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5月13日（土）10:30～16:50
会場：国立民族学博物館・第5セミナー室
●ワークショップ「新人文化の『モビウスライン』とビーズ」

5月14日（日）10:00～16:50
会場：国立民族学博物館・第5セミナー室／第7セミナー室（ポスター）
●ワークショップ／研究報告／ポスター発表

人間文化研究機構　国立民族学博物館
第5、第7セミナー室
（大阪モノレール「万博記念公園駅」から徒歩約15分、
　　　　　　　　　　　「公園東口駅」から徒歩約15分）

5月13日（土）ワークショップ
10:30～16:50

5月14日（日）ワークショップ
研究報告
ポスター発表

10:00～16:50

2017年

お問い合わせ／一般参加申し込み： 第3回研究大会実行委員会　国立民族学博物館　野林研究室　officenova@idc.minpaku.ac.jp
　班 共催：国立民族学博物館括総 」究研的合総のスセロプ成形化文人新アジア  学史化文アジアオレパ「 究研域領術学新 ：催主 http://paleoasia.jp/ http://www.minpaku.ac.jp

ポスターセッション ▼先着順・事前申し込み要▼

参加希望者は、氏名、連絡先、参加日を明記のうえ、野林研究室
（officenova@idc.minpaku.ac.jp）までご連絡ください。
研究大会の参加は無料ですが、国立民族学博物館へお越しになる際には
自然文化園の入園料が必要となることがあります。
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CULTURAL HISTORY OF PALEOASIA
THE 3RD CONFERENCE ON



5月13日（土）10:30～16:50
会場：国立民族学博物館・第5セミナー室

お問い合わせ： 第3回研究大会実行委員会　国立民族学博物館　野林研究室　officenova@idc.minpaku.ac.jp

プログラム

No.5 Seminar Room, National Museum of Ethnology, Japan

ワークショップ「新人文化の『モビウスライン』とビーズ」
“‘Movius Line’ and Beads in Modern Humans’ Culture”

10:30～10:40　　領域代表挨拶 Opening Remarks
10:40～11:05　　野林厚志（B01） Atsushi Nobayashi（B01）

　　「適応」を再考する―ニッチと文化の境界
　　Use and Abuse of Adaptation Theory : Ecological Niche and Boundaries
　　of "Culture"

11:05～11:30　　池谷和信（B01） Kazunobu Ikeya（B01）
　　ビーズから見たアジア世界―貝殻とダチョウの卵殻に注目して
　　Beads in Asia : Seashells and Eggshells of Ostrich as Materials

11:30～12:00　　特別展「ビーズ―つなぐ、かざる、みせる」解説（池谷和信）
　　Introduction for Special Exhibition “Beads in the World” by Kazunobu Ikeya

12:00～13:10　　昼食・特別展観覧 Luch Break / Exhibition Tour
13:10～13:35　　山岡拓也（A01） Takuya Yamaoka（A01）

　　モビウスラインの解釈に関する考古学的研究の歴史と現状
　　The History and the State of Archaeological Studies on Interpretations
　　of the Movius Line

13:35～14:00　　野口　淳（A01） Atsushi Noguchi（A01）
　　南アジアにおける中期～後期旧石器時代文化の地理的変異
　　―新人出現期にモヴィウスラインはあるか
　　Geographical variation in the Middle and Upper Palaeolithic cultures in South Asia :

can ‘Movius Line’ be recognized in the period of modern human emergence?
14:00～14:25　　西秋良宏, 野口　淳（A01） Yoshihiro Nishiaki and Atsushi Noguchi（A01）

　　旧世界中後期旧石器時代遺跡出土装身具からみたヒトと文化
　　Variability in personal ornaments in the Middle and Upper Palaeolithic :
　　a global survey

14:25～14:50　　小野林太郎, Alfred Pawlik, Riczar Fuentes, Suryatman（A02）
　　Rintaro Ono, Alfred Pawlik, Riczar Fuentes, and Suryatman（A02）
　　モビウスラインより東側における新人文化の変異について
　　―東南アジア～オセアニア海域の事例から
　　Material Culture and subsistence of Modern Human in the East of
　　Movius line : a view from Southeast Asia and Oceania

14:50～15:15　　北川浩之（A03） Hiroyuki Kitagawa（A03）
　　モビウス・ライン―気候学的な解釈
　　The Movius line : climatological interpretation

15:15～15:35　　休憩 ／ Coffee Break
15:35～16:00　　彭　宇潔（B01） Yujie Peng（B01）

　　民族誌的視点からの装身具と身体装飾
　　―狩猟採集民と他集団との関係に注目して
　　Emphasizing relationships between hunter-gatherers and other groups

16:00～16:25　　高畑尚之（B02） Naoyuki Takahata（B02）
　　南拡散ルート、遺伝的多様性そして地域適応
　　Southern dispersal route, genetic polymorphism and local adaptation

16:25～16:50　　公募研究フラッシュトーク Flash Talks by Invited Researchers
17:15～19:15　　懇親会 Reception

Poster Session （No.7 Seminar Room）
ポスターセッション（第7セミナー室）
計画研究班 A01╱Research Team A01
P1.　　仲田大人 Hiroto Nakata

　　日本旧石器時代の装飾品 The ornamentation of the Japanese Palaeolithic
P2.　　澤藤りかい, 石田肇 Rikai Sawafuji and Hajime Ishida

　　歯石から見る古代の文化―パレオアジア研究への応用
　　Culture studies using ancient dental calculus : application to PaleoAsia studies

P3.　　鈴木美保 Miho Suzuki
　　後期旧石器時代前半の刃部磨製石斧の分布―モビウスライン東の石器製作技術
　　Edge-ground stone axes in the Early Upper Palaeolithic of East Asia : An unique lithic
　　technology from east of the Movius Line

P4.　　高倉　純 Jun Takakura
　　ジビリャチーハ伝統の評価―分布・年代・生業
　　An overview of the Sibiryachiha tradition : distribution, dates, and subsistence

計画研究班 A03╱Research Team A03
P5.　　藤木利之, 北川浩之 Toshiyuki Fujiki and Hiroyuki Kitagawa

　　出来島海岸最終氷期埋没林における花粉分析の予備的結果
　　Preliminary results on pollen analysis of last glacial period submerged forest in Dekishima coast

P6.　　長谷川精 Hitoshi Hasegawa
　　レス-古土壌シーケンス記録からみる最終氷期におけるアジア内陸の古環境変動
　　Reconstruction of paleoenvironment during the last glacial based on the
　Loess-Paleosol sequence record

P7.　　奈良郁子 Fumiko Watanabe Nara
　　大陸内部域における降水量変動復元とその変動要因
　　What is the trigger for the precipitation variability in the continental region?

計画研究班 B01╱Research Team B01
P8.　　藤本透子 Toko Fujimoto

　　集団間の接触にともなう住居の変化―カザフの定住化に関する人類学調査から
　　Change of Dwellings in the Contact Zone : Anthropological Research on
　Sedentarization of Kazakh Society

P9.　　金谷美和, 上羽陽子, 中谷文美 Miwa Kanetani, Yoko Ueba, and Ayami Nakatani
　　インド、アッサムにおける生態資源利用―「線具」を中心に
　　Lineware : Usage of Ecological Resources in Assam, India

P10.　 菊田　悠 Haruka Kikuta
　 中央アジアにおける社会関係とモノの変化―青い陶器の発展と消滅
　 Changes of objects and social relations in Central Asia : The case of blue pottery’s
　 development and disappearance

P11.　 大西秀之 Hideyuki Ōnishi
　 民族誌的視座からの人類進化と技術革新の関係をめぐる一考察
　 Relations between Human Evolution and Technological Innovations from
　 Ethnographic Pespectives

P12.　 山中由里子 Yuriko Yamanaka
想像界の生物相（2）―人魚イメージの世界的分布と水棲動物の棲息地
The Biota of the Imaginary（2）： Global Distribution of Mermaid Imagery in Relation
to the Habitat of Aquatic Animals

P13.　 吉田世津子 Setsuko Yoshida
　 クルグズ人の定住化と墓の形態変化―中央アジア・社会とモノの変化に関する予備的考察
　 Sedentarization of the Kyrgyzes and their Tomb Form Changes : a preliminary
　 study of the interrelation between social and material changes in Central Asia

計画研究班 B02╱Research Team B02
P14.　 中村光宏 Mitsuhiro Nakamura

　 系統学的手法を用いたパレオアジア文化史の推論
　 A phylogenetic approach to cultural evolution in PaleoAsia

公募研究
A01　P15.　 上峯篤史 Atsushi Uemine

　 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
 Elucidation of the chronology and human behavioral pattern reflected in

　 quartz artifacts in East Asia
　P16.　 木村亮介 Ryosuke Kimura

　 バイカル古人骨のゲノム解析可能性調査
　 A feasibility study on genome analysis of ancient humans in the Lake Baikal area

　P17.　 近藤　修 Osamu Kondo
　 西アジア旧石器人類化石の形態学的研究
　 Late Pleistocene human fossil remains in West Asia

　P18.　 国武貞克 Sadakatsu Kunitake
　 カザフスタンに於ける後期旧石器文化形成プロセスの研究
　 Study of the formation process of Upper Paleolithic culture in Kazakhstan

A02　P19.　 中沢　隆・苅野茉央  Takashi Nakazawa and Mao Karino
 2,000年から40,000年前の動物骨に含まれているコラーゲンのタンパク質

　 考古学的研究
　 Protein archaeology applied to collagen in 2,000-to 40,000-year-old animal bones

A03　P20.　 勝田長貴 Nagayoshi Katsuta
　 バイカルリフト堆積盆に記録される最終氷期のユーラシア内陸の環境変動
　 The last glacial environmental changes in intracontinental Eurasia recorded
　 in the sedimentary sequences from basins of the Baikal rift zone

B01　P21.　 山田仁史 Hitoshi Yamada
　 民族誌データに基づく人類集団動態モデルの構築―本研究がめざすもの
　 Constructing dynamic models of human group interactions based on
　 ethnographic data : aim of the present study

B02　P22.　 太田博樹・石田貴文 Hiroki Oota and Takafumi Ishida
　 タイ少数民族と古人骨を対象とした生業形態とゲノム多様性に関する研究
　 A study of lifestyle and genome diversity focused on minority groups in
　 Thailand and human remains from archaeological sites

5月14日（日）10:00～16:50
会場：国立民族学博物館・第5/第7セミナー室

No.5/No.7 Seminar Room, National Museum of Ethnology, Japan

ワークショップ・研究報告・ポスターセッション
Workshop, Project Reports and Poster Session

10:00～10:25　　門脇誠二（A02） Seiji Kadowaki（A02）
　　モビウス・ライン西側における新人文化の発生と多様性
　　―小石刃を用いる行動と社会の考察
　　Formative processes and diversity of modern human cultures to the
　　west of the Movius Line : behavioral and social implications of bladelets

10:25～10:50　　近藤康久, 門脇誠二, 北川浩之, 鈴木美保, 仲田大人, 野口　淳, 野林厚志,
　　西秋良宏（総括班）
　　Yasuhisa Kondo, Seiji Kadowaki, Hiroyuki Kitagawa, Miho Suzuki,
　　Hiroto Nakata, Atsushi Noguchi, Atsushi Nobayashi, and Yoshihiro Nishiaki
　　パレオアジア遺跡データベースのプロジェクト内共有について
　　Data sharing within the PaleoAsia project to accelerate interdisciplinary research

10:50～11:50　　ポスターセッション（第7セミナー室） Poster Session（No.7 Seminar Room）
11:50～13:00　　昼食・総括班会議 Lunch Break / Steering Committee’s Meeting
13:00～13:25　　出穂雅実（A02） Masami Izuho（A02）

　　モンゴルにおける最初期現生人類の人類学的・考古学的研究
　　―2009-2016年度フィールドワークから
　　Anthropological and Archaeological Investigations on the Earliest
　　Modern Human in Mongolia : 2009-2016 Field Campaigns

13:25～13:50　　松藤和人（A01） Kazuto Matsufuji（A01）
　　東アジアにおける新人出現期の様相
　　Phases of Homo sapiens’s appearance stage in East Asia

13:50～14:15　　中沢祐一（A02） Yuichi Nakazawa（A02）
　　資源利用の集約化とストーンボイリング
　　―パレオアジアの礫群分析に向けたヨーロッパ後期旧石器からの展望
　　Resource intensification and stone boiling : a prospect from the
　　European archaeological record toward a synthetic analysis of cobble
　　concentrations in the PaleoAsia project

14:15～14:40　　北川浩之（A03） Hiroyuki Kitagawa（A03）
　　エージェント・ベースモデルを使った文化の伝播と隔離の考察
　　Agent-based model simulation for understanding spread and
　　segregation of culture

14:40～15:05　　田村　亨（A03） Toru Tamura（A03）
　　OSL年代測定の試料採集の留意点 Sediment sampling for OSL dating

15:05～15:25　　休憩 ／ Coffee Break
15:25～15:50　　卯田宗平（B01） Shuhei Uda（B01）

　　北東アジア地域における生業活動の男女差と集団接触の諸相
　　Gender differences of subsistence activities and phases of group
　　contact in northeastern Asia

15:50～16:15　　若野友一郎, 青木健一（B02） Joe Yuichiro Wakano and Kenichi Aoki（B02）
　　生態文化的分布拡大モデルにおける遺伝的交雑と非一様環境のモデリング
　　Modeling genetic introgression and heterogeneous environment in
　　ecocultural range-expansion models

16:15～16:40　　小林　豊, Laurent Lehmann（B02）
Yutaka Kobayashi and laurent Lehmann（B02）

　　累積的文化進化と垂直伝達
　　Cumulative cultural evolution and vertical transmission

16:40～16:50　　閉会の辞 Closing Remarks


