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研究

項目

課題番号

研究課題名
研究期間 代表者氏名

所属機関

部局

職

構成
員数

X00 

総

16H06407 

パレオアジア文化史学研

究の連携推進と総括およ

び成果発信

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
西秋 良宏 東京大学・総合研究博物館・教授 2 

Y00 

支

16K21721 

パレオアジア文化史学の

国際活動支援

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
西秋 良宏 東京大学・総合研究博物館・教授 2 

A01 

計

16H06408 

アジアにおけるホモ・サ

ピエンス定着プロセスの

地理的編年的枠組み構築

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
西秋 良宏 東京大学・総合研究博物館・教授 5 

A02 

計

16H06409 

ホモ・サピエンスのアジ

ア定着期における行動様

式の解明

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
門脇 誠二 名古屋大学・博物館・講師 4 

A03 

計

16H06410 

アジアにおけるホモ・サ

ピエンス定着期の気候変

動と居住環境の解明

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
北川 浩之

名古屋大学・宇宙地球環境研究所・

教授
5 

B01 

計

16H06411 

人類集団の拡散と定着に

ともなう文化・行動変化

の文化人類学的モデル構

築

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
野林 厚志

国立民族学博物館・学術資源研究開

発センター・教授
5 

B02 

計

16H06412 

人類集団の拡散と定着に

ともなう文化・行動変化

の現象数理学的モデル構

築

平成 28 年度～ 

平成 32 年度 
若野 友一郎 明治大学・総合数理学部・教授 3 

総括・支援・計画研究 計 7 件 

A01 

公

17H05126 

西アジア旧石器人類化石

の形態学的研究

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
近藤 修

東京大学・大学院理学系研究科(理

学部)・准教授 
1 

A01 

公

17H05129 

東アジアにおける石英製

旧石器の変遷と石器製

作・使用行動の解明

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
上峯 篤史 京都大学・白眉センター・特定助教 1 
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A01 

公

17H05131 

バイカル古人骨のゲノム

解析可能性調査

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
木村 亮介

琉球大学・大学院医学研究科 ・准

教授
1 

A01 

公

17H05133 

カザフスタンにおける後

期旧石器文化形成プロセ

スの研究

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
国武 貞克

独立行政法人国立文化財機構奈良

文化財研究所・都城発掘調査部・主

任研究員

1 

A02 

公

17H05130 

旧石器時代の動物骨に関

するタンパク質考古学的

研究

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
中沢 隆 奈良女子大学・自然科学系・教授 1 

A03 

公

17H05128 

湖沼記録の高時間分解能

解析による環境史復元と

アジア内陸における人類

史への影響

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
勝田 長貴 岐阜大学・教育学部・准教授 1 

B01 

公

17H05125 

民族誌データに基づく人

類集団動態モデルの構築

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
山田 仁史 東北大学・文学研究科・准教授 1 

B02 

公

17H05132 

タイ北部少数民族に見る

生業形態と文化・行動様

式の集団遺伝学

平成 29 年度～ 

平成 30 年度 
太田 博樹 北里大学・医学部・准教授 1 

公募研究 計 8 件 



- 4 -

１. 研究領域の目的及び概要（２ページ以内）

研究領域の研究目的及び全体構想について、応募時に記述した内容を簡潔に記述してください。どのような点が「我が国

の学術水準の向上・強化につながる研究領域」であるか、研究の学術的背景（応募領域の着想に至った経緯、応募時までの

研究成果を発展させる場合にはその内容等）を中心に記述してください。

【研究目的と全体構想】

約 20 万年前頃のアフリカ大陸で誕生したホモ・サピエンス（新人）は、10～5 万年前頃以降、ユーラシア各

地へと拡散し、先住者たる旧人たちと「交替」した。日本列島人の直接の由来とも関わるこの人類史的事件の原

因や経緯の研究は、人類学・考古学諸分野において最も注目されるテーマの一つであり続けている。本研究は、

絶滅人類が生息していた頃のアジア（略称パレオアジア）において新人がいつ、どのように拡散し定着したかを

文化史的観点から解明する。それをもって生物学やヨーロッパの証拠に偏向した研究動向に一石を投じ、より総

合的な人類史を構築する。

具体的には、次の点を目的とする。

(1) 新人の身体的起源はアフリカにあるが、彼らを特徴付ける文化もアフリカに起源したとは限らない。アジア

各地における新人文化形成プロセスの特性を野外調査等、実証的研究によって明らかにする。

(2) プロセスは地域によって多様であった可能性がある。そのような多様性が生じた背景を理論的に解釈する。

そのため、野外調査だけでなく分析科学や現生民族誌から得られる実例など多様な証拠を総合した理論モデルを

提出することをめざす。

【どのような点が我が国の学術水準の向上・強化につながるのか】

(1) 日本の人文科学の国際的プレゼンス

本領域のように世界各国の研究者が競う研究課題は、日本の学術の国際的プレゼンスを高める好機となる。特

に、研究の主たる推進地である欧米において探索が進んでいないパレオアジアにあっては、日本の研究者は優位

性を有している。日本の研究者は、アジア各地の言語に通じる者が多い上、各地で関連するフィールドワークを

実施し原データを蓄積してきた実績がある。アジア各地で多様な分野のフィールドワークを展開し、一次情報を

蓄積してきたアジア唯一の国は日本である。

 この優位性を最大限に活用しつつ、国際的課題について成果を発信することは、日本の人文科学を国際的枠組

みに露出させ、評価、推進することにつながる。本領域の中心分野をになう考古学においては、特に東アジアを

専門とする研究者の活動は現状では必ずしも国際的であるとは言えない。本研究はそこに風穴を開ける機会を提

供する。

(2) 人文科学と異分野の融合

本領域は、考古学や文化人類学を中心とした人文科学諸分野を、フィールドワークと理論モデルの協同をとお

して自然科学分野と融合させることを目指している。後者には古気候学、年代学、分析科学等の分野も含まれて

いるが、特に強調したいのは、現象数理学との協同である。

 この分野は概念的な記述や複数の解釈が存在しうる証拠を扱うことの多い文化史研究において、厳密な数学的

理論モデルを構築し解析するものである。本領域に参加しているグループは、これまで文化変化（文化進化）や

文化の発現、伝達戦略の進化に関する論文を多数発表してきている数理モデル専門家であり、モデルの構築と解

研究領域全体に係る事項 
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析の厳密性は世界最先端にある。このことは、本領域の理論解釈に、理系諸分野からの批判に耐えうる精緻な論

理展開を与え、欧米で大規模に遂行されている遺伝学・生物学的進化研究に対して、本領域の文化史研究が一石

を投じるための大きな推進力となる。そして、人文と数学、という新たな融合の面白さを日本の文系世界に送り

出す。

【研究の学術的背景】

新人の出現については長らく世界各地の旧人から進化したとする多地域進化説が唱えられてきたが、1980 年

代末以降、遺伝学の急速な進展とともにアフリカ起源説が主張されはじめ、今日ではほぼ決着した状況にある。

アフリカからの拡散にあたって新人が各地の旧人と交雑（混血）したことも指摘されているが、旧人遺伝子の

寄与はわずかとされている（Prüfer et al. 2014）。
 これは生物学的な新人の起源に関する説明である。では、新人文化の起源はどうなのか。研究蓄積が豊富なヨ

ーロッパでは、アフリカからの拡散起点となった西アジア起源の文化が拡がったことが判明しているが、広大

なアジア大陸における実態は謎につつまれている。断片的研究によれば、新人拡散期にあっても、なお旧来の

文化が継続した例が中央アジア以東各地、特に、中国南部や東南アジアなどで繰り返し指摘されている。これ

らをもって、多地域進化説を再主張する研究者もいるほどである（Derevianko 2010 など）。新たなヒト集団が拡

散したはずなのに、なぜ、文化が変化しない（ように見える）地域があるのか。このパラドックスは、ヨーロ

ッパ偏重の新人拡散研究においては全く説明されていない。単純な回答は交雑・交流があったというものであ

ろう。しかし、なぜ一部では一気に文化が交替し、一部地域では交流がより進んだのかを説明する必要がある。

それには、具体的な実証データと多様性を裏付ける理論が求められる。本研究はそれをめざす。

本領域は新学術領域 2010-2014「新人ホモ・サピエンスと旧人ネアンデルタール交替劇の真相—学習能力の進

化モデル」（略称：「交替劇」、代表：赤澤 威）の一部の成果に基づき、それを発展させるものである。主なア

プローチの違いは次表に整理した。

交替劇（2010-2014） パレオアジア文化史学（本領域）

研究対象 アフリカとユーラシア西半の拡散期新人

およびネアンデルタール人

ユーラシア東半（アジア）の拡散期新人お

よび各種の旧人とその文化

研究目的 旧人・新人交替劇が生じた普遍的原因を探

る

旧人・新人「交替劇」の多様性が生じた原

因を探る

作業仮説 旧人・新人交替劇は学習能力の違いという

単一要因でおこった生物学的なプロセス

であった

旧人・新人「交替劇」は地域と時代によっ

て異なる要因でおこった歴史プロセスであ

った

研究方法 旧人・新人の脳形態、行動の違いなどを分

析し、両者の生得的な学習能力の違いを調

べた

新人が拡散時に採用した各種の対自然・対

社会（旧人）適応戦略を個別に分析し、「交

替劇」の多様性を説明する

先行研究では新人・旧人間の生物学的違いを強調したために、脳機能の優れた新人が高い学習能力によってア

フリカで高度な文化を発達させ、脳機能の低いユーラシア旧人を凌駕した、という短絡的な理解を生みかねなか

った。研究に参加した考古学者は旧人・新人の行動はそれぞれ時代的・地域的にきわめて多様であって、旧人の

行動 vs 新人の行動、という単純な図式では整理しがたいこと、また、ヨーロッパと西アジアのネアンデルター

ル人は、それぞれ異なったプロセスをへて絶滅していたことを明らかにした。さらに、予備的にアジアにおける

同時期の状況を調べたところ、東アジアではさらに違った交替劇が起こっていた可能性があることが示唆され

た。すなわち、生物学的交替と文化的交替の不一致である（西秋 2015）。 
 これらにもとづき、「交替劇」は地域と時代によって異なる要因でおこった歴史プロセスであったという発想

が得られた。旧人と新人をそれぞれ生得的に能力も行動も大きく異なる生物学的集団として対峙させるだけでは

なく、両者の生得的な違いは決定的なものではなく、かつ、状況に応じて多様な行動をとりうる集団、つまり、

現生の様々な狩猟採集民集団間のような関係とみる視点も取り込むことで、交替劇の実態をより正確に再構築で

きるのではないか。そのために調べるべきは文化であるにちがいない。それが今回の課題となった。
【引用文献】
Derevianko, A. P. (2010) Three scenarios of the middle to upper paleolithic transition: Scenario 1. Archaeol. Ethnol. Anthropol. 

Eurasia 38(3): 2-32. 
Prüfer, K. et al. (2014) The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains. Nature 505(7481): 43-49. 
西秋良宏（2015）（編）『ホモ・サピエンスと旧人 3—ヒトと文化の交替劇』六一書房
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２. 研究の進展状況［設定目的に照らし、研究項目又は計画研究ごとに整理する］（３ペー

ジ以内） 
研究期間内に何をどこまで明らかにしようとし、現在までにどこまで研究が進展しているのか記述してください。また、

応募時に研究領域として設定した研究の対象に照らして、どのように発展したかについて研究項目又は計画研究ごとに記述

してください。

■計画研究 A01「アジアにおけるホモ・サピエンス定着プロセスの地理的編年的枠組み構築」

【研究目的】旧人や新人がアジア各地に残した遺跡と化石人骨の位置・年代を詳細に定め、新人が拡散したルー

ト、時期に関する地理的編年的枠組みを構築する。それにもとづき、(1)生物学的な新人の定着と新人文化定着と

の一致・不一致ならびにその地理的変異を明らかにする。具体的には、拡散・定着期（約 10〜2 万年前）の遺跡、

化石人骨、文化層位、その年代等の具体的内容に関する文献情報、野外調査データ、新規年代測定結果を網羅的

に集成したデータベースを制作する。この結果を用いて、(2)地理的編年的枠組みを構築し、諸班連携のもと、ア

ジアにおける新人集団の定着と新人文化形成プロセスとの関係、およびその地理的変異を論じる。

【研究経過】データベース（PaleoAsiaDB）構築を中心に研究を進めた。 
(1) アジア諸地域の遺跡データを格納するための仕様を総括班と協同で設計、作成し、領域全体で共用できるよ

う運用した。

(2) 西アジア、中央アジア、東南アジアなど地域別に研究分担者、研究協力者らが分担して A02 研究者と連携し

つつ文献を収集・解析し、関係データを精査のうえ入力した。「石器技術モード」を体系的に調査し、アジア諸

地域間の多様性を統計的に分析した（B02 と連携）。 
(3)情報が少ない重要地域については遺跡の層位的発掘を実施し、年代測定試料、石器資料等を入手した。ウズベ

キスタン、イラン、パキスタン、アゼルバイジャンにおいて発掘調査を実施し、貴重な編年資料を入手した。ま

た、A03 と協同してオマーンでも発掘調査を実施した。

(4) 各地研究機関とのネットワークを活用し、上記各国のほか、ロシア、中国、韓国、オーストラリアで関係資

料を調査した。現地研究機関から提供を受けた資料の放射性炭素年代測定をおこなった。

(5) ポスドクの採用や公募研究の採択をとおして、自然人類学（形態、遺伝）、旧石器考古学を中心に研究組織を

強化した。

(6) 研究会等をとおして領域内他計画研究と連携をはかり、これらの成果を検討した。B01 とはシンポジウムを

共催し、集団の拡散と交替における考古学的、民族学的理解についてデータ提示、意見交換をすすめた。全ての

計画研究と連携した国際ワークショップを開催し、海外の関連研究者と情報交換をすすめるとともに成果発表の

準備を進めた。

【研究発展】これらの研究をとおして、データベース研究が軌道にのり、地理的編年的枠組みを構築し発展させ

る十分な素地を形成することができた。また、その予備的分析、特に石器技術モードの多変量解析を通じてアジ

ア新人文化形成プロセスの地理的多様性を定義する道筋をつけることができた。それにもとづき、研究項目 A
の他計画研究はもちろん、研究項目 B との融合研究も開始できた。

■計画研究 A02「ホモ・サピエンスのアジア定着期における行動様式の解明」

【研究目的】 アジアに新人が拡散・定着した頃の人類行動を示す考古記録を体系的に収集、分析し、パレオア

ジアにおける人類行動の地域性と変遷パタンを明らかにする。具体的には、アジアに新人が拡散・定着した頃の

人類行動を示す考古記録を体系的に収集すること、および考古記録の分析を通して過去の人類行動を推定するこ

と、である。そして、他の計画研究との連携を通して、パレオアジアにおける人類行動の地域性と変遷パタンを

明らかにすると共に、そのモデル化を最終的に目指す。

【研究経過】考古記録の収集とその解析を重点的に進めた。

(1) 遺跡調査をヨルダン南部、モンゴル北部、インドネシアのスラウェシ島、そして北海道東北部において実施

した。全ての調査地において旧石器時代の遺跡が発見され、当時の道具（主に石器）や食物残滓（主に骨や貝殻）、

装飾品（ビーズなど）といった考古資料を収集することができた。新学術領域ならではの成果として、他の計画

研究と共同の調査を行った。

(2) 遺跡調査で採取した遺物（石器など）や堆積物の分析を行い、道具製作・資源利用・居住・社会関係などの

行動様式を推定する研究を進めた。調査地において資料整理や分析を行ったほか、標本の一部を所定の許可と手

続きの下で日本に輸送し詳しい分析も行っている。

(3) 文献探査による考古記録の収集も進め、遺跡調査で得た記録の比較と解釈を行う基盤づくりを進めた。
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(4) 他の計画研究との連携を進め、現地調査・資料分析・論文発表・学会発表・国際シンポジウム開催など多方

面において共同の研究活動を進めた。

(5) 公募研究と博士研究員を採用して研究体制を強化し、行動様式の分析法を多様化させた。また、大学院生を

海外の遺跡調査に参加させたり、研究大会に招き、先端研究の現場と成果発表に触れる機会を設けた。一般社会

への情報発信においても、一般講演会を 8 回行ったほか、名古屋大学博物館において発掘資料の展示を行った。 
【研究発展】考古記録の収集とその解析は、計画に沿ってこれまで順調に進んだ。有機物や炭化物の残存状態が

悪い遺跡では、放射性炭素年代や骨の形態による同定ができないため、光ルミネッセンス年代測定や、骨のタン

パク質分析による動物種の同定という新たな方法を公募研究で採用するなどして対応した。これらの成果、特に

野外調査で得た資料にもとづいた学際的分析により、新人文化形成期の行動変化の具体像を示すことが可能にな

った。特に、ヨルダンにおける連携調査、意見交換によりうまれた研究項目 B との共著論文（Wakano et al. 2018）
は、新学術領域ならではの成果であり、アジア各地における新人の定着過程の比較とモデル化という最終目的へ

の見通しを得ることにもなった。

■計画研究 A03「アジアにおけるホモ・サピエンス定着期の気候変動と居住環境の解明」

【研究目的】アジアの新人の定着期（後期更新世）における、ヒトの居住環境と、その背景にある地域～広域の気候変動

に関する理解を促し、新人の文化形成を環境史に位置づけ、新人文化の形成プロセスの解明を目指す。新人のアジア

への拡散を理解するうえで重要な地域において、気候変動及び新人の居住環境を定量的に復元し、新人の移住・定住

に影響を及ぼす気候・環境因子を特定する。新人がどのように時代とともに刻々と変化する生活環境に適応し、独自の文

化を形成したかを解明することが、本研究の目的である。

【研究経過】イスラエル・ヨルダン・オマーン・パキスタン・ベトナム・モンゴルなどの海外研究機関と連携した「パレオアジ

ア古環境研究ネットワーク」を整備しアジア各地の考古学・古環境学研究者が連携し、現地調査・各種分析を進めた。

(1) 新人のアジアへ拡散の起点となるアラビア半島南東部（オマーン）・南アジア北西部（パキスタン）では、考古・古環境

合同調査を実施した(A01 らと共同)。オマーン・ワディ・タヌーフの渓谷では完新世初頭あるいは更新世の文化層が残さ

れている可能性がある洞窟・岩陰を発見した。

(2) ヨルダン南部で考古学発掘調査に参加、古環境解析・年代測定を担当した（A02 らと共同）。

(3) インドシナ半島南東部（ベトナム）、中央アジア（モンゴル）などの後期更新世の気候変動が十分に解明されていない

地域において、湖沼調査・湖沼堆積物の採集、その試料の地球化学・鉱物分析・古植生分析・年代測定などを実施し

た。ベトナム中部高原地帯の火山湖の堆積物の分析から、インドシナ半島内の最終氷期の気候変動の地域差、更新世

から完新世への移行期の地域的なズレが示唆された。新人の移住・定住について検討する際、気候変動の地域差を考

慮する必要性があることを再確認した。モンゴルでは、高い時間分解能で気候復元研究が可能な「年縞堆積物」を発見し

た。平成 30 年度以降に本格的な掘削・試料採集調査を実施することにした。 
(4) 西アジア、アラビア半島、南アジア等の乾燥地帯の編年構築や過去の環境復元を行うため、植物ケイ酸体の同位体

分析・炭素 14 年代測定、堆積物の光学特性分析など最先端の試料分析技術を開発した。研究組織の強みを発揮した

研究に着手する準備を進めた。

(5) 中期旧石器時代から後期旧石器時代の移行期の年代を明確にするために、骨・炭化物の炭素 14 年代測定法の再

評価を行うとともに、光ルミネッセンス年代測定（OSL）を行った。

【研究発展】研究項目 A 諸計画研究との連携調査の結果、鍵地域における新人文化形成期の古環境復元につい

て、具体的な分析資料、データを入手することができた。また、古環境データについて情報交換するネットワー

クを形成できたことにより、新人文化形成期のアジアを地理的に区分する素地を作ることができた。これは、ア

ジア交替劇多様性分析において大きな力になる。

■計画研究 B01「人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の文化人類学的モデル構築」

【研究目的】本研究では「集団」の接触によって生じる文化の変化と変容の動態とその原理を、生態学的側面と

社会的側面から明らかにすることを目指す。変化と変容を考古学(実証)で扱うことのできる物質的記録と関連づ

け、時代や地域に汎用的な数理モデルとの親和性を定量化を通して実現するため、民族・地域集団で継承、製作、

使用、流通してきた物質文化に着目したフィールド調査、国内外の博物館等に収蔵されてきた民族資料の熟覧調

査、民族誌、歴史史料の調査を行う。具体的な対象は、生業活動、生産活動、象徴行動、社会関係である。

【研究経過】既存の民族学資料、データの再解析、ならびにそれでは解決できない分野に関わる野外調査、文献

調査を実施した。

(1) 国立民族学博物館が収蔵する研究資料(狩猟具、運搬具等)の実見を通し、生態資源の獲得技術、道具の生産
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様式等に関する民族誌データの集積を進めた。重点をおいたのは、狩猟行動の進化解明に有効な狩猟具（槍、弓

矢、罠）のデータである。

(2) 1980 年代に収集された東南アジア諸民族の文化要素に関する大規模データを、B02 現象数理モデル研究者と

共同で解析した。ベイズ推定理論等の統計手法を採用し、民族誌データと考古学的データとの対照可能性につい

て検討した。

(3) 野外調査は三つの方針で実施した。a)東南アジア大陸部（タイ、ラオス）・島嶼部（フィリピン、マレーシア）、

中部アフリカ（カメルーン）においては、狩猟採集社会の生態資源獲得の技術や移動戦略について調査した。b)
南・東南アジアの境界領域（アッサム等）において、生態環境の遷移帯における生産技術の機序や生態資源利用

の多角化について調査した。c)中央アジアの地勢的境界地域（カザフスタン、クルグスタン、ウズベキスタン）

においては、集団接触による居住や信仰体系の変容について調査を実施した。

(4) 新人文化の特徴の一つにあげられる象徴行動について、主として生物図象の通文化的比較を通し、認知行動

の系統的変化と生態環境との関係について資料調査を行った。

(5) これらと並行し、公募研究者と博士研究員を採用し、民族誌データ研究と生態行動研究を推進するための機

能強化をはかった。その成果は国内外の学術誌、学術図書、学会等で発表するとともに、その一部を展示会等を

通して一般社会にも発信した。

【研究発展】最大の進展は、諸計画研究との連携が軌道にのったことにある。B02 とは民族誌データをモデルに

活用するための定量的研究手法開発の研究が進展した。一方、集団接触の際、文化に何が起こるのかについて計

画研究 A01 と具体的な比較対照研究を開始することができた。さらには、単純な石器技術が多様に展開すると

いう独特な考古学的記録が得られている東南アジア地域において、A01、またヨルダンで旧人新人交替期の遺跡

発掘を続ける A02 と連携した野外調査を実施する計画がすすんだ。 

■計画研究 B02「人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の現象数理学的モデル構築」

【研究目的】人類の拡散と定着、他集団との接触によって文化や行動に生じる変化を、数理モデルの構築・数学

解析・シミュレーションを用いて解析し、文化変化に与えた鍵要因およびその多様性を明らかにする。それにも

とづき、新人定着期に生じた文化変化の解釈としてあり得た論理的パタンを提示し、アジアにおいて見られる遺

伝子と文化の交替の不一致が起きるメカニズムを明らかにする。

【研究経過】数理モデルの構築と解析だけでなく、考古学・文化人類学との共同研究の推進にも重点を置いて研

究を進めた。

(1) 旧人との生態的競争、および文化獲得による環境収容力の増大の 2 つの要素を取り込んだ新人の分布拡大モ

デルを構築・解析した。その結果、新人の旧人生息域への分布拡大は、生物的・文化的に単一の進入波として起

こるのではなく、第 1 波と第 2 波が存在することが示唆された（「二重波モデル」）。このモデルの結果は、西ア

ジアからの新人拡散の考古学的知見をよく説明することが明らかとなった。以上の成果を、研究項目 A との共

著論文(Wakano et al. 2018)として査読付き国際誌に論文発表した。 
(2) 文化の多様性を数理的に扱うにあたり、東南アジア・オセアニア地域の民族誌データと、北米先住民の民族

誌データ、研究項目 A が作成中のデータベース（PaleoAsiaDB）を解析するため、数理モデル研究と統計解析研

究を行った。特に理論面においては、文化スペクトルの概念とその数学的解析手法を開発した。これらの成果を

ふまえ、統計解析を開始している。

(3) 欧米を中心として発表される膨大な旧人ゲノム解析研究の最新動向調査を行った。

(4) 集団間の文化的多様性が生じるメカニズムを解明するため、文化進化実験を行った。

【研究発展】個体数と文化の複合ダイナミクスの研究、ならびに多次元ベクトルによる文化の多様性モデルの研

究では当初の想定を上回る進捗が見られ、他のテーマについても概ね計画通り進んでいる。特に前者の研究から

から生まれた「二重波モデル」は、領域全体で共有する作業仮説として受け入れられた。種間文化交流モデルの

構築と解析については、計画研究開始直後の状態から大きく進展していないが、これは個体数と文化の複合ダイ

ナミクスを取り込む必要があると考えられたからであり、今後「二重波モデル」を拡張する形で、種間文化進化

モデルを開発していく見込みはすでに立っている。
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３. 審査結果の所見において指摘を受けた事項への対応状況（２ページ以内）
審査結果の所見において指摘を受けた事項があった場合には、当該コメント及びそれへの対応策等を記述してください。 

【領域全体】

(1) 「領域全体としての目標に照らせば、形質人類学や分子遺伝学等を専門とする研究者の参加について検討す

ることが望まれる。公募研究の募集に際しては、この点も踏まえた上で領域全体における公募研究の位置付け

や役割を明確に示す必要がある。」(留意事項) 
対応：計画調書においては、A01に形質人類学、B02に分子遺伝学を専門とする研究分担者を各一名含めていた

が、採択後、形質人類学研究者が2名（A01ポスドク、同公募研究）、分子遺伝学の研究者が2名（A01、B02、
共に公募研究）が加わり、計6名の自然人類学者が重要な立場で参画していることとなる。公募の際、計画研究

を補充、強化する分野と期したことが奏功したものと考える。

(2) 「毎年度同額の研究経費が計上されている費目が散見されるが、研究の進捗に応じて適切に見直した上で研究を

遂行することが望まれる」（審査意見）

対応：指摘にしたがい、研究の進捗状況、前年度の経費使用実績などを十分考慮して、2 年目の研究費使用計画

をたてた。その結果、計画研究ごとに効率的な経費使用がなされた。たとえば、初年度と次年度に、基本資料、

調査機器を集中的に購入し、それ以降は、調査データの整理等に要する人件費、成果公開のための海外派遣旅

費、国際ワークショップ等の開催経費にあてるなどの計画をたてた。

(3) 「領域全体として研究項目間・計画研究間の有機的な繋がりを構築するとともに、総括班を中心とするより精緻か

つ実行可能性の高い枠組みの確立が望まれる」（審査結果の所見）

対応：研究項目間・計画研究間の有機的つながりへの対応と現況については、「6.研究組織と各研究項目の連携

状況」の項で詳述する。一方、有機的繋がり、実行可能性の高い枠組み構築という点では、年2回の研究大会で

複数の計画研究による共同発表を義務づけるなどの試みをおこなった。成果の一つとして、アジアにおける新

人文化形成プロセスの多様性を説明するための仮説モデル（「二重波モデル」）を提示するにいたった。現在、

各計画研究が固有の切り口でもって、しかし一つの方向を向いてその検証、肉付けをおこなっているところで

ある。

【計画研究A01】 
「実施予定の考古学的研究の記述がやや具体性に欠けているため、発掘件数やその調査・研究内容を含め、よ

り詳細な計画と見通しをもって研究を遂行することが望まれる。」（留意事項）

対応：本計画研究の中心的役割は、アジアにおける新人定着期の遺跡や文化につき、地理的編年的枠組みを構

築することである。それに必要なデータを得るため、文献調査、資料調査、発掘調査などの計画をたて実行し

た。発掘は編年構築が特に遅れている地域で実施し、旧人新人関係の遺物、年代測定試料を入手することも目

的とした。その結果、調書に記載したウズベキスタン、イラン、パキスタンで発掘を実施した一方、アゼルバ

イジャンでも旧人遺跡の調査が実行でき、さらに公募研究でカザフスタンが加わることとなった。いずれも編

年研究が未発達の地域であるから、年代測定の結果は大きな意義をもつ見通しである。

【計画研究A02】  
「新人の行動様式の解析が主な目的とされているが、特に社会関係の解明が具体的にどのように達成されるの

か、より明確にすることが望まれる。」（審査意見）

対応：考古学記録の中には、集団の社会関係を示す証拠が少なくない。石器の製作技術の地理的異同などもそ

うであるが、特に研究に有効なのは、自己表現の手段としたり交換財にしたりする装身具、奢侈品である。そ

のため、本計画研究では旧人・新人遺跡で出土した装身具や黒曜石の原料産地や型式、集団間比較などをとお

して、新人文化形成期の社会関係を解明すべく研究をおこなった。B01文化人類学とは特に密な連携をもち、交

換をともなう社会関係の解釈について民族誌事例の参照をすすめた。

【計画研究B01】 
(1) 「フィールドワーク調査による文化人類学的モデルの構築が、本研究領域にどのような貢献をするのかが不明瞭な

ため、領域全体の主要テーマとの直接的な連携性を明確にし、領域全体における本計画研究の位置付けを再検討し
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た上で、フィールドワーク調査については厳選して実施することとし、研究経費及び研究者の人数等を適切に見直して

研究を遂行することが求められる。」（留意事項）

対応：文化人類学的モデルは民族・地域文化の諸相から引き出される個別性があり、時間や地域を限定した対

象には強みがある。一方で、数理モデルは時空間や対象を問わないが、人間の実際の行動の裏付けが希薄な変

数の動態でしかない。文化人類学的モデルや民族誌データを参照しながら数理モデルを構築することによって、

人間行動に関わる属性が変数やモデル式に加わることになり、考古学的な動態への適用も可能となる。したが

って、文化人類学的モデルや本研究計画が単独で領域内に位置付けられるのではなく、研究項目B全体としての

位置付けが不可欠であることを再確認したうえで、B02との共同研究を進めている。 
本領域の主要課題は、アジアにおける新人文化の多様性が生じた要因、言い換えれば、新人の拡散過程で、

アジアの諸地域では異なる石器文化が採用され、それが時間をかけて変化していく現象の説明である。そのた

め、変化の鍵をにぎるのが、西・南アジアから東南アジア、東南アジア大陸部から島嶼部、あるいは中央アジ

アから北東アジアにかけての境界領域である可能性が高い。すなわち生態環境の遷移帯であり、人類集団の拡

散が生態学的適応によるのか社会的適応によるものなのかが重要な論点となる。そこで、フィールドワークは

その具体像を探る上で必須の調査を厳選してすすめた。 

(2)「領域全体の研究推進に貢献するため、現存する歴史資料やエスノグラフィー、収蔵物等の分析によるモデル構築

に注力することも考慮されたい」（留意事項）

対応：1980 年代に日本の文化人類学者が集積した東南アジア諸民族の文化データを、B02 と共同して再解析し、

文化項目の相関関係に関する統計推定モデルの構築に着手した。B01 は分析の視点について領域の課題につな

がる知見を盛り込んでいる。例えば、データ中に含まれる東南アジア島嶼部からニューギニア地域のデータは

一括して扱われるのではなく、ウォーレス境界や言語族の下位区分による分類操作を行うことにより、生態学

的適応と文化基盤の相違のどちらが文化項目のセットに相関するのかといった問題を検証している。文化人類

学の分野での記述的研究や、文化人類学者が扱う初歩的な定量検定だけでは解析困難な課題であり、領域の本

領が発揮される連携研究となっている。

■計画研究B02「実証的解析と理論的解析の融合、及び、人間集団の文化・行動変化に関する多様なデータをど

のように現象数理学的モデルに組み入れるのかという点についてはやや不明瞭である。」（審査結果の所見）

対応：文化・行動変化に関する多様なデータを数理モデルに組み込むためには、その定量化が不可欠である。

人間集団の文化・行動は、無限の情報を持っているが、定量化に用いた基準以外の情報はすべて切り捨てられ

る。しかし、科学的方法論で人間の文化・行動を扱うためにはこの切り捨ては不可避であり、当該分野では標

準的方法である。現在、理論モデルで主として扱っているのは、民族誌や考古記録の0,1ベクトルデータ、すな

わち文化を文化要素に分割し、ある集団が文化要素を持つか持たないかの「あるなし」データを作成するもの

である。これによって、集団サイズや文化伝達の方法を推測することができる。

言うまでもなく、何を基準に文化・行動を定量化するのかは、何を研究したいか、どんなデータが利用でき

るかにかかっている。これらの点については民族誌や考古学の専門家との意見交換が必須であり、研究大会で

も複数回に渡ってワークショップを開催し、研究交流をはかっている。その結果、本領域の核となるような成

果がうみだされつつある。



- 11 -

４．主な研究成果（発明及び特許を含む）[研究項目ごとに計画研究・公募研究の順に整理す

る] 
（３ページ以内）
本研究課題（公募研究を含む）により得られた研究成果（発明及び特許を含む）について、新しいものから順に発表年次

をさかのぼり、図表などを用いて研究項目ごとに計画研究・公募研究の順に整理し、具体的に記述してください。なお、領

域内の共同研究等による研究成果についてはその旨を記述してください。記述に当たっては、本研究課題により得られたも

のに厳に限ることとします。

【計画研究 A01】アジアにおけるホモ・サピエンス定着プロセスの地理的編年的枠組み構築（代表：西秋良宏）

(1) データベース PaleoAsiaDBの構築（領域内共同研究）

田村光平・加藤真二・山岡拓也・西秋良宏（2018）「東アジア中・後

期旧石器石器群類型化の試み（第 2 報）」『パレオアジア文化史

学第 5 回大会』名古屋大学、2018 年 5 月 12 日–13 日。 
アジアの約 10 万〜2 万年前の発掘遺跡データベースを構築し

た。先行研究「交替劇」で作成した NeanderDB ではアジアは

遺跡名の列挙にとどまっていたが、これに詳細データ(3330 遺

跡、7300 文化層; 遺跡の緯度経度、文化層、出土石器群、人骨化

石、理化学年代など)を加えた。大きな特徴は、22 の石器技術モ

ードを用いて石器群の特徴を定量化した点である。予備的な多変

量解析によれば、アジアの石器群の複雑さには顕著な東西、南北

クラインが存在することがわかった。また、旧人期、新人進出期、定

着期で石器特性の変異型が地域によって違うこともわかった。この

結果は、新人文化形成プロセスの地理的多様性をユーラシア規模で定量的に解析しうる目処がたったことを示す。 

(2) 西アジア地域の旧人新人編年整理
Nishiaki, Y. and T. Akazawa (2018) The Middle and Upper Paleolithic Archeology of the Levant and Beyond. Singapore: 

Springer Nature. 218p. 
西アジア諸地域の旧人、新人遺跡に関わる最新の知見を整理、比較検討した。その結果、レヴァント地方の特

異な様相が浮かび上がった。従来、当地の中期旧石器時代は三時期に区分されており、それらは異なる人類集

団が時代を違えて継起していたという転換説の証拠とされていたが、整理、検討の結果、三期区分に合致しな

い石器群、すなわちモデルに疑問を投げかけるような発見がレヴァント地方で相次いでいることが明白となっ

た。このことは、旧人新人が長期にわたって共存していた可能性を強く示唆していると結論づけた。

(3) 公募研究

国武貞克：国武貞克・タイマガンベトフ ジャケン（2018）「カザフスタン南部カラタウ山地における旧石器時

代遺跡の探索」『旧石器研究』14: 33–50. 
『人類拡散ルート解明へ調査 カザフで遺跡群発見』読売新聞 2018 年 1 月 19 日 
 四つの公募研究が採択された。最も注目すべきは本研究である。本領域によるカザフスタン遺跡調査によっ

て、従来、未知であった旧人・新人交替期の遺跡が複数発見された。本格調査が予定されており、北廻りの新

人拡散ルート、時期同定に大きな貢献をなすことが大いに期待されることとなった。 

【計画研究 A02】ホモ・サピエンスのアジア定着期における行動様式の解明（代表：門脇誠二）

（1）新人の拡散・定着期の遺跡調査による考古記録の収集
Kadowaki, S. (2017) Technology of striking platform preparation on 

lithic debitage from Wadi Aghar, southern Jordan, and its 
relevance to the Initial Upper Palaeolithic technology in the 
Levant. Al-Rāfidān 38: 23–32 

新人の拡散・定着期（約 10 万～2 万年前）の遺跡調査をユー

ラシア各地で行い、道具（主に石器）や食物残滓（主に骨や貝

殻）、装飾品（ビーズなど）などの考古資料を収集した。人類

進化に関わる古い時代の遺跡は希少であるから、計画通りに遺

跡を発見・調査し、オリジナルの研究資料を収集できたこと自

体が大きな成果である。特にヨルダンでは、旧人がいた時期（中

部旧石器後期）から、その消滅期（上部旧石器初期）、そして

新人定着期（上部旧石器前期）の全考古資料をそろえることが

でき、旧人・新人交替劇における行動様式の変化を明らかにす

る世界的にも貴重な一次資料を得ることができた。

（2）考古記録の解析と行動復元の研究

遺跡調査で採取した遺物や堆積物の分析を計画研究 A01、A03
と連携してすすめ、人類行動の復元研究をおこなった。道具

ヨルダン諸遺跡で発掘した石器（総数約 1 万 5 千
点）。旧人がいた約 7 万前から、新人定着後の 1.5
万年前までの行動変化を調べうる。
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製作に関しては、新人定着期にユーラシアで流行した小石刃の出現過程および当時の古気候との関係を明ら

かにする研究を、ヨルダンとモンゴルの調査資料を用いて行った。資源利用についても、遺跡調査で収集さ

れた動物遺存体の同定や集計を行った。インドネシアの遺跡からは貝類遺存体が大量に収集され、太平洋域

に分布拡大した新人による海産資源利用の特徴を示すことができた。居住・移動や社会関係の研究は、遠隔

地物資や装身具の利用という点で成果が得られた。北海道の遺跡で見つかった黒曜石製石器や、ヨルダン内

陸部の遺跡から採取された海産貝殻（一部はビーズ）である。後者はそれぞれ 55km〜185km の距離を越えて

持ち込まれたことが判明した。新人が拡散した初期に、遠隔地物資や装身具の利用が発達した新たな証拠と

して論文発表の準備を進めている。

(3) 公募研究

中沢隆：Nakazawa, T., S. Kadowaki and Y. Nishiaki (2018) Mass Spectrometry of collagen preserved in Neolithic animal 
bones for the identification of species. The 66th ASMS Conference, San Diego, CA, June 3–7, 2018.受理 

過去の人類の資源利用に関する考古記録として動物遺存体は重要であるが、遺跡から見つかる骨は破片になっ

ていることが多いため、形態による種の同定が難しい場合が少なくない。そこで、遺跡から出土した骨のタン

パク質分析により、動物種の同定を行う研究を行った。現生標本を用いてヤギやヒツジ、ガゼル、ウシなどの

動物種を区別する基準を確立し、遺跡出土の古代骨についても種同定を行うことに成功した。

【計画研究 A03】アジアにおけるホモ・サピエンス定着期の気候変動と居住環境の解明（代表：北川浩之）

(1) レヴァント地方の気候変動復元

Kitagawa, H. ほか 4 名 (2017) Radiocarbon Chronology of the DSDDP Core at the Deepest Floor of the Dead Sea. 
Radiocarbon 59(2): 383-394. 

死海最深部で掘削された国際陸上科学掘削計画死海深層プロジェクト（ICDP-DSDDP）の掘削コア(ICDP5017-1)の分

析結果はレヴァントの気候変動を解明する鍵情報とされてきた。しかし、信頼できる編年が与えられておらず、その情報

を有効に利用できていなかった。本研究において、加速器質量分析法による高密度な炭素 14 年代測定をもとに、

ICDP5017-1 の過去 5 万年間の年代―深度モデルを構築したところ、ICDP5017-1 から推定された湖水準変動曲線に正

しい時間軸を与えることができ、レヴァント地方の乾燥・湿潤の変化が明らかになった。このデータは、新人の拡散、新人

と旧人の交代など、新人のアジアへの拡散に関する議論を格段に進める。この研究成果は、Quaternary Science 
Reviews の特集号として平成 30 年末を目処に出版される。

(2）インドシナ半島南東部の最終氷期以降の気候変動復元

Dang, P.X., H. Kitagawa ほか 2 名 (2016) A sedimentary record from a maar on the Pleiku Volcanic Field in the central 
Highland of Vietnam. The 6th Maar and Environmental Changes, Changchun, China, July 30-August 3（論文投稿中）。 

ベトナム中央高原の火山湖で採集した堆積物の各種分析の結果をもとにインドシナ半島南東部での最終氷期以降の

気候変動を詳細に復元した。インドシナ半島内の気候変動の地域差や更新世から完新世への移行時期の地域的なズ

レ、海水準変動によるスンダアイランドの消失に伴い引きおこされた可能性のある気候イベントなどが明らかになり、アジ

アにおけるホモ・サピエンス定着期（後期更新世）のインドシナ半島気候変動を検討するうえでの重要な成果である。

(3) 公募研究

勝田長貴：Katsuta, H. ほか 13 名 (2017) A higher moisture level in the early Holocene in northern Mongolia as evidenced 
from sediment records of Lake Hovsgol and Lake Erhel, Quat. Inter. 455(7): 70-81. 

新人の拡散の北方ルート、人類の寒冷適応などの理解を促すためには、後期更新世以降のアジア大陸内陸部の気候

変動についての解明が必要である。本研究では、モンゴル・中国の内陸部からの湖沼堆積物を対象として、アジア大陸

内部の完新世初期の水文学変化を論じるとともに、定量的な気候変動復元の方法論について多角的に検討した。A03
計画研究を補足する重要な成果である。

【計画研究 B01】人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の文化人類学的モデル構築（代表:野林厚志） 

(1) 人類集団の移動の様式に関わる生態・社会モデルの提示
Ikeya, K. (ed.) (2017) Sedentarization Among Nomadic People in Asia and Africa. Senri Ethnological Studies 95. Osaka: 

National Museum of Ethnology. 315p. 
狩猟採集民、定住・半定住型農耕民、遊動・移牧農耕民等の生態人類学的研究、民族誌データから得られる知

見を整理、比較検討した。その結果、アジアにおける人類集団の移動様式が、「乾燥・草原」型と「湿潤・森

林」型とに南アジアと東南アジアの境界領域を挟んで設定された。それぞれ、海岸適応と内陸適応が、移住(線
形・transhumance)と遊動(循環・nomadism)に対応するセトルメントパタンとして定義できた。これは、生態環

境の変化にともなう新人拡散の類型モデルにつながる成果として位置付けられる。高く評価する書評が文化人

類学における国際誌 Journal of Anthropological Research 74(1), 2018 に掲載された。 
(2) 象徴行動と生態環境との関係に関わる物質文化研究
Peng, Y. (2017) Plant utilization in decoration culture among the Pygmy hunter-gatherers in central Africa: In the Baka’s 

case of traditional medicine ornaments. The 2nd National Conference of Ethnoecology of China. Kaili, China, July 8–10. 
熱帯地域の狩猟採集民にみられる装身具と、彼らの生態学的環境と社会的環境との関連性を整理して議論した。

集団内の伝統的知識にもとづいて製作された植物性の装身具は、社会関係と社会的規範によって共有と使用の

範囲が制約されている一方、近隣の農耕民集団から入手した工業製品の装身具は誰でも共有と使用の対象とな
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ることを明らかにした。これは、新人拡散の過程における集団間接触による物質の伝播と社会関係との相関関

係を変数としてモデル化する上で重要な民族誌データと位置付けることができる。本研究に対して、中国第 2
回全国民族生態学大会の優秀論文賞が授与された。

(3) 公募研究

山田仁史：Yamada, H. (2017) Swan Maiden in Hunter-Gatherer and Horticulturalist Worldviews. The 11th Annual 
International Conference on Comparative Mythology, University of Edinburgh, Edinburgh, June 8–11, 2017. 

狩猟採集民や園芸農耕民の象徴行動、生業変容と定住化、ストーンボイリングをめぐる文化革新と退行問題に

ついて民族誌データを検討した。その結果、狩猟採集集団と農耕集団の自然認識には共通点と相違点があるこ

と、ストーンボイリングの受容や変革においても顕著な変異が見られることなどが明らかになった。

【計画研究 B02】人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の現象数理学的モデル構築（代表:若野友一郞） 
(1) 新人の生態文化的拡散モデル（「二重波モデル」）
Wakano, J. Y., W. Gilpin, S. Kadowaki, M. W. Feldman, and K. Aoki (2018) Ecocultural range-expansion scenarios for 

the replacement or assimilation of Neanderthals by modern humans. Theoretical Population Biology 119: 3–14. 
旧人と新人の認知同等性を前提として、個体数と文化が相互に影響しあいながらアフリカ発の新人がユーラシ

ア大陸へと分布拡大する数理モデルを考察解析した。その結果、速度の速い第 1 波がまず起こり、その後に第

2 波によって旧人を駆逐するというシナリオが提唱された。第 1 波は、新人が旧人とは異なる生態的地位（ニ

ッチ）に侵入する波である。生態学的な分布拡大と言える。第 1 波通過後は、部分的に共通するニッチを巡っ

て競争しつつも、旧人と新人の一時的共存が起きる。この段階では、両者の文化は等しい環境収容力を持つ。

第 2 波は、新人集団においてスキルを持つ個体密度が増加し、それによって実現される高文化高密度の新人が

分布拡大する波である。これは、文化的な分布拡大の波である。この解析結果はシミュレーションだけでなく、

反応拡散方程式の厳密な等速進行波解の数学に基づく。これを西アジア・ヨーロッパの考古学的証拠にあては

めると、新人拡大は 2 回あり、1 回目は 4.8 万年前頃（Emiran の拡散）、2 回目は 4.2 万年前頃（Early Ahmarian
の拡散）という既存の考古学的主張とよく一致することが明らかとなった。

(2) 文化の多様性を扱う 0,1 ベクトルモデル
Aoki, K. (2018) On the absence of a correlation between population size and toolkit size’ in ethnographic hunter-gatherers. 

Phil Trans R Soc B 373, 20170061. 
Kobayashi, Y., J. Y. Wakano, and H. Ohtsuki (2018) Genealogies and ages of cultural traits: An application of the theory 

of duality to the research on cultural evolution. Theoretical Population Biology. DOI:10.1016/j.tpb.2018.04.007 
B01 が所有する東南アジア・オセアニア地域、北米先住民の民族誌データ、計画研究 A01 が作成するパレオア

ジア DB を解析するため、0,1 ベクトルモデルの理論的解析を進めた。個体が持つ文化要素の平均数 Cind と、

集団に存在する異なる文化要素の総数 Cpop の期待値を、数学解析を行うことで導出し、それらが文化伝達の違

いによってどのように異なるかを明らかにした。また、「何年前に生まれた文化要素を保有する個体は何％い

るか」を示す齢―頻度スペクトルの概念を提案し、その数学的導出方法など、さまざまな理論的成果を得た。

今後これらの成果をデータ解析に適用する。

(3) 公募研究

太田博樹: Akiyama, T., .H. Ishida, and H. Oota (2017) An ancestral haplotype of the human PERIOD2 gene associated 
with reduced sensitivity to light-induced melatonin suppression. PLoS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0178373, 

東南アジア集団（480 個体）を SNP アレイにてタイピングした。また、縄文時代人骨から抽出した DNA を次

世代シークエンサにより解読した。この手法は A01 発掘のアゼルバイジャン古人骨の研究に適用される。 
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５．研究成果の公表の状況（主な論文等一覧、ホームページ、公開発表等）（５ページ以内）

本研究課題（公募研究を含む）により得られた研究成果の公表の状況（主な論文、書籍、ホームページ、主催シンポジウ

ム等の状況）について具体的に記述してください。記述に当たっては、本研究課題により得られたものに厳に限ることとし

ます。

・論文の場合、新しいものから順に発表年次をさかのぼり、研究項目ごとに計画研究・公募研究の順に記載し、研究代表

者には二重下線、研究分担者には一重下線、連携研究者には点線の下線を付し、corresponding author には左に＊印を付

してください。

・別添の「（２）発表論文」の融合研究論文として整理した論文については、冒頭に◎を付してください。

・補助条件に定められたとおり、本研究課題に係り交付を受けて行った研究の成果であることを表示したもの（論文等の

場合は謝辞に課題番号を含め記載したもの）について記載したものについては、冒頭に▲を付してください（前項と重

複する場合は、「◎▲・・・」と記載してください。）。

・一般向けのアウトリーチ活動を行った場合はその内容についても記述してください。

■計画研究 A01「アジアにおけるホモ・サピエンス定着プロセスの地理的編年的枠組み構築」
【発表論文】 計 29 件、査読 16 件

1. ▲*Nishiaki, Y. et al. (2018) Prehistoric caves and rockshelters in the Machay Valley, Surkhandarya, South Uzbekistan.
Rafidan 39: 31–41.

2. ◎▲*Nishiaki, Y. et al. (2018) Neolithic residential patterns in the southern Caucasus: Radiocarbon analysis of
rebuilding cycles of mudbrick architecture at Göytepe, west Azerbaijan. Quart. Int. 474: 119–130. 査読有

3. ▲*Nishiaki, Y. and H. Darabi (2018) The earliest Neolithic lithic industries of the Central Zagros: New evidence
from East Chia Sabz, Western Iran. Archaeological Research in Asia. https://doi.org/10.1016/j.ara.2018.02.002
査読有

4. ▲*Nishiaki, Y., et al. (2017) Natufian in the north: The Late Epipalaeolithic cultural entity at Dederiyeh Cave, northwest
Syria. Paléorient 43(2): 7–24. 査読有

5. ◎*Watanabe, Y., ..J. Takakura, et al. (2017) Development of teaching materials for international course students on the
ancient forest culture of the Hokkaido University Campus. Eurasian Journal of Forest Research 20: 27–38. 査読有

6. *Yamaoka, T. (2017) Shooting and stabbing experiments using replicated trapezoids. Quart. Int 442: 55–65. 査読有
【書籍】計 35 件
1. ▲*Nishiaki, Y. and T. Akazawa (2018) The Middle and Upper Paleolithic Archeology of the Levant and Beyond. 218p.

Singapore: Springer Nature.
2. ▲*Nishiaki, Y. et al. (2017) The Yabrudian industry of Dederiyeh Cave, Northwest Syria. In: Vocation Préhistoire –

Hommage à Jean-Marie Le Tensorer, pp. 295–304. Liège: Université de Liège.
3. Akazawa, T. and *Y. Nishiaki (2017) The Palaeolithic cultural sequence of Dederiyeh Cave. In: Quaternary of the

Levant: Environments, Climate Change, and Humans, pp. 307–314. Cambridge: Cambridge University Press.
4. *髙倉純（2017）「細石刃と細石刃技術―用語概念をめぐる問題点―」『旧石器時代の知恵と技術の考古学』：

61–74、雄山閣。
【国際学会発表】
1. ▲*Nishiaki, Y., Y. Kanjou and T. Akazawa (2017) The Yabrudian industry of Dederiyeh Cave, Northwest Syria.

International Conference: Vocation Préhistoire - Hommages à Jean-Marie Le Tensorer. Kaiseraugst, Basel, Switzerland.
June 7–9, 2017. 招待

2. ▲*Nishiaki, Y. (2016) The development of lithic industries in the earliest farming communities in the middle Kura
valley, Azerbaijan. The 8th International Conference on the PPN Chipped Lithic Industries of the Near East,
University of Cyprus, Nicosia, November 22-27, 2016. 招待

【ホームページ・新聞等】
1. ▲『アジアにおけるホモ・サピエンス定着プロセスの地理的編年的枠組み構築 2』

http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/paleoA01_2017.pdf 
2. ▲『アジアにおけるホモ・サピエンス定着プロセスの地理的編年的枠組み構築 1』

http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2016/08/A01-2016report.pdf 
3. ▲『パレオアジア文化史学第1回研究大会』paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/Proceedings_No01.pdf
【主催シンポジウム】
1. ◎▲『新人の拡散と先住集団との文化的交替：完新世考古学・民族学からみた展望』日本考古学協会セッシ

ョン、明治大学リバティタワー、2018 年 5 月 27 日。参加 140 名
2. ▲ International Workshop: Across the Movius Line-Cultural Geography of South and Southeast Asia in the Late

Pleistocene. INTERMEDIATEQUE, JP Tower Museum, Tokyo, November 18–19, 2017. 参加 90 名
3. ▲International Seminar: Ulanmulun Site and Palaeolithic Cultures in Asia. Ordos Museum, China, July 24, 2017
4. ▲『日本列島における新人文化の形成過程』静岡大学静岡キャンパス、2017 年 3 月 4 日。参加 30 名
5. ▲『東アジアにおけるホモ・サピエンス出現前後の考古学』同志社大学新町学舎臨光館 208 教室、2017 年 2

月 25 日。参加 70 名
6. ◎▲『パレオアジア文化史学第 1 回研究大会』東京大学小柴ホール、2016 年 11 月 5–6 日。参加 180 名
【アウトリーチ活動】展覧会、一般向け講演会など
1. 『トピックス展 3 万 5 千年前の狩猟具-静岡県沼津市土手上遺跡から出土した台形様石器の研究-』平成 28

年度静岡大学地域連携応援プロジェクト・ふじのくに地球環境史ミュージアム、2017 年 2 月 21 日–3 月 5
日。観覧 1101 名

2. 西秋良宏（2018）「北ユーラシアの旧人・新人交替劇―第 5 次ウズベキスタン旧石器遺跡調査（2017 年）」『考
古学が語る古代オリエント』池袋サンシャインシティ、2018 年 3 月 24–25 日。参加 120 名
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公募研究 
近藤修【発表論文】計2件、査読2件 
1. *Ponce de Leon, M.S., ... O. Kondo et al. (2018) Human bony labyrinth is an indicator of population history and dispersal

from Africa. PNAS doi.org/10.1073/pnas.1717873115 査読有
2. Kochiyama T, *N, Ogihara, ...O. Kondo et al. (2018). Reconstructing the Neanderthal brain using computational

anatomy. Scientific reports, 8: 6296.  DOI:10.1038/s41598-018-24331-0 査読有

国武貞克【発表論文】計1件、査読1件 
1. ▲国武貞克・タイマガンベトフ ジャケン(2018)「カザフスタン南部カラタウ山地における旧石器時代遺跡の探

索」『旧石器研究』14: 33–50. 査読有
【新聞】 

『人類拡散ルート解明へ調査…カザフで遺跡群発見』読売新聞 2018 年 1 月 19 日 
木村亮介【学会発表】計2件 
1. 木村亮介（2017）「バイカル古人骨のゲノム解析可能性調査」『パレオアジア文化史学第3回研究大会』国立

民族学博物館、2017年5月13–14日（予稿集25頁）

上峯篤史【学会発表】計4件 
1. 上峯篤史...王法崗(印刷中)「中国北部における現代人的行動の出現」『日本文化財科学会第 35 回大会発表資

料集』

■計画研究 A02「ホモ・サピエンスのアジア定着期における行動様式の解明」
【発表論文】計 39 件、査読 25 件
1. ▲ *Izuho, M.,…K. Takahashi et al. (掲載決定) Tolbaga Revisited: Scrutinizing occupation duration and its

relationship with the faunal landscape during MIS 3 and MIS 2. Archaeological Research in Asia. 査読有
2. ▲ *Izuho, M.,…Y. Nakazawa et al. (2018) New AMS dates from the Shukubai-Kaso site (Loc. Sankakuyama),

Hokkaido (Japan): refining the chronology of small flake-based assemblages during the early Upper Paleolithic in the
Paleo-Sakhalin-Hokkaido-Kurile Peninsula. PaleoAmerica, early view. 査読有

3. ◎▲ *Wakano, J.Y.,…S. Kadowaki,…K. Aoki et al. (2018) Ecocultural range-expansion scenarios for the replacement
or assimilation of Neanderthals by modern humans. Theor. Popul. Biol. 119: 3–14. 査読有

4. ▲ *Kadowaki, S. (2017) Technology of striking platform preparation on lithic debitage from Wadi Aghar, southern
Jordan, and its relevance to the Initial Upper Palaeolithic technology in the Levant. Al-Rāfidān 38: 23–32.

5. ▲ *中沢祐一（2017）「後期旧石器時代のヨーロッパにおける礫群―狩猟採集社会におけるストーンボイリ
ングの役割と意義―」『古代文化』63（3）：95–104。査読有

6.◎*Drucker, D.G.,…Y.I. Naito et al. (2017) Isotopic analyses suggest mammoth and plant in the diet of the oldest
anatomically modern humans from far southeast Europe. Scientific Report 7: 6833. 査読有

7. *Nakazawa, Y. (2017) On the Pleistocene population history in the Japanese Archipelago. Curr. Anthropol. 58,
Supplement 17: S539–S551. 査読有

8. *Ono, R. et al. (2017) Development of regional maritime networks during the early metal ages in northern Maluku
islands: a view from excavated pottery and glass ornaments. J. Island and Coastal Archaeol. 31(1):98–108. 査読有

【書籍】計 25 件 
1. ▲ *Kadowaki, S. (2018) Ahmarian or Levantine Aurignacian? Wadi Kharar 16R and new insights into the Upper

Palaeolithic lithic technology in the northeastern Levant. In: The Middle and Upper Paleolithic Archeology of the Levant
and Beyond, edited by Y. Nishiaki and T. Akazawa, pp. 105–116. Singapore: Springer.

2. *小野林太郎（2018）「海民の移動誌とその視座」『海民の移動誌－西太平洋のネットワーク社会』2–37、昭
和堂

3. *小野林太郎（2018）「先史オセアニアの海域ネットワーク－オセアニアに進出したラピタ人と海民論」『海
民の移動誌－西太平洋のネットワーク社会』292–314、昭和堂

4. ▲ *小野林太郎（2017）『海の人類史 東南アジア・オセアニア海域の考古学』、雄山閣、240 頁
5. ▲ *門脇誠二（2017）「ホモ・サピエンスの拡散と文化動態―西アジアの上部旧石器前半期の研究」『理論
考古学の実践 II 実践篇』：2–25、同成社

6. *Ono, R. (2016) Human history of maritime exploitation and adaptation process to coastal and marine environments. In:
Applied Studies of Coastal and Marine Environments, pp. 389–426. InTech Publisher.

【国際学会発表】 
1. ▲ Kadowaki, S. and Y. Nishiaki (2017) Dating cultural dynamics during the dispersals of anatomically modern humans

and agriculture in western Eurasia. 14th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, University of
Ottawa, Ottawa. 招待

2. Kitagawa, H. and K. Takahashi (2017) Evolution and immigration of Lower-Middle Pleistocene elephants of Japan and
Taiwan, VII International Conference of Mammoths and Their Relatives, National Museum of Natural Science,
Taichung, Taiwan.

【ホームページ】 
1. ▲『ホモ・サピエンスのアジア定着期における行動様式の解明2』

http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/A02_2017.pdf
2. ▲『ホモ・サピエンスのアジア定着期における行動様式の解明1』

http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2017/04/2756cc1cbf198d94586d91a777a1018a.pdf
3. ▲『パレオアジア文化史学第2回研究大会』

http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/Proceedings_No02.pdf
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【主催シンポジウム】 
1. ▲ International Workshop: Across the Movius Line-Cultural Geography of South and Southeast Asia in the Late

Pleistocene. INTERMEDIATEQUE, JP Tower Museum, Tokyo, November 18–19, 2017. 参加 90 名
2. ▲Biological and cultural transitions in the Middle and Upper Palaeolithic in West Asia: Perspectives from PaleoAsia.

Nagoya University, Aichi, February 11, 2017. 参加 60 名
3. ▲『パレオアジア文化史学第2回研究大会』名古屋大学、2017年2月10–12日。参加約200名
【アウトリーチ活動】展覧会、一般向け講演会など
1. ▲『人類を進化させた石器：アフリカと西アジアにおける原人・旧人・新人の遺跡調査』2018 年 2 月 13 日

–4 月 14 日、名古屋大学博物館
2. ▲ 門脇誠二他（2017）「ホモ・サピエンスの拡散・定着期における文化動態：南ヨルダン、カルハ山の旧石
器遺跡調査（2017 年）」第 25 回西アジア発掘調査報告会、池袋サンシャイン文化会館

3. 内藤裕一（2017）「古代人の暮し」『最新研究でよみがえる古生物・古人類のくらし』、名古屋大学博物館
4. ▲ Henry, D. (2017) 「ネアンデルタールとはどのような人々か？Rethinking Neanderthals」（同時通訳）、名古
屋大学博物館

公募研究・中沢隆 
【発表論文】計1件、査読0件 
1. ◎*中沢隆（2018）「旧石器時代の動物骨に関するタンパク質考古学的研究 」『考古学ジャーナル』708：

35–38
【国際学会発表】計3件 
1. *Nakazawa, T. (2017) Characterization of degradation profile of collagen in archaeological bone specimens. The 64th

ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics. Workshop 10. Art and Cultural Heritage: Mass Spec
Applications, Indianapolis, Indiana, USA.

【新聞】 
『たんぱく質で考古学』朝日新聞 科学の扉 2018年1月7日 

■計画研究 A03「アジアにおけるホモ・サピエンス定着期の気候変動と居住環境の解明」

【発表論文】計 32 件、査読 32 件
1. *Hasegawa, H. et al. (2018) Depositional ages and characteristics of Middle-Upper Jurassic and Lower Cretaceous

lacustrine deposits in southeastern Mongolia. Island Arc, doi.org/10.1111/iar.12243 査読有
2. *Li, Y.,...T. Tamura, et al. (2018) Quartz and K-feldspar luminescence dating of sedimentation in the North Bohai

coastal area (NE China) since the late Pleistocene. J. Asian Earth Sciences 152: 103-115 査読有
3. ▲*Kitagawa, H. et al. (2017) Radiocarbon chronology of the DSDDP core at the deepest floor of the Dead Sea.

Radiocarbon 59(2): 383-394. 査読有
4. *Tamura, T. et al. (2017) Luminescence dating of Holocene beach-ridge sands on the Yumigahama Peninsula, western

Japan. Geochronometria 44: 331-340. 査読有

【書籍】計 13 件 
1. *藤木利之他 (2016）『日本産花粉図鑑（増補・第 2 版）』北海道大学出版会, 1016 頁
2. *Kondo, Y. (2018) Oman National Heritage Inventory Project, Project Report of 2016-1017 Seasons. Unpublished report

submitted to the Ministry of Heritage and Culture, Sultanate of Oman, 46p.
3. ▲*Kondo Y., S. Kadowaki, Y. Nishiaki, et al. (2018) Ecological niche and least-cost path analyses to estimate optimal

migration routes of Initial Upper Palaeolithic populations to Eurasia. In: The Middle and Upper Paleolithic Archeology of
the Levant and Beyond, 199–212. Singapore: Springer Nature.

【国際学会発表】 
1. Kondo, Y. et al. (2018) Is ‘culture’ a buzzword? Ontological challenge of an interdisciplinary project on the cultural

history of early modern humans in Asia. The 46th annual conference on Computer Applications and Quantitative
Methods in Archaeology. Tübingen, Germany.

2. Kitagawa, H. (2017) A challenge toward improving radiocarbon chronology of lake sediment cores. Jeju World
Heritage Global Forum 2017 (Cheju, Korea) 招待

3. Miki, T., T. Kuronuma, and Y. Kondo, (2017) An analysis of spatial relationship between the Umm an-Nar type tombs
and reusing remains at Bat cemetery, Az-Zahirah, Oman. Seminar for Arabian Studies, 2017, London, UK.

4. Tamura, T. et al. (2017) Southwest Mekong delta: the last piece of the delta evolution puzzle and its implications to
recent shoreline erosion. JpGU-AGU, Chiba, Japan.

5. Kitagawa, H. et al. (2016) A sedimental record from a maar on the Pleiku Volcanic Field in the central Highland of
Vietnam. The 6th International Maar Conference, Changchun, China.

【ホームページ・新聞等】 

1. 活動報告・海外調査の状況及びデータ分析の方法に関して、一般向けのウエブで公表(http://leis21.net/)
2. 「パレオアジア文化史学第 5 回大会予稿集」

paleoasia.jp/wp-content/uploads/2016/08/pa5_all.pdf
3. 「アジアにおけるホモ・サピエンス定着期の気候変動と居住環境の解明 2」

paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/A02_2017.pdf
4. 「アジアにおけるホモ・サピエンス定着期の気候変動と居住環境の解明 1」

paleoasia.jp/wp-content/uploads/2017/05/e457a5aa389c4c783107f1334d0651f2.pdf
【主催シンポジウム】
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1. ◎▲『パレオアジア文化史学第5回研究大会』名古屋大学環境館、2018年5月12–13日。参加160名。

公募研究・勝田長貴 
【発表論文】計4件、査読2件 
1. *Katsuta N. ほか13名 (2017) A higher moisture level in the early Holocene in northern Mongolia as evidenced from

sediment records of Lake Hovsgol and Lake Erhel, Quart. Int. 455: 70-81. 査読有
2. *Katsuta N. ほか13名 (2018) Hydrological and climate changes in southeast Siberia over the last 33kyr. Global and

Planetary Change 164: 11-26. 査読有

■計画研究 B01「人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の文化人類学的モデル構築」

【発表論文】計 10 件、査読 8 件

1. *池谷和信・岸上伸啓・佐々木史郎・戸田美佳子(2018)「最近の狩猟採集民研究の動向」『国立民族学博物館

研究報告』42(3)：321-372. 査読有

2. *大西秀之 (2018)「ナーナイ系先住民の集落景観を形作った土地利用と生計戦略:景観に刻まれたソビエト体

制の展開と崩壊」『年報人類学研究』8：1-37. 査読有

3. *卯田宗平 (2017)「人・動物関係におけるリバランスという視座－中国と日本の鵜飼でみられるウ類への働き

かけの事例から」『環境社会学研究』23：20-33。査読有

4. *彭宇潔 (2017)「『女性のファッション』―バカ・ピグミーの刺青実践を事例に」『コンタクト・ゾーン＝Contact
Zone』9：331-346. 査読有

【書籍】20 件 
1. *Ikeya, K. (ed.) (2018) Beads in the world. Osaka: National Museum of Ethnology, Osaka. 136p.
2. *野林厚志編 (2018)『肉食行為の研究』東京：平凡社、494 頁
3. *Ikeya, K. (ed.) (2017) Sendentarization among Nomadic People in Asia and Africa. Senri Ethnological Studies 95.

Osaka: National Museum of Ethnology, 350p.
4. ▲*池谷和信編 (2017)『ビーズ』大阪：国立民族学博物館、136 頁

5. *池谷和信編 (2017) 『狩猟採集民からみた地球環境史―自然・隣人・文明との共生』、東京大学出版会、320
頁

6. *大西秀之 (2018)「アイヌ・エコシステムの舞台裏：民族誌に描かれたアイヌ社会像の再考」『寒冷アジアの

文化生態史』pp.25-47、古今書院

【ホームページ・新聞等】 

1. ▲「人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の文化人類学的モデル構築 2」
paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/B01_2017.pdf

2. ▲「人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の文化人類学的モデル構築 1」
paleoasia.jp/wp-content/uploads/2017/06/d26ef94067bb6752a5bb3fba0c6da14d.pdf

3. ▲『パレオアジア文化史学第3回研究大会』
paleoasia.jp/wp-content/uploads/2017/05/6c6a561df2e056ad144e5db903519d7d.pdf

4. ▲「旅・いろいろ地球人パレオアジア文化史学」
http://www.minpaku.ac.jp/museum/showcase/media/tabiiroiro/backnumber

5. ▲毎日新聞「パレオアジア文化史学」（2018 年 4 月 7、14、21、28 日）

【主催シンポジウム】

1.◎▲『パレオアジア文化史学第3回研究大会』国立民族学博物館、2017年5月13–14日。参加150名。
【アウトリーチ活動】展覧会、一般向け講演会など
1.『特別展 ビーズ―つなぐ・かざる・みせる』国立民族学博物館 2017 年 3 月 9 日〜6 月 6 日、来場 54,292 名

2. シンポジウム『先史人類の移動と人類博物館』国立民族学博物館 2018 年 3 月 22 日、参加 26 名

公募研究・山田仁史 
【国際会議】計 1 件 
1. Yamada, H. (2017) Swan Maiden in Hunter-Gatherer and Horticulturalist Worldviews. The 11th Annual International

Conference on Comparative Mythology, University of Edinburgh, Edinburgh, June 8–11, 2017.

■計画研究 B02 「人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の現象数理学的モデル構築」

【発表論文】計 12 件、査読 11 件
1. ▲*Satta, Y., N. T. Fujito and T. Takahata (in press) Nonequilibrium Neutral Theory for Hitchhikers. Molecular Biology

and Evolution. 査読有
2. ▲*Kobayashi, Y., J. Y. Wakano and H. Ohtsuki (2018) Genealogies and ages of cultural traits: An application of the

theory of duality to the research on cultural evolution. Theoretical Population Biology. DOI:10.1016/j.tpb.2018.04.007
査読有

3. ▲Wakano, J.Y., W. Gilpin, S. Kadowaki, *M. W. Feldman and K. Aoki (2018) Ecocultural range-expansion scenarios
for the replacement or assimilation of Neanderthals by modern humans. Theoretical Population Biology 199:3-14. 査読

有
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4. ▲*Aoki, K. (2018) On the absence of a correlation between population size and toolkit size’ in ethnographic
hunter-gatherers. Phil Trans R Soc B 373, 20170061. 査読有

5. ▲*Ohtsuki, H., J. Y. Wakano and Y. Kobayashi (2017) Inclusive fitness analysis of cumulative cultural evolution in an
island-structured population. Theoretical Population Biology 115: 13-23. 査読有

6. ▲*Fogarty L, J. Y. Wakano, M. W. Feldman and K. Aoki (2017) The driving forces of cultural complexity:
Neanderthals, Modern Humans, and the question of population size. Human Nature 28:39-52. 査読有

7. ▲*Kobayashi, Y., H. Ohtsuki and J. Y. Wakano (2016) Population size vs. social connectedness: A gene-culture
coevolutionary approach to cumulative cultural evolution. Theoretical Population Biology 111: 87–95. 査読有

【国際学会発表】 
1. Fujito, N., ... N. Takahata and T. Hayakawa (2017) Adaptive evolution of mental activity-related STX gene in the

out-of-Africa migration. Society for Molecular Biology and Evolution Meeting, Austin, USA
2. Fujito, N., T. Hayakawa, N. Takahata and Y. Satta (2016) “Risk conversion” hypothesis in human evolution.

International symposium on Evolutionary Genomics and Bioinformatics, 高雄（台湾）
3. Wakano, J.Y. (2016) “Traveling waves of cultural invasion” Japanese Society for Mathematical Biology, Kyushu

University 
【国内学会】 

1. 颯田葉子・高畑尚之 (2017)「ゲノム配列に基づく遠縁種間の分岐年代と共通祖先集団のサイズの推定」『日

本遺伝学会第 89 回大会』岡山大学津島キャンパス、2017 年 9 月 13–15 日

【ホームページ・新聞等】 

1. ▲一般向け解説動画 http://paleoasia.jp/research_projects/b02/（プロジェクト全体の説明と、その中で現象数理

学的モデルが果たす役割を動画で解説）

2. ▲『人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の現象数理学的モデル構築 2』
http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2016/08/B02.pdf

3. ▲『人類集団の拡散と定着にともなう文化・行動変化の現象数理学的モデル構築 1』
http://paleoasia.jp/wp-content/uploads/2018/04/B02_2016.pdf

【主催シンポジウム】

1. ◎▲『パレオアジア文化史学第4回研究大会』東京大学理学部、2017年12月9–10日。参加150名。

2. ◎▲International Workshop: Theoretical Models of Cultural Evolution during Modern Human Dispersals, Nov 27-29,
2017, Meiji University. 参加 40 名

公募研究・太田博樹 
【学会発表】計 4 件 
1. Oota, H. (2017) Is it sex-biased migration/admixture or social selection in population genetic structure in East Asians?

International Workshop: Theoretical Models of Cultural Evolution during Modern Human Dispersals, Meiji University,
November 27–29, 2017.

2. 太田博樹（2018）「バイカル古人骨のゲノム解析可能性調査」『パレオアジア文化史学第5回研究大会』国立

民族学博物館、2018年5月13–14日.
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６. 研究組織（公募研究を含む）と各研究項目の連携状況（２ページ以内）

領域内の計画研究及び公募研究を含んだ研究組織と領域において設定している各研究項目との関係を記述し、研究組織の

連携状況について組織図や図表などを用いて具体的かつ明確に記述してください。

【研究組織の構図】 

上に示すように、研究項目 A はアジア新人文化形成プロセスの解明に直接関わる先史考古学、古環境学など

フィールドワークで得られる実証的データの収集、分析分野の計画研究 A01-A03 で構成されている。一方、研

究項目 B はそれらのデータが示す新人文化やその形成プロセスの多様性を解釈するための理論構築に寄与する

計画研究 B01-B02、すなわち現代社会の参照データを分析する文化人類学、諸現象の連関を論理的に説明する

理論解析の研究分野で構成されている。公募研究は、各計画研究の守備範囲を補完、補強する分野を計 8 件採

択した（A01:計画研究が実施しない地域で実地分析を実施する考古学 2 件、化石人骨分析 1 件、古代 DNA 解析

1 件、A02:動物骨種同定分析 1 件、A03:計画研究が実施しない地域で実地調査をする古環境学 1 件、B01:計画研

究が実施しない地域を対象とする民族誌解析 1 件、B02:古代 DNA の解析と統計モデル発展 1 件）。

【連携の状況】 

1. 領域大会

年 2 回の研究大会を開催し、研究のすりあわせをおこなった。全ての研究代表者、分担者、公募研究者の発

表を義務づけ、研究の進捗状況の報告、意見交換の機会とした。

2. 連携発表

連携の素地が構築された 2 年目以降、上記大会においては複数の計画研究構成員からなる共著発表のセッシ

ョンを設けた。加えて「文化の定量化」というシンポジウムを開催し、多様な人文系データをいかに理論化す

るかという問題の議論と実践に努めてきた。

3. 連携研究会

領域全体で 21 回の研究会を開催した。このうち 5 回は融合的研究を含んでいる。

4. 連携野外調査

研究項目 A 内においては、多くの野外調査において異なる計画研究との協同が実現できた。一方、強調したい

のは項目 A、B 間の連携である。最も野外科学から遠いと思われるかもしれない B02 数理科学研究者が A02 野
外発掘に参加し、斬新な共同研究が結実した。今年度は A01 と B01、A02 と B02・A03 などの現地調査を予定

している。

5. 主な連携

次頁に各研究項目が連携してすすめている主たる研究課題を掲げた。以下、個別に説明する。

(1) A01-A02：アジア旧石器時代遺跡データベース PaleoAsiaDB は A01 を中心に構築している。データの大半は

文献情報であるが、A01 の原資料解析データも含む。加えて、A02 の野外調査、文献探査の成果なども含まれ

ている。一方、A02 は A01 データベースに搭載される遺跡分布、文献などの情報を行動研究に活用している。
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(2) A01-A03: A01 が構築する遺跡編年には理化学的年代測定が必須である。領域で入手した新規サンプルの放射

性炭素法、OSL 法などによる年代測定は原則として A03 がおこなっている。一方、A03 が実施する環境調査は

A01 や A02 が準備する野外調査、国際関係の元で可能になっており、相互に有効な連携が実現できている。

(3) A02-A03: A02 がめざす新人の行動進化の解明に必要となる古環境復元、原材料同定などの地球科学的分析は

A03 と共同で実施している。また、A03 にとって、A02 が提供する考古遺跡の堆積物が古気候の長期的復元に

絶好のサンプルとなっている。A01 と A03 の関係と同じく相互利益の関係を築いている。

(4) A02-B01: A02 は新人が発展させた社会関係の実態解明のため、B01 が提供する民族事例を参照しつつ考古学

遺跡から出土する装身具の分析をすすめた。B01 は A02 の成果を盛り込んで装身具をテーマとする展覧会を開

催した他、考古記録と比較できるような集団領域の検討を実施した。

(5) A03-B02: A03 は新人の拡散や文化形成の地理的変異を古環境復元を通じて解明しようとしている。そのた

め、B02 と連携して環境変動と新人に最適な拡散・居住域のシミュレーションモデル構築を進めている。一方、

B02 は A03 の提供する古環境モデルを利用して旧人新人のニッチ競合度の計算研究を実施している。

(6) A03-B01: 本領域が目指す文化形成パタンの多様性解明において広大なアジアのおおまかな地理区分は不可

欠である。A03 の環境データ、B01 の民族誌データを連携させ、生態環境の遷移帯を定める作業を実施してい

る。南・東南アジア間、北東・東南アジア間などでの違いを具体的に説明し、他計画研究に区分を提唱している。

(7) B01-A01: 両計画研究が連携し、異なる集団の接触と交替のパタンを、狩猟採集民間、狩猟採集・農耕牧畜

民間にわけて、考古学と民族学の事例比較研究を実施している。成果は日本考古学協会（2018 年 5 月）での共

同セッション、世界狩猟採集民会議（2018 年 7 月、マレーシア）での共同シンポジウム開催にまでいたっている。

(8) B01-B02: 多様な文化と多様な文化形成過程を理論化するには「文化の定量化」が不可欠である。そのため、

その方法論の開発、実践を連携しておこなっている。好適なのは近代化以前の民族誌データを活用することだ

が、記録の曖昧さも増大する。記録不備の可能性をも考慮にいれた厳格な統計分析手法を共同開発している。

(9) B02-A01: 上記、民族誌データの解析と同様、文化の定量化の問題は A01 考古学データにも適用される。そ

のため、PaleoAsiaDB に石器技術モードの 0,1 ベクトルを組み込んだ。これを用いて、A01 と連携して B02 理論

モデル研究者がアジア新人文化形成過程の地理的多様性が生じたプロセスについて統計解析をすすめている。

(10) B02-A02: 本領域の最終目的は研究項目 A と B の複数分野の研究を融合して、新人文化形成プロセスを実

証的・理論的に解明することにある。それぞれにおいて核となるのは A02 と B02 である。今回、両者を中心と

した全計画研究の連携研究によって、多様な文化の多様な形成プロセスを説明する考え方として「二重波モデ

ル」が提出された。そして、このモデルの検証と肉付けを本プロジェクト後半の検証課題とするにいたった。
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７. 若手研究者の育成に係る取組状況（１ページ以内）

領域内の若手研究者の育成に係る取組状況について記述してください。

【領域参加】 

若手（40 歳未満）研究者のポテンシャルを開発し、ステップアップを支援するため、全ての計画研究で関連

する若手研究者をポスドクや RA、研究協力者として加えた。 
A01: 古人類学担当のポスドク 1 名を雇用し、アジアにおける人骨化石の最新情報を収集させデータベース研究

を協同で行った。また、海外資料調査に派遣し出土人骨の同定、整理などに貢献させた。また、公募研究の一

つは、若手研究者による中国旧石器資料研究である。計画研究との共同研究により成長が期待される。

A02: 大学院生を RA（事務補佐員）として 1 名雇用し、研究の実際を学ぶ機会とした。また、考古科学担当の

ポスドク 1 名を雇用し、計画研究で得られた人骨、動物骨などの同位体分析を担わせた。海外研究機関との連

携も調整し、平成 30 年度にはドイツに約 3 ヶ月派遣する道筋をつけた。 
A03: 土壌・堆積物試料の地球化学分析及び古植物遺体分析を進めるために、それぞれ 1 名ずつの若手研究者を

研究協力者に加えた。平成 30 年度以降は、各地での野外調査の計画段階から関与させる予定である。

B01: 文化人類学担当のポスドク１名を雇用し、民族誌の中で考古遺物と対応しうる文化要素を抽出し、その地

域間変異を調べる研究に従事させた。海外調査にも同行し、研究を深めた。

B02: 現象数理学を専門とするポスドク 2 名を雇用し、文化のプロセスのモデル解析、文化人類学データの解析

をそれぞれ担当させた。また、研究協力者として若手研究者１名を迎え入れ、考古学データの統計解析を共同

で担当させた。

【研究発表と国際交流】 

 上記研究者だけでなく、大学院生等にも研究参加を呼びかけ、研究大会、各種研究会、野外調査等への参加

をうながした。下記のように多様な領域活動に参加する機会があった。

(1) 年 2 回実施する研究大会においてポスドク、研究協力者の研究発表を奨励した。その結果、計 18 本の若手

研究者の発表を得た。

(2) 本領域が主催する海外学術調査においてはあわせて延べ 35 名の若手参加があった。

(3) 研究機関間の調整をすすめた結果、2018 年度においては国際活動支援班の経費によって若手研究者をドイ

ツ、チュービンゲン大学に 3 ヶ月派遣し考古科学分析を推進させることを決定している。

【特記事項】 

B01: ポスドク彭宇潔が中国第 2 回全国民族生態学大会において優秀論文賞を授与された。 
Peng, Y. (2017) Plant utilization in decoration culture among the Pygmy hunter-gatherers in central Africa: In the Baka’s 

case of traditional medicine ornaments. The 2nd National Conference of Ethnoecology of China. Kaili, China, July 8–10. 
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８. 研究費の使用状況（設備の有効活用、研究費の効果的使用を含む）（１ページ以内）

領域研究を行う上で設備等（研究領域内で共有する設備・装置の購入・開発・運用・実験資料・資材の提供など）の活用

状況や研究費の効果的使用について総括班研究課題の活動状況と併せて記述してください。

【総括班活動と領域経費】 

 領域全体で効果的な経費使用ができるよう、共通経費は可能な限り総括班から支出した。たとえば、各計画

研究代表者が主催する領域会議のポスターや要旨集などの印刷費、あるいは、その周知にかかわる経費などで

ある。本領域は個別の大型装置を必要とする研究ではないが、計画研究全てに共通するような設備・装置等と

しては領域データベースを管理するサーヴァーがあげられる。その設置、費用負担はデータベースを主管する

A01 と調整のうえ、適宜おこなった。 

【設備等の活用状況】 

備品とされた設備は次のとおりである。総括班、国際活動支援班、A01 は該当なし。 
A02: 「トータルステーション（SOKKIA 製、CX-107F）」「遺構実測支援システム（CUBIC 製、遺構くん）」 

遺跡とその周辺地形の測量や発掘区の設定、遺物の3次元位置の詳細な記録、また堆積物セクションの迅速な

記録化のために購入した。ヨルダンの遺跡調査で使用している。これは類似した野外調査を実施するA01、A03
でも共有される。

A03: 分析、計測機器 
「ガス注入システム」は、効率的な放射性炭素年代測定を実施するため新型を導入した。

「地形調査用 UAV」はいわゆるドローンである。地形、古環境をデジタル解析するのに使用している。 
「顕微鏡デジタルカメラ」は花粉の同定に用いている。

「安定同位体比分析用前処理装置」は、放射性炭素年代測定に用いるほか、遺跡出土の人骨、動物骨などを分

析して古環境や食性を同定する際にも用いている。

以上の備品は、本計画研究の資料分析、野外調査を効果的に進展させるのに欠かせない。また、既に、A01、
A02 の提供する資料、遺跡調査でも活用されている。 

B01: 「西洋図書一件（シェンク編『怪物史』」

 本資料は、自然に関する近代的な知識が蓄積されはじめた近世ヨーロッパに刊行された百科資料であり、人

間が新たな自然環境へ移動することによって得られた経験から、既存の知識が書き換えられてゆく過程が、動

物や植物の具体的な図像として表れている。同時代前後の類書のデータと比較し、自然環境と人間の想像力と

の関係の変容を分析するための一次資料として、B01 における象徴行動の変容の研究には極めて重要な資料と

位置づけられる。１つのページに挿図が多層的に貼りあわされた構造になっている等、特殊な製本のため、実

物を分析することが不可欠である。民族誌データと相互検証し、B01 内での共編の成果を準備中である（『＜自

然＞の内と外』（仮題）』勉誠出版、2019 年）。また、2019 年に、国立民族学博物館で開催予定の国際シンポジ

ウム(‘Nature and the Human Imagination’仮称)では、本資料も含めた図像分析のセッションを実施する予定であ

る。

B01:「ワークステーション」 
 計画研究 B01 では、民族誌データベースについて B02 数理モデル研究者と共同で高度な統計的、数学的解析

を実施する。それらを効率的におこなうには高スペックのパソコンが不可欠であり、本件はそのために導入し

たものである。
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９. 総括班評価者による評価（２ページ以内）

総括班評価者による評価体制や研究領域に対する評価コメントを記述してください。

【考古学的観点】 

小野 昭（首都大学東京・名誉教授） 

本研究領域は、アジアにおける新人文化形成のプロセスに関する総合研究である。先行した新学術領域 2010
－2014（略称「交替劇」代表：赤沢威）の一部の成果に基づくテーマの新しい次元における発展的展開を目指

している。従来と異なる固有の特性のキーワード群は、１）新人の拡散・定着における文化史的観点の強化、

２）形成のプロセス、３）日本の歴史系人文科学（特に東アジア先史学を専門とする考古学）の国際的情報発

信の強化、と括ることができる。全体評価の体制は、過去の人類と自然環境をめぐる実証的分析と、民族誌調

査と現象数理解析の現在分析との統合とバランスを考え、定期的に点検する評価のシステムが健全に機能して

いる。

研究領域では特に A01 についてコメントをしておく。データベースの構築と調査が進捗しているが、プロジ

ェクトの後半に向かって、形成のプロセスを可視化するために、１）データベースの蓄積と共に、別途、対象

とするアジア全体を地域区分した 1 枚の大づかみな編年表を作成されることを勧めたい。プロセスの解明は詳

細な数値年代（特に放射性炭素年代）のある程度まとまった数が必要であるが、どこのフィールドも平均的に

入手できるわけではない。編年表に数値年代がどの程度入れ得るのか、相対編年も不充分にしか整備できない

地域状況等、一目にして分かるのが伝統的ではあるが 1 枚の編年表に現れる粗密の網の目である。２）興味あ

る二重波モデルが提起されているので、東アジアでもっとも精細な後期旧石器時代の編年が出来ている日本列

島の事例と他の東アジアの比較論の検討も期待される。３）全体の成果は Springer のシリーズで計画されてい

るが、特に東アジアの旧石器研究を専門とする参加研究者は、シンポジウムや一般発表に散発される形でなく、

まとまった Volume の刊行の可能性も検討されたい。 

【形質人類学的観点】 

木村 賛（東京大学・名誉教授） 

 本領域研究は、更新世アジアにおける新人文化の展開を、実証的資料の蓄積とこれに関する理論解析との共

同作業により解析する試みである。遺跡数と化石人骨の密度の高いヨーロッパと比較し、広大なアジアにおけ

る遺跡の調査と人骨発見はまだ密度が低く、また地域および時代においての多様性が大きい。そのため世界的

にみてもまだ未分明なところの多い領域であるが、そのなかでも本研究に集結した研究者のこれまでの寄与は

大きかった。本研究活動によって、その多様性を認めながら包括的な道筋を立てるための研究がさらに進んで

きている。

本研究ではまず、既存データの集積データベース化と新たな遺跡等の積極的調査実施とにより、実証的デー

タを急速に増加させている。また、本研究内の研究課題別グループ間の有機的協力体制がとくに最近 1 年の間

に深化が進んでいる。たとえば、研究会においての発表や発掘現場での作業などを異分野研究者が共同で行う

取り組みなどが進み効果を持ち始めている。初期の構成メンバーに少なかった形質人類学(人類遺伝学を含む)
の研究者が公募研究などにより増加し、文化を担うヒトそのものの研究の厚みが増した。新しい試みとして、

石器技術モード体系の導入による比較の試み、数量化して量的検証と理論解析を可能とするための 0,1 ベクトル

データ化の試み、新人の分布拡大における二重波モデルの提唱、など多様な文化変容を統一的に把握する試み

に指針ができてきた。今後の発展に大変期待を持てる。

【文化人類学的観点】 

内堀 基光（一橋大学・名誉教授/放送大学・名誉教授） 

ここでは、本領域開始から 2 年間の研究項目 B（理論分野）の研究進展状況を半ば外部半ば内部の視点から

秤量することにしたい。

項目 B は文化人類学の観点からの文化変化のモデル構築を目的とする計画研究（B01）と現象数理学を用い

てのモデル構築を目的とする計画研究（B02）からなる。これら 2 計画における個別研究と連携研究は、先史学、

考古学を中軸とする領域研究全体の中で、文化変化の駆動要因と、変化範囲の限界についての理論的枠組を提

供するという枢要な役割をもつと期待されている。進行しつつある個々の研究者による研究のすべてがこの期

待される役割に沿っているとまではいえないものの、B01 における研究は、主として物質文化の諸要素の実態

に関し、これまでに蓄積された資料の実見と現地調査での観察により着実に進められている。理論面で注目さ
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れるのは民族文化における道具のインベントリーの数量的観察、および道具を部品へと分解することによる数

量化の試みである。これらの試みはパレオアジアで本来研究対象とされる狩猟採集活動における文化を分析的

に考察する上で、初発段階ではあるといえ、不可欠の作業だと評価しうる。一方、B02 においては、文化の伝

承という過程に関して、可能な複数の数理的モデルが提示されつつあり、文化進化学の分野における理論面で

のフロンティアを拓く役割を果たしている。なかでもここから生まれたユーラシアへの新人進出に関わる二重

波(二段階移動)モデルは、人の移動と文化の伝播・交替との間の時間的ラグを表現しており、現実のパレオアジ

ア文化史の特徴の一端を説明する枠組として、大きな独自性をもたらす可能性のあるモデルである。これを項

目 A に所属する各計画研究によって実証的に検討することは、領域研究全体にとってこれからの指針となりう

るだろう。これと並んで、1980 年代に国立民族学博物館で行われた共同研究の成果である「東南アジア・オセ

アニアにおける諸民族文化のデータベースの作成と分析」に対して、B01 と B02 が連携して、その意義と限界

を検証しつつあることも、文化の伝播と伝承に関わる具体的広がりと理論の接合面を開拓する点で意義が大き

い。

【先史人類学的観点】 

Ofer Bar-Yosef（米国・ハーヴァード大学・人類学部・教授） 

   In evaluating the potentials of the proposed project of PaleoAsia, we take into account the expected results to be 
measured by the significance and feasibility obtained by focused studies measured by international criteria. Employing the 
evidence for the use of diverse modern human cultures and the variable formation processes will create the necessary 
intellectual atmosphere for achieving the new goals of the proposed projects. Dividing the targets of this multi-aimed 
project by the organizers secure the success of the designed research. Concentrating on the issues directly related to the 
Middle Paleolithic, the diversity of Paleolithic cultures and their different rate of survival, are currently among the most 
intriguing issues in world prehistory. Each of these topics requires an in-depth discussion. Undoubtedly the PaleoAsia 
Project will study the archaeological and environmental data that will allow us to test this model and whether it explains 
the regional cultural diversity of social formation processes of modern humans in Asia. Moreover, we need in this domain 
to be more specific.  
   We should note that the term "East Asia" is more comprehensive than the common use of this term. It includes a region 
where Neanderthals and other hominids were present, according to the common types of Middle Paleolithic industries. 
Explaining the differences between the two kinds of eco-cultural adaptations of Neanderthals versus Modern humans is an 
attractive proposal.  
   In addition to the theoretical issues related to different types of hominids, one needs to consider the feasibility of this 
project. The theoretical as well as practical aspects of this project are well thought out, and the large team of experts 
involved is capable of successfully obtaining these goals. The methodology, combining data collection in the field along 
with the detailed analysis of case studies will enhance our insight into human evolution and its variability during the 
Middle and Upper Paleolithic periods. I am confident that the project in the next three years will open new avenues of 
research and interpretations. 
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10. 今後の研究領域の推進方策（２ページ以内）

今後どのように領域研究を推進していく予定であるか、研究領域の推進方策についしてください。また、領域研究を推進

する上での問題点がある場合は、その問題点と今後の対応策についても記述してください。また、目標達成に向け、不足し

ていると考えているスキルを有する研究者の公募研究での重点的な補充や国内外の研究者との連携による組織の強化につい

ても記述してください。

■領域の推進方策

本領域は複数分野の融合を推進している。そのために重要なのは、異分野の研究独立性を尊重すること、その

うえで、それらの成果を統合することである。元来、領域推進に有効な研究分野のみで構成された領域であるの

で、前者については全く問題ない。各計画研究は進捗状況に鑑みた調整を加えつつ計画にしたがって研究を進め

ていく。一方、後者については、前半期の連携研究をへて生まれた理論モデルの検証と肉付けに向かって全ての

計画研究を収斂させていく。そのモデルを「二重波モデル」と命名した（下図左）。

「二重波モデル」の検証と肉付け

本領域の出発点は、新人の拡散と各地における新人的文化の発現時期が一致している地域と一致していない地

域がある、アジアでは後者の地域が目立つ、という先行研究で得られた予察にある（西秋 2015）。それを実証的

に裏付け、なぜそのような多様性が生まれたかを理論的に知りたいということから出発した。

そこでうまれた「二重波モデル」は、ヒトの拡散と文化の定着が二種類の波で生じたと考える（下図左；Wakano 
et al. 2018）。第 1 波は異なるニッチへのヒト集団の生態的侵入、第 2 波はニッチを問わない文化的侵入である。

旧人新人交替劇について言えば、第 1 波においては旧人と新人の共存が生じるが、第 2 波においては棲み分けが

ないため、新人による旧人の駆逐が生じる。第 2 波による交替が可能になったのは高いスキルをもつ集団の人口

が増加したことが原因だと予測されている。

このモデルは、新人の拡散（生物学的には分布拡大）を人口学的・生態学的・文化的パラメータを使ってモデ

ル化したもので、拡散と先住集団の人口関係を反応拡散方程式系の等速進行波解として解析されている。数学的

にはたいへん複雑であるが、簡潔に言えば、「ヒトと文化の交替劇」（西秋 2015）、すなわち新人の侵入（第 1 波）

と新人文化確立（第 2 波）の時間差の変異を議論するわけであるから、本領域の核心となりうる考え方を提示し

ている。第 1 波と第 2 波の間の時間的ギャップが各地の交替劇の多様性を生んでいるのではないかという説であ

る。なぜそうしたギャップがうまれたり、うまれなかったりしたのか。特に焦点となるのは、異なる集団が共存

できるほど異なるニッチが拡散先に存在したのか、ニッチ競合した際に勝ち抜く文化的練度がいかに達成された

のかなどであろう。現況モデルはデータ豊富なヨーロッパと一部の西アジア地域の研究成果に基づいたものであ

るので、アジア各地における変異については今後、検証、修正していく（上図右）。

 本モデルが有効なのは、本領域が取り組む実証データで検証可能だという点にある。すなわち、考古学、古環

境学、文化人類学など全計画研究が各自の方法によって参入できる。以下、今後の研究方向を例示する。

【計画研究 A01】第 1・第 2 波の時間差にもとづく地域パタンの定義。PaleoAsiaDB を発展、活用し、アジアに

おける地理的多様性を定義する（上図右）。  
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【計画研究 A02】第 1・第 2 波の間におこった新人の行動復元。具体的な行動変化を重点的な野外調査にもとづ

いて論じる。

【計画研究 A03】第 1・第 2 波の古環境相関。各波が古環境の変動と相関していたかどうかを見極める。 
【計画研究 B01】 第 1・第 2 波の民族誌的事例の提示とその変異の解釈。本モデルに類似した現象は、民族誌

的現在においても多々あったと想定される。そのような事例を分析し、変異の背景を解釈してパタン化する。

【計画研究 B02】 理論モデルの強化。上記諸計画研究との密な連携をとおしてモデルを検証、発展させる。必

要ならば訂正し、新規のモデルを提出する。

文献：

西秋良宏（2015）『ホモ・サピエンスと旧人 3—ヒトと文化の交替劇』六一書房 
Wakano, J.Y., W. Gilpin, S. Kadowaki, M. W. Feldman, and K. Aoki (2018) Ecocultural range-expansion scenarios for the 

replacement or assimilation of Neanderthals by modern humans. Theoretical Population Biology 199: 3-14. 

■領域内評価を受けて

これまでに生じた問題点は容易に修正できるものである。したがって、特記すべき事項はない。

一方、領域内評価担当からたいへん有益なコメントを得たので、それらを踏まえ、領域の推進に継続して取り

組んでいく。指摘には全て対応するが、新たな発想を得たのは、複数の委員から指摘のあった「東アジア」とい

う視点である。本領域において、すでに論じているように、東と西アジアでは、新人文化の内容もその形成プロ

セスはかなり異なっていたように見える。東と西の文化対比の背景というのは古くから関心を集める問いかけで

あるが、決定的な答えはない。時代や対象をしぼって文化動態多様性のメカニズムを探る本領域は、その議論に

新機軸を提示できるのではないか。その可能性を追求していきたい。

■組織の強化

(1)公募研究

前半期においては、公募研究の応募、採択件数が期待を下回った。その最大の理由は、募集の際、領域ホーム

ページ以外で全く周知をおこなわなかったことにあると考える。周知しなかったのは、募集の公平性と領域とし

ての周知手段が全く不明だったためである。にもかかわらず、各計画研究を補足する分野を採択できたことはさ

いわいであるが、関係学協会、機関に公募の案内を出すことは問題ないとの指摘を得ているので今年度は周知を

徹底し、さらなる領域の強化を達成する公募研究を増大したい。特に強化したいのは、計画研究が扱わない地域

において実地調査をおこなう研究、文化データを解釈するために新たな切り口から理論モデルを提出できる研究

である。また、上記評価もふまえ、東アジアを対象とする公募研究を歓迎したい。

(2)海外連携

2018 年度以降は全領域参加の国際会議開催を予定している。その際、海外評価委員から国際的観点にもとづ

く評価コメントが提出されるため、それをふまえて、さらに全体計画を進めていくことを決定している。


