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各位 
公益財団法人 豊田理化学研究所 

 常務理事 菊池 昇 

｢第 28 回 豊田理研懇話会｣ 開催のご案内 

第 28 回豊田理研懇話会を、下記の予定にて開催させていただきます。 

今回は、総合研究大学院大学 学長　長谷川眞理子先生にご講演をお願いいたしました。

皆様の参加をお待ちしております。 

 日時  2022 年 7 月 14 日（木） 13：10～15：00 
聴講方法  オンライン

主催  公益財団法人 豊田理化学研究所 
協賛  株 式 会 社  豊田中央研究所

講師  長谷川眞理子 氏     国立大学法人 総合研究大学院大学 学長

演題 「進化生物学から見たヒトの生活史戦略とジェンダー」 
Human life-history strategy and ideas about gender

概要  ヒトは哺乳類の霊長類に属する生物である。そのことから生じる、ヒトの生物としての

制限要因はいくつもあるのだが、ヒトは、他の生物群と比べてきわめて特徴的な性質を多々有

している。その一つが、一生の時間とエネルギーがどのように配分されるかを決める生活史戦

略である。ヒトは総じて長命なのだが、女性の繁殖可能期間はかなり短い。ヒトにもっとも近

縁なチンパンジーと非常に異なるのはこの点である。この事実は、ヒトが共同繁殖の生物であ

ることを導き、ヒトの性差の存在にも大きな

影響を与えている。本講演では、それらの問

題についての最新の分析を紹介したい。

Humans belong to the Primates, which 
belongs to Mammals. It is obvious that this 
fact results in several constraints on human 
nature, but at the same time, it is true that 
humans have several special characteristics 
specific to humans. One of those 
characteristics is the life-history strategy, 
which decides the allocation of time and energy in life course. Humans, in general, have a 
very long lifespan, but women’s reproductive lifespan is rather short. This is the most 
conspicuous difference from that of chimpanzees, our closest relative. This fact leads to the 
necessity of human cooperative breeding, and has a great influence on human sex 
differences. I will discuss those subjects based on the recent discoveries. 

豊田理研事務局 E-mail: riken@toyotariken.jp （7/8(金)〆切） 

https://forms.gle/wZaX3TguF9GNkeBu9
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長谷川眞理子 氏 
 
 

長谷川眞理子 HASEGAWA Mariko 

理学博士。東京大学理学部卒。東京大学大学院理学系研究科人類学専攻博士課程修了。 
タンザニア野生動物局、東京大学理学部人類学教室助手、専修大学助教授・教授、Yale 大学人

類学部客員准教授、早稲田大学政治経済学部教授を歴任。2006 年総合研究大学院大学教授、

2007 年先導科学研究科生命共生体進化学専攻長、2011 年先導科学研究科長、2014 年理事・副

学長を経て、2017 年 4 月より現職。 
専門は行動生態学、自然人類学。野生のチンパンジー、イギリスのダマジカ、野生ヒツジ、ス

リランカのクジャクなどの研究を行ってきた。最近は人間の進化と適応の研究を行っている。 
2012 年日本動物行動学会日高賞受賞。 
 
 
PROFILE: Dr. Hasegawa joined The Graduate University for Advanced Studies, 
SOKENDAI as a professor in 2006. She went on to serve as a dean of Department of 
Evolutionary Studies of Biosystems in 2007, as a dean of School of Advanced Sciences in 
2011, and then as an executive director in 2014. Dr. Hasegawa became President of 
SOKENDAI on April 1, 2017. 
She earned her Ph.D. degree in Anthropology from Graduate School of Science, University 
of Tokyo.  
Before joining SOKENDI, she worked at the Tanzania Wildlife Service, as an assistant at 
the Laboratory of Anthropology, Department of Biological Science, Graduate School of 
Science, University of Tokyo. She also taught as an associate professor and professor at 
Senshu University, as an associate professor at the Department of Anthropology at Yale 
University and as a professor at the School of Political Science and Economics, Waseda 
University. 
Her research expertise includes Behavioral Ecology and Physical Anthropology, and she 
conducted research on wild chimpanzee, fallow deer and wild sheep in Great Britain, 
peafowl in Sri Lanka. Recently she in conducting research on human evolution and 
adaptation. 
She received the Hidaka Award from the Japan Ethological Society in 2012. 


