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みんぱく若手研究者奨励セミナー
文　平井京之介 ひらい きょうのすけ 

研究戦略センター教授。専門は社会人類学専攻。主な編著書・論文に、『村から工場へ─東南アジア女性の
近代化経験』（NTT出版 2011年）、『実践としてのコミュニティ─移動・国家・運動』（編著 京都大学学術
出版会 2012年）、「運動する博物館─水俣病歴史考証館の対抗的実践」『国立民族学博物館研究報告』（2012
年36巻４号）など。

はじめに
2012 年 11 月 28 日（水）から 30 日（金）までの 3 日
間、国立民族学博物館（以下、民博）2階第 6 セミナー
室において、第 4回みんぱく若手研究者奨励セミナーが
開催された。このセミナーは、若手研究者による共同利
用を促進するために、博士後期課程の大学院生およびポ
スト・ドクターを対象に参加者を募集し、毎年この時期
に開催するものである。今回のテーマは「包摂と自律の
人間学―空間をめぐって」であり、関東から 9名、関
西から 2名の参加があった。
セミナーは民博が研究戦略センターの事業として実施
するものである。私は機関研究員の河合洋尚氏、加賀谷
真梨氏とともに昨年度の企画・運営を担当した。本稿で
は、私個人の立場で、今回のセミナーの内容と意義を紹
介し、今後を展望する。

テーマ設定
準備段階で苦労したのが、テーマ設定である。若手研
究者にアピールする最新流行のテーマがよいが、我々が
扱えないようだと困る。かといって、テーマがつまらな
いと応募が集まらない。ここ数年は、民博の 2 つの機
関研究領域を交互に取り上げてきた。機関研究は民博が
組織をあげて取り組む研究プロジェクトであり、いわば
民博の研究の顔となるものだ。これはセミナーで扱うに
ふさわしい。こう考え
て、例年に倣い、「包摂
と自律の人間学」とい
うテーマに落ち着いた
が、まだ少し大きすぎ
る。なにを求めるのか
わからないし、議論を
しても焦点が定まらな

いだろう。そこで、「空間」や「場所」に焦点を当てて、
マイノリティの自律性や社会的公正の問題にアプローチ
する研究を募集することにした。

セミナーの内容
セミナーは 3部から構成される。第 1部は 1日目の午
前中で、民博教員による講演である。今回は、「包摂と自
律の人間学」領域で研究プロジェクトの代表者をしてい
る鈴木紀先生、鈴木七美先生、齋藤晃先生にそれぞれ 20
分ずつ自分のプロジェクトを紹介してもらった。
第 2部は 1日目の午後から 3日目の午前までで、セミ
ナー参加者による個人研究発表である。一人の発表に 30
分、質疑応答に 20 分をとった。そして最終日の午前中
を総合討論に当てた。
今回から民博教員のセミナーへの参加のしかたを少
し変えた。岸上伸啓先生、横山廣子先生、三尾稔先生
の 3人にコメンテーターを依頼し、個人発表と総合討論
のすべてに参加してもらった。そして、あくまで参加者
同士が互いに刺激し合って議論を発展させることを目標
にし、それをコメンテーターが手伝う、というかたちを
とった。この試みは概して成功だったと思う。また、コ
メンテーターの他にも、10 数名の民博教員がそれぞれ関
連分野の発表を聞きに部分的に参加してくれた。
2日目の午前中には、個人発表を一時中断して、玄関

前広場でおこなわれた
アイヌの人びとによる
カムイノミの儀礼を見
学した。これは民博に
とって、また日本人類
学にとって、とても貴
重な儀礼である。齋藤
玲子先生に参考資料を



No. 142 民博通信 03

つくってもらい、伊藤敦規先生に儀礼の意味についてセ
ミナーで解説してもらった。
第 3部は 3日目の午後で、民博の共同利用制度の説明
と施設の紹介である。私が民博の大学共同利用制度につ
いて、河合氏が機関研究員や外来研究員、共同研究（若
手）など、若手研究者向けに実施している制度について
説明した。その後、1階から 4階まで民博内を私が案内
した。例年通り、バックヤード（収蔵庫）・ツアーが参
加者にもっとも人気があった。
コメンテーターによる審議の結果、優秀発表者として
久保忠行氏が選出され、閉会式で表彰状と記念品が授与
された。論旨の明確さや研究の発展性が評価されたよう
である。セミナーで賞を授与することには賛否がある
が、参加者の動機づけになるし、セミナーに緊張感をも
たらしていたようにも思う。

セミナーの意義・課題・展望
若手研究者奨励セミナーの意義は、第 1に、若手研究
者に成果発表の機会を与えることであり、第 2に、若手
研究者が関心を共有する同世代と出会う場をつくること
であろう。
しかし本音をいえば、若手研究者が民博と出会う場に
することが最重要である。民博というコミュニティ（施
設・研究・制度・研究者）を知ってもらい、コミュニ
ティに参加する楽しさを知ってもらい、そして将来の参
加につなげてもらうのだ。参加者のなかから、近い将
来、『国立民族学博物館研究報告』に投稿したり（参加
者全員に投稿権が与えられた）、民博のシンポジウムに
参加したり、機関研究員や外来研究員、共同研究に応募
したりする者がかならず出てくるはずである。さらに民
博教員には、若手研究者やその研究内容について情報を

集め、共同研究やシンポジウム等にさそう相手をみつけ
る機会にもなるだろう。
セミナーの課題はたくさんある。第 1に、若手研究者
のあいだでセミナーの知名度を上げることだ。とりわ
け、東北や九州など、若手研究者が集まる機会が少ない
大学の若手研究者に積極的な宣伝活動をおこないたい。
第 2に、参加者が非常勤の講義を休まずにすむ日程を設
定できないか。講義が障害になって参加をあきらめる若
手研究者も多いと聞く。週末の開催も一案だが、それだ
と館内での協力が得にくくなる。大学が長期休暇になる
平日に開催する可能性を考えたい。第 3に、総合討論を
いかに充実させるか。かならずしも問題意識や方法論を
共有していない参加者をうまく巻き込んで、総合討論を
充実させる工夫を今後も考えていく必要がある。第 4に、
民博教員からさらなる協力をいかに得るか。若手研究者
が発表したときに、同じ分野の民博の研究者からコメン
トをもらえたら、どれだけうれしいことだろう。少なく
とも同じ研究地域の発表には教員に参加してもらえるよ
うに続けて館内広報に力を入れていきたい。
最後にひとつ提案する。セミナーの成功は、若手研究
者のニーズと民博のコミュニティとをいかに結びつける
かにかかっている。こう考えたとき、機関研究のプロ
ジェクト代表者がセミナーを主催するというのはどうだ
ろうか。自ら基調講演をおこなうとともに、若手研究者
を公募してシンポジウムを開催するのである。運営はい
ままで通り研究戦略センターがサポートする。こうすれ
ば、若手研究者をより有機的に民博のコミュニティに巻
き込むことができるのではないか。ただし、これを実行
に移すには、民博の機関研究プロジェクトが、もっと若
手研究者にアピールするようなものにグレードアップす
る必要があるだろう。

発表日 第 4回みんぱく若手研究者奨励セミナー発表タイトル 氏名

2012年
11月 28日

南アフリカにおける分断統治とアフリカ人の主体的な民族意識の表明―クロムドゥラーイ住民にとっての『ソト人であること』 河 野 明 佳

ナイロビ・スラムの『学校』―場の自律性と地域との関係 井本佐保里

区切られる空間、つながる場所―タイ海洋国立公園におけるモーケンの潜水漁の動態 鈴 木 佑 記

ハイブリッドからモノカルチャーへ―タイ北部農村社会における HIV/AIDS感染者組織の生成と転回 日 野 智 豪

難民から市民へ―ビルマ難民の移動と定住 久 保 忠 行

『循環する場所』としての枯木又―エコミュージアムと／から大地の芸術祭へ 兼 松 芽 永

過疎・高齢化地域における社会的選択としての複数居住 渡 部 鮎 美

空間から場所へ―マレーシアの住宅団地における華人コミュニティ構築の事例から 櫻 田 涼 子

11月 29日 グローバルメディアと民俗知識 小 林 宏 至

ポリティクスをしないことによる『自律性』―中国雲南省昆明市回族社会のインフォーマルな宗教活動の事例から 奈 良 雅 史

内からの包摂を維持する試み―メキシコにおける性的少数者の教会の包摂と自律 上 村 淳 志
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鈴木佑記 ＊2／2012 年度のセミナーでは「空間」が 1つの
重要な鍵概念となっていたこともあり、人の移動や住ま
いに関する報告が多いように感じた。それは難民に注目
したものや、過疎地域の集落に着目したものであったり
した。
私自身も、「区切られる空間、つながる場所：タイ海
洋国立公園におけるモーケンの潜水漁の動態」というタ
イトルで、国家の政策によって狭まりゆく生活空間のな
かで、漁民モーケンがいかにして自律的に生業の場を見
出しているのかを検討した。より具体的には、行政の監
視の目を掻いくぐりながら、また新しい道具を導入する
ことでより深い場所で潜水漁を行っている事例を紹介す
ることで、国家に包摂されるなかのモーケン個々人の自
律性に焦点を合わせて報告を行った。
以下、本セミナーに参加して良かったと思う点を 2つ
に絞って述べたい。
1つ目は、専門的なアドバイスを直接受けられる点にあ
る。人類学を専門とする研究者に自分の研究内容を、比
較的時間をかけて吟味してもらい、意見をじっくりと聞
くことのできる機会はあまりない。その他、セミナー参
加者から多数のコメントを頂くこともでき、その時に頂
いた有益な指摘を盛り込んだ論文を鋭意執筆中である。
2つ目は、「若手」の研究仲間と交流をもてる点にある。
もちろん、仲間とはいえ、公募戦線のフロントラインに
立ち並ぶ「戦友」たちである。3日間という決して短く
はない時間を、博物館という特異な空間で共有すること
で、お互いの研究内容を深く知ることができた。報告内
容の伝え方、質疑への応答方法、コメントの仕方など、
彼ら・彼女らから学んだことは大きい。
本セミナーは、多様なバックグラウンドをもつ研究者
を包摂し、社会的に不安定な立場にある「若手」研究者
の自律を促す、「人間学」を構築する空間として機能し

河野明佳 ＊1／民族分断統治の下で、「民族」という枠組
みがどのように意味のあるものとして、人びとの中で、
社会の中で、実体化していったのか。アパルトヘイト体
制下の南アフリカでは、各地から追われてきた地縁・血
縁も有しない、民族的出自も異なる人びとが、「不法占
拠区」に寄り集まり、体制からの暴力的迫害を受ける中
で「ソト人」という名の下に集団化していった。生存を
かけた切実な要求が人びとを束ね、「ソト人」という名づ
けが名のりとなっていった過程は、自律のための包摂と
読むことができ、「包摂と自律の人間学」というセミナ
ーのテーマがぴったり合うように思い、参加を希望した。
国際関係学を学び、アパルトヘイト下の民族形成を構
造的に捉えたいと研究してきた私にとって、人類学や民
族学を中心としたセミナーへの参加は大きな挑戦だった
が、その分、刺激的な時間をすごすことができた。セ
ミナーでは、自分の研究報告に加えて、参加者の方々の
多様なトピック・地域を対象とした研究報告を「包摂と
自律の人間学―空間をめぐって―」という共通テーマ
の下で議論することにより、調査データをどのように相
対化し、意味づけるか、ということについて、自分の視
野がいかに固定化され狭められているか気づくことがで
きた。とくに、包摂という概念の理解については、自分
の議論のあいまいさをつきつけられた。さまざまなアプ
ローチを取った各報告での議論から、包摂と見える現象
の裏側で起こっている、あるいは起こっている可能性の
ある排除について、それをどのように捉え、包摂を意味
づけていくのか、考えることができた。
またセミナー期間中は、民博の先生方や同世代の研究
者の方々と知り合い、個人的にも議論する場を持てた。
ここで学んだこと、考えたことを博士論文執筆に生かせ
るよう、今後も励んでいこうと改めて気持ちを引き締め
ることのできた、大変充実した 3日間だった。

＊1 こうの さやか
 津田塾大学大学院国際関係学研究科後期博士課程

＊2 すずき ゆうき
 日本学術振興会特別研究員（東洋大学）

セミナー参加者の声
―セミナー参加者の中から本欄への執筆を希望した方の文章を、当日の発表順に掲載しています。
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統料理がふるまわれた。アイヌ料
理を食べるのは初めてで、料理を
食べるとグッとアイヌの人々を身

近に感じるから不思議である。
セミナーを通した学びに加えて、収蔵庫の見学、アイ
ヌの食体験。ぜひ、研究交流と「フィールドワーク」を
かねて参加されてはいかがだろうか。

櫻田涼子＊4／〈自律〉や〈空間〉を研究の共通項とする
若手研究者が各地から集い、それぞれの研究テーマを詳
細に報告する本セミナーは有意義かつ刺激的な議論の場
であった。
教員はもちろんのこと、参加者からも厳しいコメント
や質問が飛び交い、セミナー室は心地よい緊張感に満ち
ていた。このような空間は、私のように博士論文を書き
終えた者にとっては大学院ゼミに参加しているような懐
かしい一体感と知的興奮を与えてくれるものであった。
また、人類学のみならず建築学や社会学を専門とする研
究者との議論は有意義であり、他領域と連携した共同研
究組織の将来的な可能性も感じられるものであった。
私は、独立後のマレーシアにおいて近代化政策の一環
として導入された住宅団地に暮らす華人と住宅について
長年調査を行っているが、本セミナーではマレーシア華
人が住宅を増改築するプロセスと住宅団地の華人コミュ
ニティによる儀礼祭祀について報告を行った。ある教員
からご指摘いただいた「自分自身がその空間とどのよう
に関わっているかという点から議論を出発する必要があ
る」という点は強く心に残り、以後フィールドワークを
行うとき、あるいは民族誌を読むときの指針となってい
る。このコメントは、別の教員からの「研究成果をどう
社会に還元できるのか」という指摘と響き合い、より深
く研究対象と関わる必要性があることを改めて感じた。

ていたのではないだろうか、それがセミナーを終えてか
ら感じる、全体的な印象である。

久保忠行 ＊3／このセミナーに参加するには、3日間の参
加が義務づけられている。これがネックになっている、
という人もいるかもしれない。しかし実際に参加してみ
ると、1日だけのセミナーよりも、多くの時間と空間を
共有できるので同世代の研究者と交流を深められたと思
う。
セミナーの特徴は、統一テーマがあることだ。今回は

「包摂と自律の人間学―空間をめぐって」というテーマ
で、私を含めて 11人が発表した。私は「難民から市民へ
―ビルマ難民の移動と定住」というタイトルで、タイ
の難民キャンプから米国へ再定住したカレンニー難民の
定住過程を題材として発表した。統一テーマが設けられ
ているので、研究対象、地域、切り口、そしてディシプ
リンが異なっていても質疑応答は活発であった。ともす
れば抽象論になりがちな包摂、空間、自律をめぐって、
一度の機会で 11 の事例を通して考えることができた。
私にとって一番印象深かったのは、セミナーとセット
になっている民博の収蔵庫の見学である。想像以上とい
う言葉がぴったりの驚くべき収蔵数で、実際の展示品
は、ごく一部に過ぎないことを知った。保存にあたって
いる博物館の〈裏方〉さんは職人という感じでかっこよ
かった。また募集要項には書かれていないが、参加した
年のセミナーにはもう 1つのイベントが組み込まれてい
た。それは、アイヌの人々の伝統儀礼である「カムイノ
ミ（神への祈り）」であった。今回は 2日目の昼頃から儀
礼がはじまり、セミナー参加者も見学した。その後、伝

＊3 くぼ ただゆき
 日本学術振興会特別研究員（京都大学）

＊4 さくらだ りょうこ
 育英短期大学　現代コミュニケーション学科専任講師

潜水漁前の光景（2007年、アンダマン海、鈴木
佑記撮影）。
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観念が垣間見られるのである。
今回「若手奨励セミナー」に
参加したのは、他地域の若手研
究者と交流し、自分の研究がど

の点で他の研究者と対話可能で、どの点が自分にとって
の欠点であるのかを知るためであった。結果、自分の研
究を改めて相対的に見る機会を得ることができたと思っ
ている。
セミナーのテーマは「包摂と自律の人間学」であった
が、わたしは調査地が世界文化遺産に登録された事例か
ら包摂の部分にのみ重きをおいて議論を展開してしまっ
た。しかし他の研究者の発表を聞きながら、自分が調査
の主軸に置いてきた親族の問題が、彼らの自律を考える
うえで非常に有用だという示唆を得た。わたしの研究が
「地味」であることには変わりないが、これからも対話
可能な研究を目指していきたいと強く思っている。

奈良雅史＊6／わたしは、現代中国において回族と呼ばれ
るムスリム・マイノリティを中心に行われる宗教運動に
ついての研究を行っている。日頃、東アジアやイスラー
ムといった地域や対象を共有する研究者と交流すること
が多いため、地域や対象の異なる研究者から自分の研究
に対してコメントをいただける好機と捉え、本セミナー
に参加した。
昨年度のセミナーのテーマは「空間」であった。わた
しは、都市部における回族によるインフォーマルなイス
ラーム教育活動を対象に、その活動に携わる人びとが宗
教に抑圧的な中国政府に対していかに自律性を持ちうる
のかということを論じた。そのなかで、わたしが注目し
たのは、人びとが政府に対する抵抗などを通じて自律性
を獲得していくというよりも、政府からの取り締まりを
受けるたびに、それをかわし、取り締まりを受けにくい

現在、宗教や食文化、生活習慣が異なる人びとが隣り
合って暮らす多民族国家マレーシアではどのような住宅
が暮らしやすい住宅となるかを議論する共同研究に参加
しているが、フィールドの人びとに与えてもらうばかり
ではなく、他者である一調査者の私にできることは何か
をいま一度真剣に考える機会が本セミナーによって与え
られたように思う。フィールドから得られた知見に基づ
き、異なる文化背景を持った人びとが共生可能な住宅の
かたちを提言したいと考えている。

小林宏至＊5／若手人類学者が学会などで他の研究者と初
めて挨拶をする際、研究地域、対象、テーマから話を切
り出すことが多い。その例にならえば、わたしは中国福
建省を調査地とし、客家と呼ばれるエスニックグループ
を調査対象とし、土楼という建築物と親族組織について
研究している。これは言うまでもなく、21 世紀を生きる
人類学者にとって致命的に「地味」である。
わたしは常々、人類学における中国というフィールド
に対し「後発的」なイメージを持っていた。これまでさ
まざまな理論を生み出してきた、アフリカ、オセアニ
ア、南北アメリカの研究と比べると中国漢族社会の研究
はあまりに「地味」に映るからである。ましてやわたし
のように親族というテーマを加えると、100 年前の研究
と思われても仕方ない。
しかし当地の人々を調査する上でやはり親族は避けて
通ることのできない問題である。彼らは系譜と世代がわ
かるような名前で互いを呼び合い、財や住居を一族単位
で管理している。彼らの生活すべてにおいて父系出自の

＊5 こばやし ひろし
 日本学術振興会（東北大学東北アジア研究センター）

＊6 なら まさし
 筑波大学大学院博士課程人文社会科学研究科

雨の日の土楼（2013年 2月、中国福建省永定
県、小林宏至撮影）。
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私が本セミナーで取り上げたのは、性的少数者のた
めに創設された米国発のプロテスタント教会「メト
ロポリタン・コミュニティ・チャーチ（Metropolitan 
Community Church, 略称MCC）」、そのメキシコ支部の
例である。確かにMCCのメキシコ支部は、法的承認を
受けてメキシコの主流社会に包摂される事によって、自
律性を獲得してきた。だが、同支部の自律性は、主流社
会との関係だけでなく、MCCの米国本部や同性愛者ネッ
トワークとの関係によっても規定されてきた。
MCCのメキシコ支部は、MCCという世界的な布教組
織の内部にいるために、MCC本部の指示を受けながら
自律性を保つ必要がある。更には、メキシコの同性愛者
運動の一翼を担いながらも、キリスト教の同性愛嫌悪と
闘う事を主目的とした教会を維持する為に同性愛者ネッ
トワークから新規成員を次々に組み込む必要性に迫られ
ている。MCCのメキシコ支部の自律性は、多重の「包
摂する／される」関係の中で保たれてきたのである。
その事を本セミナーで報告する際、「包摂する／され
る」事が当該集団の自律性に寄与する事を私は自明視し
ていた。それは、MCCのメキシコ支部自身が主流社会
に「包摂する」事を要求すると同時に、何者も差別しな

い「包摂する」教会であろうとして
きたからである。だが、他の参加者
の発表を聞いて、包摂される事で自
律性を失う危険性を軽視していた事
に気づかされた。「包摂と自律」の兼
ね合いは、個別ケースごとに異なる
のであり、それこそが今後も考察し
続けるべき問題だと感じた。

「空間」へと移動していくということである。つまり、
わたしの論点は、都市部の回族の自律性が、こうした政
府の取り締まりをかわし続ける不断の動きのなかで、一
時的、部分的なものとして保たれうるということであっ
た。
こうした発表に対して、先生方ならびに若手研究者の
方々から、多くの有益なコメントをいただくことができ
た。それは大きく 2つに分けられる。第 1に、事例を別
の文脈から捉え直しうる可能性を指摘された。たとえ
ば、発表で取り上げたインフォーマルな宗教活動と、都
市開発、あるいは国外のムスリムやその運動などとの関
連である。こうしたコメントは、今後のわたしの調査研
究の方向性に新たな示唆を与えてくれるものであった。
第 2に、わたしの理論的な視座に対するコメントである。
たとえば、わたしが発表で取り上げた先行研究に対する異
なる解釈、さらには主体化という観点での議論の可能性な
どがあった。これらのコメントを通じて、今後、理論的
視座を精緻化していくうえでの新たな洞察が得られた。

上村淳志＊7／今回のセミナーに参加して、大枠の主題に
沿って発表者を公募する研究会の良さを実感した。
普段は、どうしても自身の調査
テーマや調査地域との関連で発表
を聞きに行き、関心の近い研究者同
士でコメントをする事になりがちで
あった。だが、本セミナーは緩やか
な主題設定以外の制約がなかったた
めに、私が普段は聞きに行かない地
域やテーマの研究を知る機会を得た
し、自分とは異なった関心を持つ先
生方や同世代の研究者からコメント
を頂ける貴重な機会にもなった。

ゲイ・カップルの婚姻の宗教儀式（2010年 7月、メ
キシコのプロテスタント教会にて、上村淳志撮影）。

＊7 うえむら あつし
  一橋大学大学院社会学研究科博士

後期課程単位取得満期退学


