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時間 分 プログラム ［詳細次頁～］ 備考

受付 12:30-12:55 25 出欠確認・ポスター提出

公募研究

口頭発表

13:00-13:05 5 岡ノ谷領域代表 開会挨拶

各発表は7分弱でお願いします。

発表資料切り替えは事務局が行います。

 Q&Aはポスターセッションで個別にお願いします。

スケジュールが押した場合、休憩時間で調整します。

13:05-13:49
7X5名
9

A01公募研究班 口頭発表
藤田班代表 コメント

13:49-14:33
7X5名
9

B02公募研究班 口頭発表
井原班代表 コメント

14:33-14:42 9 休憩

14:42-15:33
7X6名
9

B03公募研究班 口頭発表
小林班代表 コメント

15:33-16:24
7X6名
9

C01公募研究班 口頭発表
橋本班代表 コメント

16:24-16:33 9 休憩

16:33-18:00
7X11名
10

B01公募研究班 口頭発表
岡ノ谷班代表 コメント

ポスター発表・
懇談会

18:00-20:00 120
公募研究班 ポスター発表
立食・懇談会

懇談会費：無料

新学術領域 「共創言語進化」 第3回 領域会議
Evolinguistics

【会場】東京大学駒場Iキャンパス
21 KOMCEE WEST 13:00-18:00 B1F レクチャーホール・18:00-20:00 B1F MMホール

https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_55_j.html
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タイムテーブル

班 氏名 所属 職名

13:00 - 13:05 5 領域代表 岡ノ谷　一夫 東京大学・大学院総合文化研究科 教授 開会挨拶

13:05 - 13:12 7 宇野　良子　　 東京農工大学・工学研究院 准教授 実験室の言語進化と理論言語学をつなぐ新造語の研究 1

13:12 - 13:19 7 尾島　司郎 横浜国立大学・教育学部 准教授 多言語能力への生物言語学的アプローチ 2

13:19 - 13:26 7 那須川　訓也　　　 東北学院大学・文学部 教授　　　 併合と音韻範疇 3

13:26 - 13:33 7 川原　功司　　　　 名古屋外国語大学・外国語学部 准教授 進化言語学における間投詞の意味・機能・構造・音声 4

13:33 - 13:40 7 中井　智也　　　 情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター 研究員
言語と音楽の階層的神経情報表現に関する定量モデル

の構築
5

13:40 - 13:49 9 藤田　耕司 京都大学　 教授 班代表コメント

13:49 - 13:56 7 鈴木　匡子　　 東北大学大学院・医学系研究科 教授 損傷脳から見たヒトの発話の神経機構 17

13:56 - 14:03 7 中橋　渉　　　　 早稲田大学・社会科学部 講師 文化技術の構造から言語進化を探る 18

14:03 - 14:10 7 野崎　一徳　　　　　　 大阪大学・歯学部附属病院 助教　
摩擦子音を含む音節の構音に必要な解剖学的・物理的

条件
19

14:10 - 14:17 7 松前　ひろみ　　　　　　 東海大学・医学部基礎医学系 助教
Complex human histories of Northeast Asia

revealed by correlations between genes,

languages, and music

20

14:17 - 14:24 7 和田　幹彦　　　　　　 法政大学・法学部　　 教授　　　
ヒトの言語進化と法進化の連動性研究：言語・道徳・法

の進化と実証的「神経法学」
21

14:24 - 14:33 9 井原　泰雄 東京大学・大学院理学系研究科 講師 班代表コメント

14:33 - 14:42 9 休憩

14:42 - 14:49 7 明地　洋典 東京大学こころの多様性と適応の統合的研究機構 助教
コミュニケーション意図の推論とその非定型性に関する定

量的検討
22

14:49 - 14:56 7 開　一夫　　　　　　　 東京大学・大学院総合文化研究科 教授
音声とジェスチャーの分節化：発達認知脳科学的手法に

よる相互発達過程の解明
23

14:56 - 15:03 7 吉村　優子　　　　　　 金沢大学・人間社会研究域学校教育系 准教授　
自閉スペクトラム症幼児におけるコミュニケーション態度を伝

達する音声処理の脳内基盤
24

15:03 - 15:10 7 皆川　泰代　　　　　　 慶應義塾大学・文学部 教授
言語獲得初期における階層性学習と意図共有の脳内機

構
25

15:10 - 15:17 7 山本　淳一　　　　　　　 慶應義塾大学・文学部 教授
自閉スペクトラム症児への包括的言語発達支援プログラ

ムの開発と評価
26

15:17 - 15:24 7 今井　むつみ　　　　 慶應義塾大学・環境情報学部 教授
感覚から記号、記号体系へ：触知覚語における習得及

び喪失過程の実験的検討
27

15:24 - 15:33 9 小林　春美 東京電機大学大学院理工学研究科 教授 班代表コメント

時刻 （分）

A01

B02

発表者
発表タイトル

ポスター

番号

B03
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班 氏名 所属 職名

15:33 - 15:40 7 飯塚　博幸　　　　　　　 北海道大学・大学院情報科学研究科 准教授 敵対的模倣学習による時系列の複雑化と文法の創発 28

15:40 - 15:47 7 高玉　圭樹　　　　　　 電気通信大学・大学院情報理工学研究科 教授
意図共有と言語階層化に向けた集団適応に基づく人と

エージェントのインタラクション
29

15:47 - 15:54 7 森田　純哉　　　　　　　 静岡大学・情報学部　 准教授
認知アーキテクチャを用いた自閉的傾向のコミュニケーショ

ンモデルの構築
30

15:54 - 16:01 7 岡　夏樹　　　　　　　　 京都工芸繊維大学・情報工学・人間科学系 教授 発話意図を表す機能語の獲得と進化の構成的理解 31

16:01 - 16:08 7 久保田　直行　　　　　　　 首都大学東京・システムデザイン学部 教授
教示学習を通した記号化から言語化への経時的認知発

達に基づく構成論的研究
32

16:08 - 16:15 7 奥田　次郎　　　　　　　 京都産業大学・情報理工学部 教授
脳波デコーディングを用いた階層的コミュニケーションの構

成的検証と制御
33

16:15 - 16:24 9 橋本　敬 北陸先端科学技術大学院大学・知識科学系 教授 班代表コメント

16:24 - 16:33 9 休憩

16:33 - 16:40 7 野村　洋　　 北海道大学・大学院薬学研究院　　 講師　 他個体から得た情報を処理する神経回路 6

16:40 - 16:47 7 正水　芳人　　　 東京大学・大学院医学系研究科 助教
音声コミュニケーションをともなう向社会行動の神経基盤の

解明
7

16:47 - 16:54 7 新村　毅　　 東京農工大学・大学院農学研究院 准教授　 発声の制御遺伝子の同定と分子進化の解明の試み 8

16:54 - 17:01 7 上川内　あづさ　　 名古屋大学・大学院理学研究科　 教授 ショウジョウバエをモデルとした歌学習機構の解明 9

17:01 - 17:08 7 森阪　匡通　　 三重大学・生物資源学研究科 准教授 イルカのコンタクトコールの進化から探るヒトの名前の起源 10

17:08 - 17:15 7 狩野　文浩　　　 京都大学・野生動物研究センター 特定准教授
類人猿と鳥類のその場にない物事を抽象的に理解する能

力の解明：意図理解・記憶・想像
11

17:15 - 17:22 7 鈴木　俊貴　　　　 総合研究大学院大学 特別研究員 鳥類をモデルに探る統語の進化の制約要因 12

17:22 - 17:29 7 櫻井　芳雄　　　　　 同志社大学大学院・脳科学研究科　　 教授 ラットの概念形成とメタ認知を担う神経回路 13

17:29 - 17:36 7 小林　耕太　　　　　 同志社大学・生命医科学部　　　 准教授 哺乳類における発声の可塑性とその生理機構 14

横山　ちひろ　　　　　　 研究員

川崎　章弘<代行発表> 連携研究者・技師

17:43 - 17:50 7 川合　伸幸　　 名古屋大学・情報学研究科 准教授 霊長類の警戒音声は生得的な脅威対象と連合するか？ 16

17:50 - 18:00 10 岡ノ谷　一夫 東京大学・大学院総合文化研究科 教授 班代表コメント

18:00 - 20:00 120 ポスターセッション・立食懇談会　[B1F　MMホール]

C01

理化学研究所・生命機能科学研究センター717:36 - 17:43

B01

時刻 （分）
発表者

15
マーモセット脳機能画像解析による下位言語機能としての

向社会性に係る神経回路の探索

発表タイトル
ポスター

番号
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公募研究者・研究課題名 一覧

研究項目番号 機関・所属・ 職名 氏名 研究課題名

東京農工大学・工学研究院 准教授 宇野　良子　　　　　　　　　　　実験室の言語進化と理論言語学をつなぐ新造語の研究　　　　　　　　　　　　　　　　

横浜国立大学・教育学部 准教授　 尾島　司郎　　　　　　　　　　　多言語能力への生物言語学的アプローチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東北学院大学・文学部 教授 那須川　訓也　　　　　　　　　　音韻範疇を対象とした併合操作により構築される回帰的階層構造の実在性を探求する研究

名古屋外国語大学・外国語学部 准教授 川原　功司　　　　　　　　　　　共創言語進化における間投詞の意味・機能・構造に関する研究　　　　　　　　　　　　

情報通信研究機構・脳情報通信融合研究センター 研究員　 中井　智也　　　　　　　　　　　言語と音楽の階層的神経情報表現に関する定量モデルの構築　　　　　　　　　　　　　

北海道大学・大学院薬学研究院　　 講師 野村　洋　　　　　　　　　　　　他個体から得た情報と実体験を統合する神経回路の解明　　　　　　　　　　　　　　　

東京大学・大学院医学系研究科 助教　　 正水　芳人　　　　　　　　　　　音声コミュニケーションをともなう向社会行動の神経基盤の解明　　　　　　　　　　　

東京農工大学・大学院農学研究院 准教授 新村　毅　　　　　　　　　　　　発声の制御遺伝子の同定と分子進化の解明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋大学・大学院理学研究科　 教授 上川内　あづさ　　　　　　　　　ショウジョウバエをモデルとした歌学習機構の解明　　　　　　　　　　　　　　　　　

名古屋大学・情報学研究科 准教授 川合　伸幸　　　　　　　　　　　霊長類の警戒音声は生得的な脅威対象と連合するか？警戒音声言語進化仮説の検証　　　

三重大学・生物資源学研究科 准教授　 森阪　匡通　　　　　　　　　　　イルカのコンタクトコールの進化から探るヒトの名前の起源　　　　　　　　　　　　　

京都大学・野生動物研究センター 特定助教 狩野　文浩　　　　　　　　　　　類人猿と鳥類のその場にない物事を抽象的に理解する能力の解明：意図理解・記憶・想像

総合研究大学院大学 特別研究員 鈴木　俊貴　　　　　　　　　　　鳥類をモデルに探る統語の進化の制約要因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同志社大学大学院・脳科学研究科　　 教授 櫻井　芳雄　　　　　　　　　　　齧歯類の同異概念形成を担う脳内メカニズムの解明　　　　　　　　　　　　　　　　　

同志社大学・生命医科学部　　　 准教授　 小林　耕太　　　　　　　　　　　聴覚ー発声制御の神経回路と社会的刺激によるその調整　　　　　　　　　　　　　　　

理化学研究所・生命機能科学研究センター 研究員 横山　ちひろ　　　　　　　　　　下位言語能力としての向社会性を支える脳機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東北大学大学院・医学系研究科 教授 鈴木　匡子　　　　　　　　　　　臨床例からみた言語の下位機能と階層性に関する統合的研究　　　　　　　　　　　　　

早稲田大学・社会科学部 講師 中橋　渉　　　　　　　　　　　　文化技術の構造から言語進化を探る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

大阪大学・歯学部附属病院 助教　 野崎　一徳　　　　　　　　　　　言語進化から見た摩擦子音を含む音節の構音に必要な解剖学的・物理的条件　　　　　　

東海大学・医学部基礎医学系 助教 松前　ひろみ　　　　　　　　　　ヒトらしさの進化：民族集団史と言語・音楽の共進化関係の解明　　　　　　　　　　　

法政大学・法学部　　 教授　　　 和田　幹彦　　　　　　　　　　　ヒトの言語進化と法進化の連動性研究：言語・道徳・法の進化と実証的「神経法学」　　

東京大学こころの多様性と適応の統合的研究機構 助教 明地　洋典　　　　　　　　　　　コミュニケーション意図の推論とその非定型性に関する定量的検討　　　　　　　　　　

東京大学・大学院総合文化研究科 教授　　　 開　一夫　　　　　　　　　　　　音声とジェスチャーの分節化：発達認知脳科学的手法による相互発達過程の解明　　　　

金沢大学・人間社会研究域学校教育系 准教授 吉村　優子　　　　　　　　　　　自閉スペクトラム症幼児におけるコミュニケーション態度を伝達する音声処理の脳内基盤

慶應義塾大学・文学部 教授 皆川　泰代　　　　　　　　　　　言語獲得初期における階層性学習と意図共有の脳内機構　　　　　　　　　　　　　　　

慶應義塾大学・文学部 教授 山本　淳一　　　　　　　　　　　自閉スペクトラム症児への包括的言語発達支援プログラムの開発と評価　　　　　　　　

慶應義塾大学・環境情報学部 教授 今井　むつみ　　　　　　　　　　感覚から記号、記号体系へ：触知覚語における習得及び喪失過程の実験的検討　　　　　

北海道大学・大学院情報科学研究科 准教授　　 飯塚　博幸　　　　　　　　　　　深層学習を用いた模倣学習による文法創発モデル　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電気通信大学・大学院情報理工学研究科 教授 高玉　圭樹　　　　　　　　　　　意図共有と言語階層化に向けた集団適応に基づく人とエージェントのインタラクション　

静岡大学・情報学部　 准教授 森田　純哉　　　　　　　　　　　認知アーキテクチャを用いた自閉的傾向のコミュニケーションモデルの構築　　　　　　

京都工芸繊維大学・情報工学・人間科学系 教授 岡　夏樹　　　　　　　　　　　　発話意図を表す機能語の獲得と進化の構成的理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　

首都大学東京・システムデザイン学部 教授 久保田　直行　　　　　　　　　　教示学習を通した記号化から言語化への経時的認知発達に基づく構成論的研究　　　　　

京都産業大学・情報理工学部 教授 奥田　次郎　　　　　　　　　　　脳波デコーディングを用いた階層的コミュニケーションの構成的検証と制御　　　　　　

A01

C01

B03

B02

B01


