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評論 展望

人文科学と自然科学の融合によって新たな知の体系
を希求する声が高まっている。両者の現代的状況にか
んがみると、自然科学では専門や研究手法の細分化が
進み、1つの実験ですら個人では扱うことが困難になっ
ている。一方、人文科学では先行研究や資料を参照し
ながらも、個人ないし小規模な研究者集団が個別の研
究課題の立案から実践までを遂行できる。とするなら
ば人文科学でも、協働の場において個々の研究課題を
提示して鍛えあげることで、より包括的、統合的な理
論構築や新たな研究課題発見が期待できるだろう。そ
のためには、専門性の高い議論の場としての共同研究
や協働作業、そして次の段階で課題を統合し大きな枠
組みで議論を戦わせる国際シンポジウムなどが有効に
なる。個人の研究水準向上には、制度としての学問を
継続的に後押しする組織的な関与が不可欠となること
を忘れてはならない。

大学共同利用機関をめぐる最近の動き
2015 年 1 月に科学技術・学術審議会学術分科会研究
環境基盤部会がまとめた「共同利用・共同研究体制の
強化に向けて」は、国家的規模で推進してきた共同利
用・共同研究体制に関する現況と課題を総括し、今後
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一方で、2004 年度の法人化以前と比して予算面、人
的パワー面ともにほぼ 2割減の現状を考えれば、民博
が国際的に卓越した研究機関であり続けるには、次に
述べる 2つのレベルでの選択と集中によって研究力強
化を図るよりほかにない。1つめは、民博が所属する人
間文化研究機構（以下、機構）を通じた人文科学の中
での役割である。民博は法人化と同時に、他の 5つの
人文系の研究機関とともに機構という新たな組織の一
員となった。当初は、学術行政やステイクホルダーへ
の発信力強化、事務系統の効率化などのメリットがあ
り、各機関が本来の設置目的にそった研究を深化させ
ることで、機構全体レベルでの総合的研究の質の向上
に貢献できた。しかしながら第 3期中期目標期間にお
いては、新領域開拓を牽引する統合的リーダーシップ
が機構レベルでの組織運営に不可欠になっている。
2つめは、民博内の組織運営と研究体制の改革にかか
わってくる。先導的な研究を推進する大学共同利用機
関としての存在意義を明確にするには、人類の現在・
未来にかかわる新しい価値を創出することに貢献し、
新領域を創出できるように、個人レベルの研究力を強
化し、共同研究プロジェクトをはじめとする様々な共
同利用型研究 i へとより効率的かつ効果的に高度化して
いく必要がある。そのためのプロセスとして研究部組
織の改革も大きな課題となる。以下、このような改革
を推進するためのスプリングボードとして、「特別研究」
という新たな共同利用型研究のあり方について提言し
てみたい。

の具体的な取組の方向性を提言した。
その中で、1）当該研究機関としてミッ
ションや戦略性が理解されておらず、
強み・特色が見えにくくなっている
こと、2）大学改革の流れの中で大学
を越えた取組の意義が十分に評価され
ていないこと、3）他分野との連携及
び組織的流動性が十分でないことに関
する重要な指摘がなされた。その改善
のために、短期的には、1）当該研究
機関での自己改革（「点」の改革）を
図った上で、2）それを加速し機関間
連携の強化・ネットワーク化による横
断的取組（「面」の改革）に広げ、さらに中期的には、3）
共同利用・共同研究体制の構造的課題に対する抜本的
改革（「立体」の改革）を推進することが確認された。
第 5期科学技術基本計画においては、大学共同利用
機関及び共同利用・共同研究拠点に対して、分野間連
携・異分野融合や新たな学際領域の開拓、人材育成の
拠点としての機能を充実させるため、各機関・拠点の
意義及びミッションを再確認した上で改革と強化を図
ることを求めると明記された。
これらの提言を受けて、大学共同利用機関としての
国立民族学博物館（以下、民博）は、第 3期（2016 ～
2021 年度）の中期目標中期計画において、自己改革の
一環としてミッションの再確認をおこなった上で、新
たな共同利用型研究体制の構築と、それを効果的に推
進する研究部組織の改革を実施することとした。

新たな目標設定の必要性
民博は、文化人類学・民族学及びその関連分野の調
査、研究を推進するとともに、諸民族に関する資料を
収集・保管し、公開することを設置目的として、
1	 	当該分野の共同研究・共同利用の世界的な研究
拠点

2	 文化資源と研究情報の国際的集積センター
3	 	博物館機能を活かした大学や一般社会への貢献

の 3点をミッションに掲げている。民博には新領域を
開拓する挑戦的で先導的な役割が期待されていること
を自覚する必要があるだろう。

i	 大学共同利用機関として推進しているすべてのタイプの共同研究と、制度として推進している共同研究を区別するために、本稿では
前者を「共同利用型研究」、後者を「共同研究プロジェクト」とよぶ。共同研究という言葉は一般的表現としてのみ使用する。

民博で推進中の共同利用型研究プロジェクト
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直すと、初期は日本における文化人類学・民族学の研
究機関としての拠点化を図り、世界の諸民族研究の総
合化に重点をおいていたが、大学共同利用機関として
の役割が明確になっていく中期においては、組織運営
上の制度的強化や共同研究の強化がおこなわれたと言
える。また学問的成果の社会還元や国際発信が求めら
れるようになると、それに対応したプログラム開発と
ともに、社会的ニーズに対応した問題解決志向型研究
の推進も課題となり、新領域の開拓が新たな研究目的
の 1つとなった。

2）法人化以降の研究
法人化以前と以降で学術行政にからんで 180 度変化
した点の 1 つが、「評価」に関することである。法人
化によって中期目標期間における計画とそれに対応し
た研究の実施が国立大学ならびに大学共同利用機関に
要求されることとなり、研究活動ならびに研究成果に
対する自己点検・自己評価、さらにはピアレヴューに
よる外部評価体制の整備が義務づけられた。要する
に、研究組織として責任をもって研究を企画立案し
（P=Plan）、それを実行（D=Do）、その成果に対して評
価し（C=Check）、その上で改善（A=Act）をおこな
うという PDCAサイクルによる組織になったことを意
味している。この傾向は、2016 年度からの第 3期中期
目標期間では数値目標などの指標を用いたより厳格な
評価システムが導入されてるように、以前にもまして
明確になってきている。では、法人化以降の民博の重
点的研究を見てみよう。
機関研究（第 1期 2004 ～ 2010）：先端人類科学研究
部の教員が代表者となり、4つの包括的プログラム（「社
会と文化の多元性」、「人類学的歴史認識」、「文化人類
学の社会的活用」、「新しい人類科学の創造」）を大枠と
して設置し、各プログラム内で共同研究プロジェクト
や各個研究プロジェクトを実施した。この研究により、
制度面での研究実施体制が外部評価にたえうるかたち
で保証され、共同研究の展開を容易にし、国際的発信
や社会的還元による高度化が可能となった。
しかしながら、4 つの大枠はショーケース的な枠組
みとして機能したのみであった。そのため、新領域開
拓には必ずしもつながらず、多様な問題群の個々のレ

機関をあげて取り組む研究の系譜
民博では、すでに特別研究に類するカテゴリーの共
同利用型研究を推進してきた。新たな特別研究の必要
性について考察するため、これまでの研究の位置づけ
と特徴を、法人化以前と以降に分けてまとめておこう。

1）法人化以前の研究
特別研究（1978 ～ 2000）：「我が国の民族学研究の拠
点」として、当時の最重要課題を長期的・計画的に推
進するために、諸民族文化の総合的な比較によって、
21 世紀の人類文化像への展望をひらこうとした。
先端研究プロジェクト（1998 ～ 2003）：1998 年度に
組織された先端民族学研究部の教官が各自のテーマに
そった調査を実施、現代的で緊急の解決を要するよう
な課題をとりあげた。
重点研究プロジェクト（1999 ～ 2001）：国際シンポ
ジウムと海外調査の実施以外に共同研究や科研費によ
る調査研究、各個研究などと連携して進められた。
新領域開拓研究プロジェクト（2002 ～ 2003）：中核
的研究活動の展開に向けて、人文科学の再編や新研究
領域の開拓を目的とした。新展開が期待できる萌芽的
研究もしくは発展的研究という区分を設けた。
上記にくわえて、各プロジェクトによる研究成果の
効果的な公開と社会還元の必要性に対応し、その奨励
と支援を組織的におこなうため、研究フォーラム促進
プログラムが 2002 年度より実施された。現在は館長
リーダーシップ経費の枠組みで継承されている。
以上、民博創設当初から法人化直前までの研究を見

法人化以前の研究の特徴
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民博の組織的研究力の現状分析
1）民博での研究展開モデル
大学共同利用機関である民博にとって共同研究をふ
くめた共同利用型研究の推進は生命線でもあり、民博
に所属する研究者の義務でもある。国際的に卓越した
研究機関である民博における理想的な研究者へと至る
ロードマップとしては、次にあげる 3段階が想定でき
るだろう。
第 1段階（助教）：個人研究による卓越性を示し、個
の分野での存在を認められる段階である。博士号の取得、
単著（日本語）による成果発信をおこなう（第 3段階へ
の基盤形成となる英語等での成果発信がより望ましい）。
第 2段階（准教授）：共同研究を通じて当該分野にお
ける卓越性を示し、学際分野での存在を認められる段
階である。共同研究のリーダーとして日本語論集を編
集し、国内向けの学際的な成果発信をおこなう。
第 3段階（教授）：機関をあげて重点的に取り組む研
究による卓越性を示し、国際的な存在を認められる段階
である。国際共同研究のリーダーとして外国語（英語等）
論集を編集し、国際的に卓越した成果発信をおこなう。
個々の研究者は第 1段階から第 2段階をへて第 3段
階へと至るプロセスにおいて、問題発見、課題設定、
研究手法開拓などの困難さに直面しながら、研究者個
人の基盤となる研究の場から、より広い視野に立つ新
たな応用研究の場へと展開させ、研究発信の面でも国
内から国際的競争力にさらされる研究へと昇華させる
ことが求められる。第 1段階から第 2段階は比較的容
易かもしれないが、第 3段階の実現には、個々の研究
者が不断の努力により研究力を高めていくだけではな
く、組織的なバックアップ体制の整備が不可欠である。

2）法人化以降の組織的研究力の動向
法人化以降の民博において組織的研究力がどのよう
に変化しているかについて分析してみよう。たとえば
組織的研究力を測るための重要な指標として公表され
ている専任教員の博士号取得率は、民博全体では横ば
い状態が続き、機構内の他の研究機関よりも低い水準
にとどまっている。これは、テニュアトラック制（博
士号取得後の若手研究者がより安定的な職を得る前に、
任期付の雇用形態で自立した研究者として経験を積む

ベルでの研究活動は活発化されたが、機関研究全体の
方向性が曖昧になるという結果に陥った。また、機関
研究を担う研究部として創設された先端人類科学研究
部以外の民族社会研究部と民族文化研究部に関しては、
そこに属する教員は各自の各個研究や共同研究をとお
して機関研究にかかわっていたものの、各研究部の組
織としての機能は不明瞭になるという問題も出てきた。
機関をあげて重点的に取り組む研究と研究組織のあい
だにみられる不具合は、次の第 2期においては、機関
研究の代表者を先端人類科学研究部に異動させるとい
う人事措置によって解決を試みたが、必ずしも十分な
対応策とはならなかった。
機関研究（第 2期 2009 ～ 2015）：規模の大きな課題、
周辺諸分野にまたがる学際的な課題を対象とし、文化
人類学・民族学及び隣接科学に関する研究拠点として
の特性を活かした、各種の先進的なプロジェクトから
構成された。成果の社会還元という重要な役割ととも
に、人文社会科学の再編や新しい分野の創出、国際性
と機関間連携を重視した研究として位置づけ、「包摂と
自律の人間学」、「マテリアリティの人間学」の 2領域
を設定した。それぞれの研究領域の代表者は、研究の
先導役として研究戦略センター長と先端人類科学研究
部長が務めることになった。
第 2期の研究の成功点としては、国内外の研究機関
との学術協定による国際共同研究を展開したこと、個
別プロジェクトでは研究集会等の研究活動の面で運営
の自由度が高かったこと、第 1期に比して運営体制の
面で制度設計が明確であったことがあげられる。反省
点としては、研究領域内の個別プロジェクトと領域全
体との関係性が不明確であったこと、教員の多くを巻
き込む研究にはならなかったことが指摘できる。
上記の反省点は、個々の研究課題の内容に起因する
というよりも、研究組織の制度的な不備にあると思わ
れる。すなわち、個人レベルの研究を高度化し、共同
研究プロジェクトによる新領域開拓への予備的段階を
へて、国際的に卓越した研究へと展開させていくとい
う明確な目的をもったロードマップが描けていなかっ
たこと、それを支える枠組みに制度的な不備があった
ことを示している。組織としての研究体制の再考をう
ながすものであろう。
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は、以下の 3つに集約できるだろう。
1	 	日本の研究機関の中で地球上の全地域を対象と
する唯一の存在である。

2	 	人類文化の諸側面に対して現場主義の立場から
基礎的及び理論的研究をおこない、現代的課題
にも実践的な解決志向型アプローチをとれる。

3	 	研究資料の国際集積センターとして世界の諸文
化や文明に関する資料（モノや映像など）の調
査収集、管理、展示、情報化をおこなうと同時
に、国内外への情報を発信する物質文化研究・
博物館人類学の世界的な中心拠点である。

したがって民博が、これらの強みを最大限に発揮し
つつ大学共同利用機関として求められていることとは、
1）グローバル・ヒューマニティーズを志向する民博流
地域研究を創出し、人類学の手法を中心にしてこれま
での地域研究を深化すること、2）博物館機能という大
型共同利用研究施設の国際的共同利用ネットワークを
推進すること、3）基礎的な民族誌研究、文化資源論、
物質文化研究を基盤としながら、世界の諸地域の文化
を比較研究し、人類の普遍的特質を抽出すること、4）
地球規模の現代的課題に対応し、新たな価値の創造に
つながるプロジェクトを開拓すること（とくに現在の
民博に不足している領域）であり、その推進にあたっ
ては、研究力強化を実現する研究部体制の再編と、そ
れにともなう共同利用型研究プロジェクトの再構築が
必須となる。
これらの実現のため、制度としての特別研究に必要
とされることを、民博の研究者モデルに即して述べる
ならば、まず 10 年後を見すえた次世代研究者を各研究
プロジェクトに参画させ、全館的な研究活動として教

仕組み）のもとでPh.D. の取得者が大半を占める欧米を
ふくめたグローバルな研究者コミュニティのアリーナ
に打って出ていく上では、等閑視できない問題である。
また、運営費交付金の削減とそれにともなう教員数
の減少、さらに個々の教員による組織的研究への関与
の度合いの低下も、深刻な問題である。表 1は、法人
化した2004年度を基準とした場合の民博における予算、
教員数、共同研究数を比較したものである（2010 年度
が第 2期中期目標期間の初年度、2016 年度が第 3期の
初年度）。法人化以降、予算面と人的パワー面でおよそ
2割低下しており、共同研究数も減少している。一方で
科研費等の外部資金への応募率ならびに採択率は増加
傾向にある。これは、民博の研究者が個別の研究課題
には積極的に取り組んでいることを示している。個々の
研究の自由を尊重しながら、それらがより発展する仕
組み作りが求められる所以である。
民博では法人化以降、共同研究に対して公募制をと
るようになり、他大学等の研究機関に所属する研究者
にも応募をうながすとともに、若手枠を設けることで
共同利用性の拡大を図ってきた。公募制導入による効
果拡大がある一方、民博の教員が代表者である共同研
究が全体に占める割合は漸減してきており、2015 年度
には 4割をきった。この数字は、民博にとって共同利
用性の確保と、第 2段階へステップアップする民博研
究者の機会の確保を両立させることが難しくなってい
ることを示しており、国際的に卓越した研究を推進す
るという民博のミッションを考えるまでもなく、共同
利用型研究にかかわる研究体制全体に及ぶような変革
が求められていると言える。
以上のように現行の体制は、第 1段階から第 3段階
へといたる民博研究者モデルを実現するためには、組
織的支援体制として機能不全に陥りつつある。個人の
研究力ならびに研究機関としての総合的研究力を高め
るには、個々の研究者の日々の努力と同時に、共同利
用型研究体制全体の改革が必要となる。

今、民博に求められるもの
地球規模の大変動の中、デジタル情報が人間の思考
様式にも深く関与するような超スマート社会が構想さ
れている現代において、研究機関としての民博の強み

表 1　 法人化した平成 16年度を基準（＝ 10）とした場合の民博における
予算、教員数、共同研究数の変化
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なりがちな現代社会に対して、多様な現地の「知」の
あり方を再評価しながら多元的価値の共存を保障する
社会の創成を目指し、選択可能な問題解決を志向する
未来ビジョンを提示することにもつながる。そうした
新たな価値創出への貢献は、先導的な研究を推進する
大学共同利用機関の存在意義の 1つである。
研究期間：第 3期中期目標期間の 6年間とし、6つの個
別プロジェクトを実施する。各プロジェクトは準備期
間が 1年、翌年に国際シンポジウムの開催、その翌年
以降に成果刊行という最低 3年間を基本とする。
組織：特別研究の企画推進のための運営会議と、ピア
レヴュー担当の評価委員会（外国人研究者を必ず入れ
る）を設置する。各プロジェクトにコーディネーター
を配置し、特別研究全体の総括班を設ける。外国人客
員研究員公募枠も活用する。
研究成果：国際的発信を基本とし、海外の出版社より
シリーズ化して刊行する。現代的な課題をテーマとす
ることもあり、一般社会に対しても問題解決に向けた
議論を共有するフォーラム的な場として「みんぱく公
開講演会」などを積極的に活用する。
民博は現在、教員数や財政面における研究基盤の変
化、学会動向や隣接諸分野との関係、人文系研究への
風当たりの強さなど、大局的な研究環境変化をふくめ
た数多くの問題を抱えており、この特別研究は、その
現状のブレークスルーとなることを期すものである。今
後も、それに見合う民博の研究者育成を実現していく
ため、さらに組織的改善などの取り組みを進めていく。

員の少なくとも 6割が参加することが望ましい。各プ
ロジェクトの研究テーマとしては、現在第 2段階にあ
る研究テーマを制度的にサポートし、研究成果を国際
的に発信させていくことが肝要である。その 1つとし
て、企画から成果発信まで責任をとるプログラムコー
ディネーターを設けて、国際的研究として卓越的な
テーマの選択・研究の遂行をマネージする。国際的な
評価にかかるピアレヴューを制度的に担保するために
は、外国人客員制度の有効活用を考える。くわえて、
民博全体としては、研究部組織との有機的な連携を確
保していくため、研究部体制の改組と共同利用型研究
展開の強化へと議論をつなげていかなくてはならない。

新たな特別研究の提案
最後に以上の議論を踏まえて、新たな特別研究プロ
ジェクトに関する制度設計を次のように提案したい。
テーマ設定：「現代文明と人類の未来―環境・文化・人間」
を統一テーマに、喫緊の諸課題に対して解決志向型の
アプローチによる国際共同研究とする。
文明に対応してきた現地社会の「知」から現代文明
を問い直すため、現代の人類社会が直面する諸課題の
分析と解決を志向するものとして、特別研究を位置づ
ける。とくに環境や人口をめぐる地球規模の変動と、
それに直接的・間接的にかかわる文化現象という軸に
注目し、それら環境・文化・人間が、現代の多層的生
活空間（グローバル空間・地域空間・社会空間）にお
いてどうかかわり、どんな問題を引き起こしているの
かという視点からアプローチする。これは、画一的に
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