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3「共創言語進化」事務局連絡先：c-ayako_nakamura@g.ecc.u-tokyo.ac.jp  緊急連絡：080-9563-0560＜開催日のみ＞

琵琶湖マリオットホテル
滋賀県守山市今浜町十軒家2876
Tel: 077-585-6100
Email: info@biwako-marriott.com

https://www.biwako-marriott.com/

Google map

Yahoo!乗換案内 東京駅⇒堅田駅

Yahoo!乗換案内 京都駅⇒堅田駅

送迎無料バス（堅田駅⇔ホテル）

路線バス バス時刻表

※ 受付時間12:30～12:55に間に合うようにお願いいたします。
※ 遅れて参加される方は、ホテルHPでご確認ください。

電車をご利用の場合

※ 一般客用のバスもご利用可能です。

8月7日 所要時間：約15分

出発時間 配車場所及び車種 最終到着地

堅田駅 シャトルバス

中型バス　26席(19席+補助席7)

堅田駅

大型バス　45席(36席+補助席9)

堅田駅

大型バス　45席(36席+補助席９)

堅田駅

中型バス　26席(19席+補助席7)

堅田駅 シャトルバス

中型バス　26席(19席+補助席7)

8月8日 所要時間：約15分

出発時間予定 配車場所及び車種 最終到着地

ホテル玄関 堅田駅

大型バス　45席(36席+補助席９)

ホテル玄関 堅田駅

大型バス　45席(36席+補助席９)

ホテル玄関 堅田駅

中型バス　26席

11:40 ホテル

11:45

17:15

ホテル

12:15 ホテル

12:15 ホテル

12:40 ホテル

https://www.biwako-marriott.com/
https://goo.gl/maps/QWnyRZVyFbJ2
https://yahoo.jp/xRFWyT
https://yahoo.jp/bENOjj
https://www.biwako-marriott.com/images/access/pdf/bus_timetable4.pdf


日程

 第1日目 2018年8月7日（火）

① 12:30～13:00    受付 （B1F ザ・ガーデン ボールルーム入口）

② 13:00～16:40 開会挨拶

各班 ポスドク研究発表（20分X10名）

＜この間、休憩10分＞

③ 16:50～18:10 各班 学生研究発表‐1（20分X4名）

④ 18:10～18:40    休憩（ポスターセッション準備・荷物を客室へ移動）

⑤ 18:40～20:30 ポスターセッション・ 懇談会[ビュフェ]

⑥ 20:30～21:30 ポスターセッション（継続・参加任意）

 第2日目 2018年8月8日（水）

① 07:00～09:00    朝食（12F グリル＆ダイニング G または 1F エスポワール)

チェックアウト（11:00まで）

② 09:00～11:00 各班 学生研究発表‐2（20分X6名）

③ 11:10～12:10    グループ討論「階層性と意図共有」

④ 12:10～13:00 昼食（B1F サクラ）

⑤ 13:00～14:00    自由時間

⑥ 14:00～16:10    班間（内）共同研究発表（20分X6件）

⑦ 16:10～17:00    各班代表コメント・講評・閉会挨拶

⑧ 17:00                解散

4

※ホテルフロントでのチェックイン
は必要ありません。（ご自身で
手配された方はチェックイン
要）

※受付時にプログラム、名札、
客室鍵をお渡しします。

※懇談会飲料代金をご負担
いただきます＜2000円＞。

※代金は各自チェックアウト時
にお支払いください。領収書は
別葉で発行されます。

※宿泊無しで懇談会に参加
される方は、受付時に代金を
お預かりいたします。

※各自チェックアウトを済ませてか
ら、会場にお集まりください。

※昼食費は総括班が一括支払
いをいたします。

※ホテル前よりチャーターバス3
台が堅田駅に向かいます。

※一般客用のバスも利用可能
です。

※朝食費は宿泊費に含まれま
す。

「共創言語進化」事務局連絡先：c-ayako_nakamura@g.ecc.u-tokyo.ac.jp  緊急連絡：080-9563-0560＜開催日のみ＞

※グループ討論セッションでは会
場後部に移動いただきます。

※ポスターは開会前、休憩時間
などに各自貼付してください。

※スケジュールが押した場合は、
自由時間で調整いたします。



タイムテーブル
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Day-1

Day-2 プログラム 👉

「共創言語進化」事務局連絡先：c-ayako_nakamura@g.ecc.u-tokyo.ac.jp  緊急連絡：080-9563-0560＜開催日のみ＞

（分） 発表題目
演　者

（　　）内 共同研究者
進行

12:30 - 13:00 30 受付　［B1F ザ・ガーデンボールルーム　入口］

各班ポスドク研究発表

13:00 - 13:10 10 開会挨拶 領域代表　岡ノ谷　一夫

13:10 - 13:30 20 A01班 「分類思考」を分類する 京都大学大学院人間・環境学研究科　西本　希呼

13:30 - 13:50 20 B01班‐1
個体識別信号としてのインコの発声－オペラント条件づ

けを用いた弁別課題による検討
愛知大学文学部　下山　せいら

13:50 - 14:10 20 B01班‐2
霊長類における音声と意味の対応：音声個体認識をモ

デルとした研究
同志社大学脳神経行動工学研究室　古山　貴文

14:10 - 14:30 20 B01班‐3 ヒトとラットを用いたメタ認知とその神経基盤の検討 同志社大学脳科学研究科　結城　笙子

14:30 - 14:50 20 B01班‐4
Searching for unstated meaning: the

lexicon-context interface
国立障害者リハビリテーションセンター　賴　瑤鍈

14:50 - 15:00 10

15:00 - 15:20 20 B01班‐5
ショウジョウバエにおける求愛コミュニケーションの進化をも

たらす神経メカニズム
名古屋大学大学院理学研究科　田中　良弥

15:20 - 15:40 20 B02班
言語に関わる諸側面の究極要因：歌・(非)言語行

動・子育て

東京大学大学院理学系研究科　森田　理仁

（東京大学大学院理学系研究科　井原　泰雄）

15:40 - 16:00 20 B03班‐1 「相互模倣」がはぐくむ共創的コミュニケーション 筑波大学人間系  石塚　祐香

16:00 - 16:20 20 B03班‐2
母親の声が新生児の心肺機能・脳機能に及ぼす効果

について
東京学芸大学  内田　真理子

16:20 - 16:40 20 C01班
共創的コミュニケーション能力の進化に対する個人学習

と社会学習の影響
名古屋大学大学院情報学研究科  米納　弘渡

16:40 - 16:50 10

各班学生研究発表

16:50 - 17:10 20 A01班‐1
初期言語発達をとらえなおす「胚性詞」仮説の研究：

意味の全体性と可塑的分化過程に着目して
京都大学大学院人間・環境学研究科　萩原　広道

17:10 - 17:30 20 A01班‐2 言語の内在化と外在化の共進化 京都大学大学院人間・環境学研究科　藤田　遥

17:30 - 17:50 20 B01班‐1
言語における音と意味の対応：音象徴と言語発達の関

係
同志社大学脳神経行動工学研究室　板垣　沙知

17:50 - 18:10 20 B01班‐2 げっ歯類の道具操作からみる経済的基準 東京大学大学院総合文化研究科　田坂　晃一

18:10 - 18:40 30

ポスターセッションおよび懇談会

18:40 - 20:30 110 ポスターセッション・懇談会＜ビュフェ＞ 全参加者

20:30 - 21:30 60 ポスターセッション（継続） 任意

◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇　　休　　憩　◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇

８月７日（火）

時刻

A01

藤田

◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇　　休　　憩　◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇

B01

岡ノ谷

B02

井原

休憩＜この間に各自部屋へ荷物を移動＞



（分） 発表題目
演　者

（　　）内 共同研究者
進行

07:00 - 09:00 120 朝食［12F グリル＆ダイニング G または 1F エスポワール］・　各自チェックアウト

各班学生研究発表

09:00 - 09:20 20 B01班‐3
終助詞「よ・ね」の空主語解釈に果たす役割ー時制の変

化に注目してー

東北大学大学院文学研究科 博士後期課程2年生

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 流動研究員

馬　瓊（謝　韜、岩木　紀裕、木山　幸子）

09:20 - 09:40 20 B02班‐1
『手話で歌う』行為の文化人類学的分析―ろう者の芸

術からとらえる言語・音楽の共進化

東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻文

化人類学分野　土田　まどか

09:40 - 10:00 20 B02班‐2 非血縁個体間の教示行動の進化 東京大学大学院理学系研究科　高橋　拓也

10:00 - 10:20 20 B03班 第二言語としての英語の文理解における統語的制約
東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻

峰見　一輝

10:20 - 10:40 20 C01班‐1
記号コミュニケーションにおいて途中変更する意図の伝達

の成否に過去の記憶が与える影響

金沢工業大学 工学研究科 電気電子工学専攻

河上　章太郎

（金沢工業大学工学部　金野 武司）

10:40 - 11:00 20 C01班‐2 再帰的結合操作の神経基盤と進化シミュレーション

北陸先端科学技術大学院大学知識科学系

外谷　弦太（ケルン大学Institute of Musicology　浅

野　莉絵、北陸先端科学技術大学院大学　橋本　敬）

11:00 - 11:10 10

グループ討論

11:10 - 12:10 60 グループ討論　「階層性と意図共有」について 全参加者＜グループ分けは参加者名簿P.10‐12参照＞ 岡ノ谷

12:10 - 14:00 110

班間（班内）共同研究発表

14:00 - 14:20 20 A01 X B01
Hierarchical structure building in musical

rhythm（音楽のリズムにおける階層構造の構築）

ケルン大学 Institute of Musicology　浅野　莉絵

(国立リハビリテーションセンター　幕内　充）

14:20 - 14:40 20 A01 X B03 自閉スペクトラム症幼児における順番交代

名古屋外国語大学外国語学部　川原　功司

（金沢大学人間社会研究域学校教育系　吉村　優

子）

14:40 - 15:00 20 B02 X B02 摩擦音発生の起源を探るロードマップ
東京大学大学院理学系研究科　近藤　修

大阪大学歯学部附属病院　野崎　一徳

15:00 - 15:20 20 B03 X C01

Synchronization and entrainment of body

movements in mother-infant interaction: A

high-tech solution to an age-old problem

理化学研究所脳科学総合研究センター  馬塚　れい子

九州工業大学生命体工学研究科　我妻　広明

15:20 - 15:30 10

15:30 - 15:50 20 C01 X B02 X A01 石器製作における再帰性進化の検討

北陸先端科学技術大学院大学知識科学系　橋本　敬

（北陸先端科学技術大学院大学知識科学系　外谷

弦太・早稲田大学高等研究所　佐野　勝弘・名古屋外

国語大学外国語学部　池内　正幸）

15:50 - 16:10 20 C01 X B02
チンパンジーとヒト幼児によるカップ操作の再帰性に着目

した解析に向けて

北陸先端科学技術大学院大学知識科学系　橋本　敬

（北陸先端科学技術大学院大学知識科学系　外谷

弦太・京都大学霊長類研究所　林　美里）

16:10 - 16:40 30 計画班代表コメント 計画班代表コメント　6分 X 5 A01藤田・B01岡ノ谷・B02井原・B03小林・C01橋本

16:40 - 17:00 20

講評（評価委員）

閉会挨拶（領域代表）

東京大学大学院医学系研究科　笠井　清登

大阪大学大学院生命機能研究科　北澤　茂

東京大学大学院総合文化研究科　岡ノ谷　一夫

17:00 - #VALUE! 解　　散　＜チャーターバスで堅田駅へ＞

８月8日（水）

時刻

C01

橋本

◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇　　休　　憩　◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇

昼食　［B1F サクラ］・ 自由時間　＜スケジュールが押した場合はこの時間枠で調整＞

B03

小林

◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇　　休　　憩　◇　◇　◇　休　　憩　◇　◇　◇

B01

岡ノ谷

タイムテーブル
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Day-2

マトリックス 👉

「共創言語進化」事務局連絡先：c-ayako_nakamura@g.ecc.u-tokyo.ac.jp  緊急連絡：080-9563-0560＜開催日のみ＞



班間共同研究マトリックス

7

A01 B01 B02 B03 C01

浅野莉絵

再帰的結合操作の神経

基盤と進化シミュレー

ション(仮)

池内正幸

石器製作における再帰

性進化の検討

B01

幕内充

Hierarchical structure

building in musical

rhythm（音楽のリズム

における階層構造の構

築）

林美里

チンパンジーとヒト幼

児によるカップ操作の

再帰性に着目した解析

に向けて

佐野勝弘

石器製作における再帰

性進化の検討

B03

吉村優子

自閉スペクトラム症幼

児における順番交代

馬塚れい子

Synchronization and

entrainment of body

movements in

mother-infant

 interaction: A high-

tech solution to an

age-old problem

外谷弦太

再帰的結合操作の神経

基盤と進化シミュレー

ション(仮)

橋本敬・外谷弦太

石器製作における再帰

性進化の検討

橋本敬・外谷弦太

石器製作における再帰

性進化の検討

橋本敬・外谷弦太

チンパンジーとヒト幼

児によるカップ操作の

再帰性に着目した解析

に向けて

A01

C01

川原功司

自閉スペクトラム症幼

児における順番交代

池内正幸

石器製作における再帰

性進化の検討

浅野莉絵

Hierarchical structure

building in musical

rhythm（音楽のリズム

における階層構造の構

築）

B02

佐野勝弘

石器製作における再帰

性進化の検討

我妻広明

Synchronization and

entrainment of body

movements in

mother-infant

interaction: A high-

tech solution to an

age-old problem

「共創言語進化」事務局連絡先：c-ayako_nakamura@g.ecc.u-tokyo.ac.jp  緊急連絡：080-9563-0560＜開催日のみ＞



ポスター発表-1
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No. ポスター　タイトル 班 役割（関係） 氏名 所属  職名
①共同研究者

②代理発表者

1 More than nature (communication) needs A01 代表 藤田　耕司 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授

2 併合および非併合演算の理論的・神経科学的考察 A01 分担 太田　真理 九州大学人文科学研究院 講師 ①福井　直樹

3
言語獲得と言語変化に見られる依存性：get-passive

を例に
A01 分担 谷口　一美 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授

4
歴史言語学からの貢献：言語進化と言語変化の接点

を求めて
A01 分担 保坂　道雄 日本大学文理学部 教授

5
言語進化研究における認知言語学の位置づけの再検

討
A01 分担 本多　啓 神戸市外国語大学外国語学部 教授

6
Towards a domain-relevant approach to the

evolution of language and music
A01 協力 浅野　莉絵 ケルン大学 Institute of Musicology

7 順次的併合から言語併合へ A01 協力 池内　正幸 名古屋外国語大学外国語学部 教授

8

ファッションショーにおける「人間像」の共有を実

験記号論の観点から分析する：新しい言葉の質感探

索の理論構築に向けて

A01 公募班代表 宇野　良子 東京農工大学工学研究院 准教授

①松田　英子（東京農工大学），

Bipin Indurkhya氏（Jagiellonian

University）

9 階層構造と母音弱化 A01 公募班代表 那須川　訓也 東北学院大学文学部 教授

①大沼　仁美（岩手医科大学），

フィリップ・バックレイ（東北学

院大学）

10 多言語脳の進化に関する諸問題 A01 公募班代表 尾島　司郎 横浜国立大学教育学部 准教授

11
言語理解のクロス・モーダルな脳活動予測モデルの

構築
A01 公募班代表 中井　智也 情報通信研究機構脳情報融合研究センター 研究員

12 数える脳ー古今東西 A01 藤田先生 西本　希呼
京都大学大学院人間・環境学研究科 新学術特定研

究員

13
失語症者の発話にみる直接話法の発話誘発機能：認

知文法の主体性の観点から
A01 谷口先生 佐藤　亜弓 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生

14
Hierarchical syntactic structures modulate brain

activity during morphological processing
A01 川原先生 大関　洋平

早稲田大学理工学術院・講師

理化学研究所・客員研究員
①Alec Marantz(NYU)

15 「意図」と「意味」の汎用的な数理モデルの構築 A01 代理参加 堀川　遼太
東京大学大学院総合文化研究科 院生・新学術研究

員

16 言語の情動寄生体仮説 B01 代表（領域・B01) 岡ノ谷　一夫 東京大学大学院総合文化研究科 教授

17
新奇動作を生み出す緩やかな知覚運動相互作用の研

究
B01 分担 香田　啓貴 京都大学霊長類研究所 助教

18 オカメインコに見られる模倣と同調 B01 分担 関　義正 愛知大学文学部 准教授

19

Accumulation of vocal experience regulates the

critical period of vocal plasticity during active

learning of birdsongs

B01 分担 和多　和宏 北海道大学大学院理学研究院 准教授

20
ショウジョウバエにおける音識別能の維持を担う神

経機構
B01 公募班代表 上川内　あづさ 名古屋大学大学院理学研究科 教授

21
チンパンジーにおけるヒト実験者の教示的な行動に

たいする意図理解
B01 公募班代表 狩野　文浩 京都大学高等研究院 特定准教授

22
霊長類の警戒音声は生得的な脅威対象と連合する

か？
B01 公募班代表 川合　伸幸 名古屋大学情報学研究科 准教授

②国立精神・神経医療センター

中村月香

23
ラットの同異概念とメタ認知を形成するセル・アセ

ンブリ
B01 公募班代表 櫻井　芳雄 同志社大学大学院脳科学研究科　教授

24 発声の制御遺伝子の同定と分子進化の解明 B01 公募班代表 新村　毅 東京農工大学連合農学研究院 准教授

25 鳥類における音声の組み合わせと合成的統語の進化 B01 公募班代表 鈴木　俊貴 総合研究大学院大学 特別研究員

26 マウス個体間における恐怖の伝達 B01 公募班代表 野村　洋 北海道大学薬学研究院　 講師

27
音声コミュニケーションをともなう向社会行動の神

経基盤の解明に向けて
B01 公募班代表 正水　芳人 東京大学大学院医学系研究科 助教

②東京大学大学院医学系研究科

蝦名　鉄平

28 イルカ類におけるシグネチャーコールの進化 B01 公募班代表 森阪　匡通 三重大学大学院生物資源学研究科 准教授

29
非ヒト霊長類脳画像解析による向社会性神経基盤の

解明に向けて
B01 公募班代表 横山　ちひろ 理化学研究所生命機能科学研究センター 研究員

30
テナガザルの歌における入れ子構造を示唆する音配

列
B01 岡ノ谷先生 井上　陽一 理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員

31 鳴禽の歌系列のリズムと文法の運動指令表象 B01 岡ノ谷先生 橘　亮輔 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研PD

32
同調課題のタイミング精度およびEEGにタッピング

方法の差異がもたらす影響
B01 関先生 富田　健太 愛知大学文学部人文社会学科 学生

33 スナネズミの音声コミュニケーションとその発達 B01 小林先生 伊藤　優樹
同志社大学　脳神経行動工学研究室

博士前期課程学生

34
個体識別信号としてのインコの発声　オペラント条

件づけを用いた弁別課題による検討
B01 関先生 下山　せいら 愛知大学文学部 助教

35 げっ歯類の音列分節化能力の検討 B01 小林先生 玉井　湧太
同志社大学　脳神経行動工学研究室

博士後期課程学生

36 ラットの階層的記憶 B01 岡ノ谷先生 上條　槙子 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研PD

37
聴覚刺激に対する情動応答の神経基盤: 音楽を用いた

検討
B01 小林先生 村井　翔太

同志社大学　脳神経行動工学研究室

博士後期課程学生

38
終助詞「よ・ね」の空主語解釈に果たす役割ー時制

の変化に注目してー
B01 幕内先生 馬　瓊

東北大学大学院文学研究科 博士後期課程2年生

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 流

動研究員

①馬瓊, 謝韜, 岩木紀裕 ,木山幸子
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No. ポスター　タイトル 班 役割（関係） 氏名 所属 職名
①共同研究者

②代理発表者

39
Searching for unstated meaning: the lexicon-

context interface
B01 幕内先生 賴　瑤鍈

国立障害者リハビリテーションセンター

流動研究員

40 文化の系統と拡散 B02 代表 井原　泰雄 東京大学大学院理学系研究科 講師

41
頭蓋とエンドキャスト（脳鋳型）の左右アシンメト

リー
B02 分担 近藤　修 東京大学大学院理学系研究科 准教授

42
The expansion of mechanically-delivered

armatures into the Japanese islands
B02 分担 佐野　勝宏 早稲田大学高等研究所 准教授

②東京大学大学院 人文社会系研究

科　池山史佳

43
野生チンパンジーの行動と社会―言語以前の共通祖

先のモデルとして
B02 分担 中村　美知夫 京都大学大学院理学研究科 准教授

44
入れ子のカップ課題における行為の文法から見たチ

ンパンジーとヒトの子どもの比較認知発達
B02 分担 林　美里 京都大学霊長類研究所 助教

45 ヒトの構音の神経基盤　－皮質脳波による検討－ B02 公募班代表 鈴木　匡子 東北大学大学院医学系研究科 教授

46 言語進化と関連する文化進化研究 B02 公募班代表 中橋　渉 早稲田大学社会科学部 講師

47
人類集団のゲノム解析との比較から、言語の多様性

や進化様式について何が分かりそうか
B02 公募班代表 松前　ひろみ 東海大学医学部基礎医学系 特任助教

48

言語進化と法進化の連動性研究:  検証対象の（裏）

モデル動物の新たな提案と、実証的『神経法学』実

験

B02 公募班代表 和田　幹彦 法政大学法学部 教授 ①飯島　和樹

49
『手話で歌う』行為の文化人類学的分析―ろう者の

芸術からとらえる言語・音楽の共進化」
B02 和田先生 土田　まどか

東京大学大学院（総合文化研究科）

博士後期課程1年

50 「壁を越える」指さしの産出 B03 代表 小林　春美 東京電機大学理工学部 教授

51
incremental processing と action grammar から

見た枝分かれ曖昧性とその処理（中間報告１）
B03 分担 広瀬　友紀 東京大学大学院総合文化研究科 教授 ②理研　陳姿因

52
語用面からみたASDの特徴を探る　ーCCC-2を用い

たSVMによる検討ー
B03 協力 槻舘　尚武 山梨英和大学人間文化学部 講師

53 数量表現に関する含意と意図共有 B03 協力 安田　哲也 東京電機大学理工学部 プロジェクト研究助教

54
コミュニケーション意図の推論と合理的言語行為モ

デル
B03 公募班代表 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

②東京大学大学院総合文化研究科

井上　結香子

55 色語彙の記号接地 B03 公募班代表 今井　むつみ 慶應義塾大学環境情報学部 教授
①佐治伸郎, 浅野倫子, 大庭真人,

日高昇平　②日高　昇平

56
音声とジェスチャーの分節化:音系列の呈示がジェス

チャーの分節化に与える影響の検討
B03 公募班代表 開　一夫 東京大学大学院総合文化研究科　教授

②東京大学大学院総合文化研究科

山本　絵里子

57
乳児の階層性学習と随伴的社会信号についての脳機

能実験計画
B03 公募班代表 皆川　泰代 慶應義塾大学文学部　 教授

58
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
B03 公募班代表 山本　淳一 慶應義塾大学文学部　 教授 ②筑波大学人間系　石塚　佑香

59 乳幼児の人の声に対する脳反応の縦断的変化 B03 吉村先生 吉村　優子
金沢大学　子どものこころの発達研究センター

教授
②金沢大学　菊知　充

60 Ostensive教示方法と指示詞使用 B03 小林先生 森山　信也 東京電機大学大学院 修士課程

61 句構造解釈における事物特徴の影響 B03 小林先生 柏舘　敬 東京電機大学大学院 修士課程

62
構造依存性を持った記号システムの形成過程を観察

するための実験課題の設計について
C01 分担 金野　武司 金沢工業大学工学部 講師 ①齊藤　優弥

63 言語の文化進化に関する計算社会科学のアプローチ C01 分担 笹原　和俊 名古屋大学大学院情報学研究科 講師

64
共創的コミュニケーション能力の進化に対する抽象

モデル・仮想生物アプローチ
C01 分担 鈴木　麗璽 名古屋大学大学院情報学研究科 准教授

①有田　隆也, 米納　弘渡

②有田　隆也

65
忠実な情報伝達と教育が累積的文化進化に及ぼす影

響
C01 分担 竹澤　正哲 北海道大学文学研究科 准教授

66
自己知識と他者発話に基づくフレーズの相互学習モ

デル
C01 分担 萩原　良信 立命館大学情報理工学部 講師 ①小林博義，谷口彰，谷口忠大

67

意図共有の基盤と動作コミュニケーション課題：脳

波-視線-動作同時計測系におけるシステム構築技術

とデータ解析法

C01 分担 我妻　広明 九州工業大学生命体工学研究科 准教授
①アイ コウイツ，萩尾 元晴，一木

麻由，カマル ムハンマド サワー

68 敵対的模倣学習による時系列の複雑化 C01 公募班代表 飯塚　博幸 北海道大学大学院情報科学研究科 准教授

69 発話意図を表す機能語の獲得と進化の構成的理解 C01 公募班代表 岡　夏樹 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系 教授

70 ニューロフィードバックによる構成的検証の検討 C01 公募班代表 奥田　次郎 京都産業大学情報理工学部　 教授

71
バルンガゲームにおける人間間インタラクションに

よる意図共有の可能性
C01 公募班代表 高玉　圭樹 電気通信大学大学院情報理工学研究科 教授

72 記号システムの形成における自閉的傾向のモデル化 C01 公募班代表 森田　純哉 静岡大学情報学部 准教授

73
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
C01 公募班代表 久保田　直行 首都大学東京システムデザイン学部　 教授

74
記号コミュニケーション課題における記号意味理解

時の脳波位相同期解析
C01 橋本先生 藤原　正幸

北陸先端科学技術大学院大学知識科学系

博士2年

①藤原正幸, 橋本敬, 李冠宏, 奥田

次郎, 金野武司, 鮫島和行, 森田純

哉

75 再帰の概念分析 C01 橋本先生 赤池　敬 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 修士1年 ①赤池学, 外谷弦太, 橋本敬

76
円図形を介した視覚的同調動作における主従関係の

相関関数による分析
C01 金野先生 入江　諒

金沢工業大学 工学研究科 電気電子工学専攻 

修士2年
①金野 武司
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No. 班 役割（関係） 氏名 所属 職名
グループ

討論

1 A01言語理論班 代表 藤田　耕司 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 G-1

2 A01言語理論班 分担 太田　真理 九州大学人文科学研究院 講師 G-6

3 A01言語理論班 分担 谷口　一美 京都大学大学院人間・環境学研究科 教授 G-7

4 A01言語理論班 分担 保坂　道雄 日本大学文理学部 教授 G-8

5 A01言語理論班 分担 本多　啓 神戸市外国語大学外国語学部 教授 G-9

6 A01言語理論班 協力 浅野　莉絵 ケルン大学 Institute of Musicology Project Coordinator G-3

7 A01言語理論班 協力 池内　正幸 名古屋外国語大学外国語学部 教授 G-2

8 A01言語理論班 公募班代表 宇野　良子 東京農工大学工学研究院 准教授 G-8

9 A01言語理論班 公募班代表 尾島　司郎 横浜国立大学教育学部 准教授 G-9

10 A01言語理論班 公募班代表 川原　功司 名古屋外国語大学外国語学部 准教授 G-10

11 A01言語理論班 公募班代表 中井　智也 情報通信研究機構脳情報融合研究センター 研究員 G-10

12 A01言語理論班 公募班代表 那須川　訓也 東北学院大学文学部 教授　　　 G-2

13 A01 言語理論班 代理参加（田中先生） 堀川　遼太 東京大学大学院総合文化研究科 院生・新学術研究員 G-3

14 A01 言語理論班 藤田先生 藤田　遥 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生・新学術OA G-4

15 A01 言語理論班 藤田先生 松本　大貴 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生 G-4

16 A01 言語理論班 藤田先生 中条　太聖 京都大学総合人間学部 学部生 G-5

17 A01 言語理論班 川原先生 大関　洋平 早稲田大学理工学術院・理化学研究所 講師・客員研究員 G-3

18 A01 言語理論班 谷口先生 近　大志 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生 G-9

19 A01 言語理論班 谷口先生 佐藤　亜弓 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生 G-6

20 A01 言語理論班 谷口先生 佐藤　雅也 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生・新学術OA G-7

21 A01 言語理論班 谷口先生 神原　一帆 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生 G-5

22 A01 言語理論班 谷口先生 田中　悠介 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生 G-8

23 A01 言語理論班 谷口先生 萩原　広道 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生・学振DC1 G-1

24 A01 言語理論班 藤田先生 西本　希呼 京都大学大学院人間・環境学研究科 新学術特定研究員 G-10

25 A01 言語理論班 那須川先生 大沼　仁美 岩手医科大学 助教 G-2

26 B01 行動生物班 代表（領域・B01) 岡ノ谷　一夫 東京大学大学院総合文化研究科 教授 G-2

27 B01 行動生物班 分担 香田　啓貴 京都大学霊長類研究所 助教 G-10

28 B01 行動生物班 分担 関　義正 愛知大学文学部 准教授 G-8

29 B01 行動生物班 分担 幕内　充 国立障害者リハビリテーションセンター 室長 G-6

30 B01 行動生物班 分担 和多　和宏 北海道大学大学院理学研究院 准教授 G-5

31 B01 行動生物班 協力 中谷　裕教 東京大学大学院総合文化研究科 助教 G-1

32 B01 行動生物班 協力 早川　卓志 京都大学霊長類研究所 助教 ---

33 B01 行動生物班 公募班代表 狩野　文浩 京都大学高等研究院 特定准教授 G-3

34 B01 行動生物班 公募班代表 上川内　あづさ 名古屋大学大学院理学研究科 教授 G-4

35 B01 行動生物班 公募班代表 小林　耕太 同志社大学生命医科学部　　　　　　 准教授 ---

36 B01 行動生物班 公募班代表 櫻井　芳雄 同志社大学大学院脳科学研究科　　　　　　　 教授 G-5

37 B01 行動生物班 公募班代表 新村　毅 東京農工大学連合農学研究院 准教授　 G-6

38 B01 行動生物班 公募班代表 野村　洋 北海道大学薬学研究院　 講師　 G-7

39 B01 行動生物班 公募班代表 森阪　匡通 三重大学大学院生物資源学研究科 准教授 ---

40 B01 行動生物班 公募班代表 横山　ちひろ 理化学研究所生命機能科学研究センター 研究員 G-1

41 B01 行動生物班 岡ノ谷先生 井上　陽一 理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員 G-8

42 B01 行動生物班 岡ノ谷先生 田坂　晃一 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研 G-4

43 B01 行動生物班 岡ノ谷先生 橘　亮輔 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研PD G-8
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44 B01 行動生物班 岡ノ谷先生 上條　槙子 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研PD G-1

45 B01 行動生物班 上川内先生 田中　良弥 名古屋大学大学院理学研究科 学振特別研究員PD G-3

46 B01 行動生物班 小林先生 伊藤　優樹 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士前期課程学生 G-7

47 B01 行動生物班 小林先生 玉井　湧太 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士後期課程学生 G-3

48 B01 行動生物班 小林先生 古山　貴文 同志社大学脳神経行動工学研究室　　　　　 助手 G-6

49 B01 行動生物班 小林先生 村井　翔太 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士後期課程学生 G-9

50 B01 行動生物班 小林先生 板垣　沙知 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士後期課程学生 G-6

51 B01 行動生物班 櫻井先生 結城　笙子 同志社大学脳科学研究科 日本学術振興会特別研究員 G-9

52 B01 行動生物班 関先生 富田　健太 愛知大学文学部人文社会学科 学生 G-4

53 B01 行動生物班 関先生 下山　せいら 愛知大学文学部 助教 G-10

54 B01 行動生物班 代理参加（川合先生） 中村　月香 国立精神・神経医療センター
名古屋大学大学院 情報学研究科　 研究生
研究員 G-5

55 B01 行動生物班 幕内先生 馬　瓊
東北大学大学院文学研究科

国立障害者リハビリテーションセンター研究所

博士後期課程2年生

流動研究員
G-7

56 B01 行動生物班 幕内先生 賴　瑤鍈 国立障害者リハビリテーションセンター 流動研究員 G-2

57 B01 行動生物班 正水先生 蝦名　鉄平 東京大学大学院医学系研究科・細胞分子生理学教室 助教 G-2

58 B02 人類進化班 代表 井原　泰雄 東京大学大学院理学系研究科 講師 G-3

59 B02 人類進化班 分担 近藤　修 東京大学大学院理学系研究科 准教授 G-4

60 B02 人類進化班 分担 中村　美知夫 京都大学大学院理学研究科 准教授 G-10

61 B02 人類進化班 分担 林　美里 京都大学霊長類研究所 助教 G-2

62 B02 人類進化班 協力 太田　博樹 北里大学医学部 准教授 G-5

63 B02 人類進化班 協力 森田　理仁 東京大学大学院理学系研究科 特任研究員 G-6

64 B02 人類進化班 公募班代表 鈴木　匡子 東北大学大学院医学系研究科 教授 G-9

65 B02 人類進化班 公募班代表 中橋　渉 早稲田大学社会科学部 講師 G-10

66 B02 人類進化班 公募班代表 野崎　一徳 大阪大学歯学部附属病院 助教　 G-４

67 B02 人類進化班 公募班代表 松前　ひろみ 東海大学医学部基礎医学系 特任助教 G-1

68 B02 人類進化班 公募班代表 和田　幹彦 法政大学法学部 教授　　　 G-1

69 B02 人類進化班 井原先生 高橋　拓也 東京大学大学院理学系研究科 博士課程 G-8

70 B02 人類進化班 鈴木先生 小林　絵礼奈 東北大学大学院医学系研究科高次脳機能障害 医員 G-5

71 B02 人類進化班 代理参加（佐野先生） 池山　史華 東京大学大学院 人文社会系研究科 修士課程 G-2

72 B02 人類進化班 野崎先生 吉永　司 大阪大学大学院基礎工学研究科 特任助教 G-7

73 B02 人類進化班 和田先生 松元　健二 玉川大学脳科学研究所 教授 ---

74 B02 人類進化班 和田先生 松森　嘉織好 玉川大学脳科学研究所 嘱託研究員 G-9

75 B02 人類進化班 和田先生 土田　まどか 東京大学大学院（総合文化研究科超域文化科学専攻） 博士後期課程1年 G-6

76 B02 人類進化班 和田先生 飯島　和樹 玉川大学脳科学研究所 嘱託研究員 G-3

77 B03 認知発達班 代表 小林　春美 東京電機大学理工学部 教授 G-4

78 B03 認知発達班 分担 馬塚　れい子 理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダー G-7

79 B03 認知発達班 協力 槻舘　尚武 山梨英和大学人間文化学部 講師 ---

80 B03 認知発達班 協力 安田　哲也 東京電機大学理工学部 プロジェクト研究助教 G-9

81 B03 認知発達班 公募班代表 今井　むつみ 慶應義塾大学環境情報学部 教授 G-5

82 B03 認知発達班 公募班代表 皆川　泰代 慶應義塾大学文学部　　　 教授 G-1

83 B03 認知発達班 公募班代表 山本　淳一 慶應義塾大学文学部　 教授 G-6

84 B03 認知発達班 今井先生 日高　昇平 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 准教授 ---

85 B03 認知発達班 小林先生 森山　信也 東京電機大学大学院 修士課程 ---
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86 B03 認知発達班 小林先生 柏舘　敬 東京電機大学大学院 修士課程 ---

87 B03 認知発達班 代理参加（明地先生） 井上　裕香子 東京大学大学院総合文化研究科 研究員 G-8

88 B03 認知発達班 代理参加（開先生） 山本　絵里子 東京大学大学院総合文化研究科 特任研究員 G-4

89 B03 認知発達班 代理参加（広瀬先生） 陳　姿因 東京大学大学院総合文化研究科 研究員 G-3

90 B03 認知発達班 代理参加（吉村先生） 菊知　充 金沢大学　
子どものこころの発達研究センター 教授 G-2

91 B03 認知発達班 広瀬先生 峰見　一輝 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻 博士課程 G-5

92 B03 認知発達班 松井先生 内田　真理子 東京学芸大学 研究員 ---

93 B03 認知発達班 山本先生 石塚　祐香 筑波大学　人間系・日本学術振興会 特別研究員 G-10

94 C01 創発構成班 代表 橋本　敬 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 教授 G-5

95 C01 創発構成班 分担 金野　武司 金沢工業大学工学部 講師 G-8

96 C01 創発構成班 分担 笹原　和俊 名古屋大学大学院情報学研究科 講師 ---

97 C01 創発構成班 分担 竹澤　正哲 北海道大学文学研究科 准教授 G-9

98 C01 創発構成班 分担 萩原　良信 立命館大学情報理工学部 講師 G-10

99 C01 創発構成班 分担 我妻　広明 九州工業大学生命体工学研究科 准教授 G-4

100 C01 創発構成班 分担 有田　隆也 名古屋大学大学院情報学研究科 教授 ---

101 C01 創発構成班 公募班代表 飯塚　博幸 北海道大学大学院情報科学研究科 准教授 G-7

102 C01 創発構成班 公募班代表 岡　夏樹 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系 教授 G-8

103 C01 創発構成班 公募班代表 奥田　次郎 京都産業大学情報理工学部　 教授 G-7

104 C01 創発構成班 公募班代表 久保田　直行 首都大学東京システムデザイン学部　 教授 G-3

105 C01 創発構成班 公募班代表 高玉　圭樹 電気通信大学大学院情報理工学研究科 教授 G-1

106 C01 創発構成班 公募班代表 森田　純哉 静岡大学情報学部 准教授 G-2

107 C01 創発構成班 岡先生 家原　瞭 京都工芸繊維大学 修士1年 G-7

108 C01 創発構成班 岡先生 宮尾　愛平 京都工芸繊維大学 学部4年 G-10

109 C01 創発構成班 岡先生 松島　茜 京都工芸繊維大学 学部4年 G-9

110 C01 創発構成班 奥田先生 片岡　大貴 京都産業大学コンピュータ理工学部 学生 G-10

111 C01 創発構成班 久保田先生 田中　亮佑 首都大学東京大学院 修士1年 G-2

112 C01 創発構成班 金野先生 河上　章太郎 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 修士1年 G-1

113 C01 創発構成班 金野先生 入江　諒 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 修士2年 G-9

114 C01 創発構成班 金野先生 齊藤　優弥 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 学部4年 G-4

115 C01 創発構成班 鈴木先生 米納　弘渡 名古屋大学大学院情報学研究科 鈴木麗璽研研究員 G-1

116 C01 創発構成班 竹澤先生 中田　星矢 北海道大学大学院文学研究科 修士1年 G-7

117 C01 創発構成班 萩原先生 谷口　彰 立命館大学情報理工学部創発システム研究室 研究員 G-5

118 C01 創発構成班 萩原先生 小林　博慶 立命館大学情報理工学部創発システム研究室 修士 G-3

119 C01 創発構成班 橋本先生 外谷　弦太 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 橋本研院生 G-6

120 C01 創発構成班 橋本先生 藤原　正幸 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 博士2年 G-1

121 C01 創発構成班 橋本先生 赤池　敬 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 修士1年 G-6

122 C01 創発構成班 森田先生 井上　直紀 静岡大学情報学部 大学院生 G-8

123 C01 創発構成班 森田先生 小嶋　暁 静岡大学情報学部 大学院生 G-2

124 内部評価委員 笠井　清登 東京大学医学部医学系研究科 教授

125 内部評価委員 北澤　茂 大阪大学大学院生命機能研究科 教授

126 事務担当者 七里　美和 京都大学大学院人間・環境学研究科 藤田研秘書

127 事務局 中村　綾子 東京大学大学院総合文化研究科 学術支援専門職員
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Day-2: 昼食会場
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Day-1&2:
口頭発表会場

Day-1&2:
ポスター会場

ポスターパネル
38枚

ザ・ガーデンボールルーム

サクラ

1F

エスポワール

Day-2: 朝食会場

B1F
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A01 分担 太田　真理 九州大学人文科学研究院 講師
B01 分担 幕内　充 国立障害者リハビリテーションセンター 室長
C01 分担 我妻　広明 九州工業大学生命体工学研究科 准教授
B01 協力 中谷　裕教 東京大学大学院総合文化研究科 助教
B02 分担 中村　美知夫 京都大学大学院理学研究科 准教授
C01 公募班代表 岡　夏樹 京都工芸繊維大学情報工学・人間科学系 教授
A01 川原先生 大関　洋平 早稲田大学理工学術院
理化学研究所 講師
客員研究員
B01 正水先生 蝦名　鉄平 東京大学大学院医学系研究科・細胞分子生理学教室 助教
C01 代表 橋本　敬 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 教授
B01 公募班代表 野村　洋 北海道大学薬学研究院　 講師　
B02 分担 近藤　修 東京大学大学院理学系研究科 准教授
C01 分担 金野　武司 金沢工業大学工学部 講師
B01 公募班代表 小林　耕太 同志社大学生命医科学部　　　　　　 准教授
B02 公募班代表 中橋　渉 早稲田大学社会科学部 講師
C01 公募班代表 奥田　次郎 京都産業大学情報理工学部　 教授
B01 公募班代表 狩野　文浩 京都大学高等研究院 特定准教授
B03 協力 安田　哲也 東京電機大学理工学部 プロジェクト研究助教
C01 久保田先生 田中　亮佑 首都大学東京大学院 修士１年
C01 公募班代表 森田　純哉 静岡大学情報学部 准教授
A01 谷口先生 佐藤　雅也 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生・新学術OA
B01 関先生 富田　健太 愛知大学文学部人文社会学科 学生
B01 小林先生 古山　貴文 同志社大学脳神経行動工学研究室　　　　　 助手
C01 鈴木先生 米納　弘渡 名古屋大学大学院情報学研究科 鈴木麗璽研研究員
A01 谷口先生 田中　悠介 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生
B01 小林先生 伊藤　優樹 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士前期課程学生
C01 岡先生 宮尾　愛平 京都工芸繊維大学 学部4年
A01 谷口先生 近　大志 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生
B01 小林先生 玉井　湧太 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士後期課程学生
C01 岡先生 家原　瞭 京都工芸繊維大学 修士1年
C01 竹澤先生 中田　星矢 北海道大学大学院文学研究科 修士1年
A01 谷口先生 萩原　広道 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生・学振DC1
C01 森田先生 井上　直紀 静岡大学情報学部 大学院生
C01 橋本先生 藤原　正幸 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 博士2年
A01 谷口先生 神原　一帆 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生
B01 岡ノ谷先生 井上　陽一 理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員
C01 金野先生 入江　諒 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 修士2年
C01 森田先生 小嶋　暁 静岡大学情報学部 大学院生
A01 代理参加 堀川　遼太 東京大学大学院総合文化研究科 院生・新学術研究員
B02 和田先生 松森　嘉織好 玉川大学脳科学研究所 嘱託研究員
C01 金野先生 河上　章太郎 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 修士1年
C01 萩原先生 小林　博慶 立命館大学情報理工学部創発システム研究室 修士
A01 公募班代表 中井　智也 情報通信研究機構脳情報融合研究センター 研究員
B01 小林先生 村井　翔太 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士後期課程学生
B02 協力 森田　理仁 東京大学大学院理学系研究科 特任研究員
C01 橋本先生 外谷　弦太 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 橋本研院生
B01 岡ノ谷先生 田坂　晃一 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研
B02 和田先生 飯島　和樹 玉川大学脳科学研究所 嘱託研究員
B03 小林先生 柏舘　敬 東京電機大学大学院 修士課程
C01 橋本先生 赤池　敬 北陸先端科学技術大学院大学知識科学系 修士1年
B01 上川内先生 田中　良弥 名古屋大学大学院理学研究科 学振特別研究員PD
B02 井原先生 高橋　拓也 東京大学大学院理学系研究科 博士課程
B03 広瀬先生 峰見　一輝 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻 D1
C01 萩原先生 谷口　彰 立命館大学情報理工学部創発システム研究室 研究員
A01 藤田先生 松本　大貴 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生
B01 岡ノ谷先生 橘　亮輔 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研PD
B03 小林先生 森山　信也 東京電機大学大学院 修士課程
C01 金野先生 齊藤　優弥 金沢工業大学 工学部電気電子工学科 学部4年
A01 那須川先生 大沼　仁美 岩手医科大学 助教
B01 公募班代表 上川内　あづさ 名古屋大学大学院理学研究科 教授
B03 公募班代表 皆川　泰代 慶應義塾大学文学部　　　 教授
A01 藤田先生 西本　希呼 京都大学大学院人間・環境学研究科 新学術特定研究員
B01 関先生 下山　せいら 愛知大学文学部 助教
B02 公募班代表 松前　ひろみ 東海大学医学部基礎医学系 特任助教
B01 櫻井先生 結城　笙子 同志社大学脳科学研究科 日本学術振興会特別研究員
B02 鈴木先生 小林　絵礼奈 東北大学大学院医学系研究科高次脳機能障害 医員
B03 代理参加 井上　裕香子 東京大学大学院総合文化研究科 研究員
A01 谷口先生 佐藤　亜弓 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生
B01 小林先生 板垣　沙知 同志社大学　脳神経行動工学研究室 博士後期課程学生
B02 和田先生 土田　まどか 東京大学大学院（総合文化研究科超域文化科学専攻文化人類学分野）博士後期課程1年
B01 幕内先生 馬　瓊 東北大学大学院文学研究科 博士後期課程2年生
B02 代理参加 池山　史華 東京大学大学院 人文社会系研究科 修士課程
C01 岡先生 松島　茜 京都工芸繊維大学 学部4年
A01 藤田先生 藤田　遥 京都大学大学院人間・環境学研究科 院生・新学術OA
B01 岡ノ谷先生 上條　槙子 東京大学大学院総合文化研究科 岡ノ谷研PD
B01 公募班代表 横山　ちひろ 理化学研究所生命機能科学研究センター 研究員
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