象としたGWASにより、発症のリスクSNPが知ら
れている。このリスクアレルの頻度を1000人ゲノムデータベースの集団間で比較したとこ
ろ、日本人でのリスクアレルの頻度は高く（0.63）、日本人と遺伝的に最も近縁な集団で
ある漢族でのリスクアレルの頻度は低かった（0.24）。このSNPの頻度差が生じた進化的
な要因を調べるため、各種の中立性検定を行ったが、強い自然選択のシグナルは検出され
なかった。また、沖縄やアイヌの集団では、このリスクアレルの頻度が本土日本人よりも
高いことがわかった。本研究では、びまん性の胃がんのリスクアレルの頻度上昇が、日本
人の集団動態に基づいて説明されるかどうかを検証する。
P-36 広義の「ロボット」を5種類に定義する
斎藤 成也(国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門)
「ロボット」という単語は、現在きわめて多様なシステムに対して使われている。そこで
以下の５種類に細定義することを提案する：(1)ラボット：CPUを掲載し，広義のセンサー
を持ち、静止したままで作業をする；(2)リボット：CPUを搭載し， 広義のセンサーを持
ち、 外部の指令で動く；（３）ルボット： CPUを搭載し， 広義のセンサーを持ち、 人
間が中に入って、あるいは一体となって操縦する；（４）レボット：CPUを搭載し， 広
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義のセンサーを持ち、 移動し，自身の判断で動くが，ヒト型ではない；（５）ロボット：
狭い意味でのロボット（ヒト型）。

P-37 骨学セミナ10周年のあゆみ
奈良 貴史(新潟医療福祉大リハ)
2009年夏、日本大学松戸歯学部解剖人類形態学講座主催で第1回公開講座「骨学セミナー」
が開催された。骨に興味のある人々を対象としたところ、考古学・法医学・コメディカル
など多方面の分野から参加があり、以降毎年開催されている。4回目は日本歯科大学新潟
生命歯学部、5回目からは新潟医療福祉大学に舞台を移し今年で10周年を迎えた。毎年50
名前後の受講者が５日間、骨に没頭する日々を過ごす。2015年春からは頭骨と歯に特化
したセミナーが東北大学歯学部で開講されており、春と夏の年2回の実施となった。本発
表では10年間の受講者の構成の推移やアンケート結果から骨学セミナーの存在意義とこれ
からの課題を議論したい。
P-38 日本人類学会人類学普及委員会活動報告2018
日本人類学会人類学普及委員会
人類学普及委員会は、小中高校の理科教育や一般向けの自然人類学の普及を目的として活
動している。2017年11月には日本人類学会大会において教育普及委員会シンポジウムを
開催した。同月にはサイエンスアゴラに「君はサルの壁を越えたか！」を出展した。2018
年3月には文部科学省あてに、「平成30年新学習指導要領案」に対するパブリックコメン
トを提出した。同4月から10月に子ども未来館で小学生向け連続講座「人類学入門」を開
催した。同9月には3月に公示された新学習指導要領と7月に公示された学習指導要領解説
に基づいて、教科書会社各社に送付する教科書掲載内容についての提言を作成した。その
他、活動の詳細を紹介する。
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三島市民文化会館
小ホール前ホワイエでの展示一覧
10/20 (土)と10/21(日)に会場となる三島市民文化会館の１階、A会場（小ホール）前のホ
ワイエには、参加受付がありますが、そこで以下の３種類の展示をおこないます。

（１）新学術領域研究ヤポネシアゲノムのご紹介
本年度 (2018年度)から５年間、2022年度まで、文部科学省科学研究費補助金新学術領域
研究「ゲノム配列を核としたヤポネシア人の起源と成立の解明」（領域略称名：ヤポネシ
アゲノム）がはじまりました。領域代表は、第72回日本人類学会大会実行委員会委員長で
もある斎藤成也（国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門教授）です。本領域については、本
冊子37-39頁もごらんください。
ヤポネシアゲノム領域のホームページ：http://yaponesian.org/

（２）ふじのくに地球環境史ミュージアムのご紹介
ふじのくに地球環境史ミュージアムは、2016年3月に開館した自然史と環境史の分野の静
岡県立博物館です。静岡南高校の校舎をリノベーションし、教室が展示室に生まれ変わり
ました。「思考を拓くミュージアム」を目指した展示デザインは，ドイツデザイン賞など
を受賞しています。日本平の西に位置し、静岡駅よりバスで30分の場所にあります。
ミュージアムのホームページ：https://www.fujimu100.jp

（３）Springer Japanの学術英文書籍紹介
Springer人類学・考古学部門の展示です。立ち読み歓迎です。どの本も手にとってゆっく
りとご覧ください。赤澤威ほか編Replacement of Neanderthals by Modern Humans Series既刊
6巻をはじめ、斎藤成也著Introduction to Evolutionary Genomics（第２版）や羽生淳子ほか
編Handbook of East and Southeast Asian Archaeology 等の新刊のほか、海部陽介ほか編の新
シリーズThe Science of Human History in Asia and the Pacificのご案内書も揃えております。
Springer人類学・考古学部門のホームページ：

https://www.springer.com/jp/social-sciences/anthropology

79

新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」のご紹介
領域ホームページ：http://yaponesian.org/

領域代表
国立遺伝学研究所
◎

斎藤成也

集団遺伝研究部門

教授

新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」へようこそ！

わたしはこどものころから歴史や神話、考古学が好きでした。大学では多様な興味を満たしてくれる場所
として、東京大学理学部生物学科の人類学課程を選びました。そこでは遺伝学や解剖学、生理学のほかに、
年代学、先史学、民族学も学びました。そもそも、人骨の形を比較して日本列島人の起源を考察するだけで
なく、縄文土器や弥生土器の考古学研究も、わたしたちの大先輩がはじめたことなのです。その伝統をこの
新学術領域研究がひきついでいると、自負しています。そしてヒトゲノムを中心としたゲノムデータ革命こそ
が、本領域設立のおおきなきっかけです。
2017年に刊行した『核DNA解析でたどる日本人の源流』では「日本人」という言葉を使いましたが、こ
れにはいろいろな意味があるので、2015年に刊行した本の題名は『日本列島人の歴史』としました。それ
でも「日本」という、西暦７世紀に登場した国名が登場するので、太古のむかしからこの島々に居住してき
た人々を客観的に呼ぶには、日本史研究者の網野善彦が以前から指摘したように、ふさわしくありません。
そこで、1960年代に、日本列島を「ヤポネシア」と呼んだ作家の島尾敏雄にならって、本新学術領域研究
では、わたしたち日本列島人をヤポネシア人とよびます。ゲノム研究が中心ですが、考古学や言語学など人
文社会科学の研究者との共同研究なので、ある意味では学際研究で在り、文理融合研究だと表現することも
できるでしょう。そもそも学問に垣根はありません。
ヤポネシア(日本列島)には、約４万年前に最初のヒトが渡来し、そのあとにも何度か渡来の波がありまし
た。このわくぐみの中で、ヤポネシア人(日本列島人)がどのような集団にその起源をもつのか、ヤポネシア
における成立・発展の過程はどうであったのかを、現代人と古代人多数のゲノム配列を決定し比較解析して、
ヤポネシア人ゲノム史の解明をめざします。ヒトとともにヤポネシアに移ってきた動植物についても、それ
らのゲノム配列の比較から歴史を解明する。過去の人口増減の詳細な歴史を、ゲノム配列から推定する既存
の方法や新規に開発する方法を用いて、再構築します。ヤポネシア人の歴史を多方面から検討するために、
これらゲノム研究と、年代測定を取り入れた考古学研究や、日本語・琉球語の方言解析を含む言語学の研究
グループとの共同研究をおこないます。
ヤポネシアの現代人と古代人のゲノム、さらに動植物のゲノムを大量に決定して比較解析するとともに、
考古学・言語学、歴史学、民俗学、民族学などの人文社会科学分野の研究も統合して、ヤポネシア人の祖先
がいつごろどこからこの島々に渡来したのかを、以前の研究とは比べものにならない圧倒的な情報をもとに、
その複雑な歴史を解明します。いまだに系統関係が不明な日本語・琉球語族やアイヌ語の起源にも迫ります。
ゲノム情報からは、系統関係だけでなく、生物としてのヒトの持つ表現型も類推できます。そこから縄文時
代人やさらに古い時代に生きた人々の姿も復元してゆきます。
これら一連の研究を統合することにより、ヤポネシア人を対象とした「ゲノム歴史学」という新しい研究
分野を確立します。

◎

新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」の研究体制

領域代表：斎藤成也（国立遺伝学研究所・集団遺伝研究部門
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教授）

計画研究A01班（主として現代人ゲノムの解析）
研究代表者：斎藤成也（国立遺伝学研究所・集団遺伝研究部門

教授）

研究分担者：井ノ上逸朗 (国立遺伝学研究所・人類遺伝研究部門
害医療研究所

教授)、吉浦孝一郎 (長崎大学・原爆後障

教授)、松波雅俊 (琉球大学・医学研究科先端医学研究センター

Jinam（国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門
研究協力者：鎌谷洋一郎（京都大学

特命助教)、Timothy A.

助教）

准教授）

計画研究A02班（主として古代人ゲノムの解析）
研究代表者：篠田謙一（国立科学博物館

副館長・人類研究部長）

研究分担者：安達登（山梨大学大学院総合研究部 教授）、角田恒雄（山梨大学大学院総合研究部 教授）、
佐藤丈寛（金沢大学大学院医薬保健研究域医学系革新ゲノム情報学分野
館人類研究部

助教）、神澤秀明（国立科学博物

研究員）

計画研究A03班（主として動物・植物ゲノムの解析）
研究代表者：鈴木仁（北海道大学・地球環境科学研究院

教授）

研究分担者：伊藤 剛（農研機構高度解析センター・ゲノム情報大規模解析チーム チーム長）、増田隆一 (北
海道大学・理学研究院 教授)、遠藤俊徳 (北海道大学・情報科学研究科 教授)
計画研究B01班（主として考古学的解析）
研究代表者：藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館 教授）
研究分担者：木下尚子（熊本大学・人類社会学部 教授）、山田康弘（国立歴史民俗博物館 教授）、清家章
（岡山大学・文学部 教授）
研究協力者：箱﨑真隆 (国立歴史民俗博物館 特任助教)、坂本稔 (国立歴史民俗博物館 教授)、大森貴之 (東
京大学総合研究博物館 特任研究員)
計画研究B02班（主として言語学的解析）
研究代表者：遠藤光暁（青山学院大学・経済学部
研究分担者：木部暢子 (国立国語研究所
授）、中川裕（千葉大学・文学部

教授）

副所長・教授)、狩俣繁久（琉球大学・島嶼地域科学研究所

教授）、風間伸次郎（東京外国語大学・総合国際学研究院

教

教授）

計画研究B03班（主として過去の人口変動などゲノムデータを持ちいた解析）
研究代表者：長田直樹（北海道大学・情報科学研究科

准教授）

研究分担者：藤本明洋（京都大学大学院・医学研究科 特定准教授）、五條堀淳（総合研究大学院大学・先
導科学研究科

講師）、河合洋介（東京大学大学院・医学系研究科

特任助教）

総括班（領域全体の運営と計画研究・公募研究への支援および相互交流の援助）
研究代表者：斎藤成也（国立遺伝学研究所・集団遺伝研究部門
研究分担者：篠田謙一（国立科学博物館
究院

教授）

副館長・人類研究部長）、鈴木仁（北海道大学・地球環境科学研

教授）、藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館 教授）、遠藤光暁（青山学院大学・経済学部

木部暢子 (国立国語研究所

教授）、

副所長・教授)

公募研究 (A04班・B04班)：現在募集中です

◎新学術領域研究「ヤポネシアゲノム」のめざす成果
・

日本列島のいろいろな地域に居住している現在の人々のゲノムDNA 塩基配列を決定して解析し、三段

階渡来モデルを検証します (A01, B03班)。次のページの図を参照してください。
・

さまざまな時代の考古遺跡から発掘された人骨からDNAを抽出してゲノム塩基配列を決定し、現代人の

ゲノムデータと比較解析します (A02班、A01班、B03班)。
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・

これらのゲノム配列中から、遺伝子の発現パターンを変化させたり、病気に関連するゲノム変化の痕跡

や自然淘汰のパターンを解析します (A01班、A02班、B03班)。
・

ヒト以外の生物についてもゲノム配列比較をおこない、人間の渡来時期や大陸との交渉時期の推定に役

立てます(A03班、B03班)。
・

ヤポネシアのさまざまな時代の遺跡から出土する考古学遺物そのものの解析とそれらの年代測定を詳細

におこないます (B01, A02班)。
・

日本列島内の日本語・琉球語の方言データを詳細に解析するとともに、大きな謎である日本語の系統関

係について、ゲノムデータと比較しながら解析を進めます (B02班、A01班、A02, B03班)。
・

本学術領域の中心的なデータとなる大規模なゲノム配列解析のために、数千年から数百年の時間幅まで

せばめた人口変動や自然淘汰係数の変化の推定をおこなう理論を開発します (B03班, A01班)。
・

公募研究 (A04班、B04班) では、計画研究６班のカバーしている分野以外の文理融合の異分野交流研究

をおこなう予定です。
・

総括班では機関誌Yaponesianを刊行するとともに、国際活動を支援し、若手研究者の育成をおこない

ます。
図左：人間のゲノム系統樹。①、②、③は、ヤポネシアへの第一段階〜第三段階の渡来をしめしています。
図右：ヤポネシアで話されてきた言語と中国語との関係。オキナワ古語は、アイヌ語と関係があった可能性
を考慮して、両者を同じ色にしましたが、オキナワ古語は現在まったく不明の存在です。

本領域の紹介を書くにあたり、以下のものを参考にしました。
文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究ヤポネシアゲノムの紹介頁（公開予定）
斎藤成也 (2018) 日本列島人の起源に文理融合研究でせまる！ 実験医学 36巻16号, 2788頁.
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第７２回日本人類学会大会実行委員会委員のご紹介
石田

肇

（いしだ

はじめ）

1981年 山形大学医学部卒
1981年 長崎大学医学部解剖学第二講座助手
1984年 札幌医科大学解剖学第二講座助手
1988年 札幌医科大学解剖学第二講座講師
1991年 札幌医科大学解剖学第二講座助教授
1998年 琉球大学医学部解剖学第一講座教授
2010年 琉球大学大学院医学研究科人体解剖学講座
教授（現職）
2017年 琉球大学医学部長・医学研究科長（現職)

研究内容：頭蓋、四肢骨と歯の計測・非計測
データを用いた形態解析および骨に現れる疾
患などを調べる生物考古学分析から、先史時代から現代にいたる日本列島の
人々の生活誌復元と系統に関する研究を行なっている。

神澤

秀明

（かんざわ

ひであき）

2009年 新潟⼤学理学部⽣物学科卒業
2014年 総合研究⼤学院⼤学⽣命科学研究科遺伝学専
攻修了｛博⼠(理学)｝
2014年 国⽴科学博物館⼈類研究部⼈類史研究グルー
プ研究員（現職）
主要論⽂：
Kanzawa-Kiriyama H. et al. (2013) Ancient mitochondrial
DNA sequences of Jomon teeth samples from Sanganji,
Tohoku district, Japan. Anthropological
Science,
121(2):89-103.
Kanzawa-Kiriyama H. et al. (2017) A partial nuclear genome of the Jomons who lived 3000 years
ago in Fukushima, Japan. Journal of Human Genetics, 62: 213–221.

研究内容：専門は分子人類学で、遺跡から出土する人骨のDNA分析、いわゆ
る「古代DNA分析」からホモ・サピエンスのアジアへの拡散およびその成立
の解明を目的としています。2011年より縄文人のゲノムを中心に分析をして
おり、現在は弥生時代から古墳時代の人骨のゲノムも合わせて分析しており、
縄文〜現代までの日本列島における遺伝的変遷を明らかにすることを目指し
ています。
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日下

宗一郎

２０１１年
類学研究室
２０１２年

（くさか

そういちろう）

京都大学大学院 理学研究科 自然人
博士後期課程 修了 博士（理学）
総合地球環境学研究所 外来研究員お

よび日本学術振興会特別研究員（PD）
２０１５年 ふじのくに地球環境史ミュージアム・
学芸課・主任研究員
２０１７年 ふじのくに地球環境史ミュージアム・
学芸課・准教授 〜現在に至る

研究内容 安定同位体を用いて、縄文時代人
の食性や集団間移動について研究しています。
骨コラーゲンや歯のエナメル質の同位体分析
によって，タンパク質源やエネルギー源を推
定することができます。また歯のストロンチウム同位体比から，先史時代の
移入者の判別を行うことができます。ほかに，東アフリカや東南アジアの哺
乳類化石の炭素同位体分析によって，古環境解析も行っています。

五條堀
2007年
⼠課程

淳

（ごじょうぼり

じゅん）

東京⼤学⼤学院理学研究科⽣物科学専攻博
修了 博⼠（理学）取得
東京⼤学⼤学院理学系研究科

2007年
学術研究補
佐員
2008年 総合研究⼤学院⼤学先導科学研究科 上級
研究員
2011年 総合研究⼤学院⼤学先導科学研究科 助教
2016年 総合研究⼤学院⼤学 先導科学研究科 講
師(現職)

研究内容：集団遺伝学的手法と分子進化学的
手法により、遺伝子・ゲノムから見たヒトの進化について研究しています。
現在はヒト集団間で共有される希少変異の情報から、ヒト集団の由来を推定
する方法について研究しています。
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斎藤

成也

（さいとう

なるや）

1979年 東京大学理学部生物学科人類学課程卒業
1981年 東京大学大学院理学系研究科人類学専攻修了(理
学修士)
1986年 テキサス大学ヒューストン校大学院修了(Ph.D.)
1989年 東京大学理学部生物学科助手
1991年 国立遺伝学研究所進化遺伝研究部門助教授
2002年、国立遺伝学研究所集団遺伝研究部門教授(現職)
2002年、総合研究大学院大学遺伝学専攻教授(兼任・現職)
2005〜2014年、日本学術会議会員(兼任)
2006年、東京大学理学系研究科生物科学専攻教授(兼任・現職)
2018年、文部科学省新学術領域研究ヤポネシアゲノム領域代表

研究内容：ヤポネシア人(日本列島人)を中心とした人類の進化を、おもにゲノ
ム配列の解析からさぐっています。自分たちでゲノム配列を決定して、形態と
塩基配列をつなぐ鍵かもしれない、ゲノム中で進化的に保存されている非コ
ード領域（CNS）の進化解析や、近隣結合法よりも高速に系統樹を作成する
法などの開発も進めています。

颯田

葉子

（さった

ようこ）

1990年
1990年

九州大学大学院理学博士学位取得
国立遺伝学研究所集団遺伝部
日本学術振興会特別研究員
1992年 マックスプランク生物学研究所免疫遺伝部 研究
員
1996年 総合研究大学院大学教育研究交流センタ助教授
1999年 総合研究大学院大学先導科学研究科助教授
2006年 総合研究大学院大学先導科学研究科教授

現在までに取り組んでいる課題
1） 環境適応や環境応答関連遺伝子（免疫関連や、感覚受容体遺伝子、疾病
関連遺伝子）の多様性と起原を探る
2） ヒトの精神活動の基盤となる遺伝子の進化を探る
3） ヒト特異的偽遺伝子（機能を失った遺伝子）のヒト進化への影響を探る
4） 霊長類の進化過程での集団サイズの変遷と系統関係を探る
5) 環境適応や環境応答関連遺伝子の種間での発現量の相違と種の特異性との
関連を探る
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Timothy A. Jinam

（ティモシー

A. ジナム）

An ethnic Bidayuh from Sarawak, Malaysia. Obtained my
Bachelor’s degree in Biomedical Science and Master’s degree in
Medical Science from University of Malaya, Kuala Lumpur.
Graduated from SOKENDAI with a PhD degree in Genetics and is
currently working as an Assistant Professor at the Division of
Population Genetics, National Institute of Genetics in Mishima.

My research interest is to trace the origins and
evolutionary history of human populations. I am
particularly interested in the genetic diversity of various
indigenous groups from Southeast Asia and also the
Japanese archipelago.

鈴木

留美子

（すずき

るみこ）

2010年 総合研究大学院大学生命科学研究科遺伝学専攻博
士課程修了｛博⼠(理学)｝
2010年 大分大学医学部環境・予防医学講座助手(現職)
研究内容：現在大分大学医学部の環境・予防医学講座で世
界各地から集められたピロリ菌の系統進化解析を担当して
います。ピロリ菌は胃・十二指腸潰瘍や胃がんなどの原因
であることが知られていますが、実際は増殖性も感染性も
低く、培養は微好気下で３〜４日、酸素濃度の高い外気中
では増殖できません。基本的にヒト以外には定着せず、感
染は主に免疫機能の弱い幼少期に、家族など密接に接する
保菌者から起こります。今も世界人口の約半数が保菌しているピロリ菌は、現生人類の祖
先がアフリカで暮らしていた頃からの付き合いで、５〜10万年前に人類が全世界に拡散す
ると胃袋に揺られながらその旅に同行してきました。ピロリ菌の系統進化は宿主であるヒ
トとほぼ並行関係にあるので、ピロリ菌の系統を解析することで宿主である人類の移動の
足跡を推測することができます。また進化速度が早いので、アメリカ大陸に移住させられ
たアフリカ人とアフリカ大陸内のアフリカ人が持つ菌に違いが見られるなど、数百年で集
団分化が見られます。私は本州と大きく異なる沖縄特有のピロリ菌について、世界各地の
菌と比べてその由来を探っています。
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松波

雅俊

（まつなみ

まさとし）

2007年 北海道大学理学部 卒業
2012年 総合研究大学院大学生命科学科遺伝学専
攻 五年一貫博士課程 修了
2012年 北海道大学水産科学研究院 博士研究員
2015年 北海道大学環境科学研究院 学術研究員
2016年 琉球大学医学研究科先端医学研究セン
ター 特命助教（現職）
2016年 国立環境研究所 客員研究員（兼任）

研究内容: 脊椎動物のゲノム進化。ゲノム
からどのように表現型が形成されるかに
興味を持って研究をしています。ずっと両
生類を研究していたのですが、最近ヒト
の研究も始めました。現在は琉球地域の人類史を明らかにするべく、該当地
域の現代人の詳細なゲノム解析を進めています。

松村

博文

（まつむら

ひろぶみ）

1984年，北海道大学理学部地質鉱物
学科卒業。1988年，東京大学理学系
研究科修士課程 (人類学)修了。理学
博士 (東京大学)。国立科学博物館人
類研究部 (主任研究官)を経て，2002
年より札幌医科大学医学部解剖学講
座へ。2014年より保健医療学部理学
療法学科教授 (現職)。所属学会は，
日本人類学会、米国自然人類学会
(AAPA)、日本解剖学会。

研究内容：生物人類学，人類進
化学および解剖学，医療関係の学生に人体解剖学の教育にたずさわるかたわ
ら，生物人類学を専門とした研究をおこなっており，ヒトの骨や歯などの形
態の変異や多様性から，人類の進化や現生人類集団の分化，移動，拡散，環
境適応などのプロセスを明らかにしようとしている。
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以下の会社・個人から、以下の寄附をいただきました。
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以下の三団体には、展示をしていただきました。
ふじのくに地球環境史ミュージアム
新学術領域研究ヤポネシアゲノム
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静岡県東部地域コンベンションビューローと静岡県三島市からも、いろいろと援
助をいただきました。
実行委員会の皆さんとスタッフのみなさんには、いろいろとわたしのわがままに
つきあっていただきました。おかげでたのしく大会の準備をすることができまし
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