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はじめに 

人間文化研究機構は、2004 年（平成 16 年）の国立大学法人化と同時に、そ

れまでの文部科学省直轄の研究所が統合されてできた４つの大学共同利用機関

法人のうちの一つです。設立当初の５つの大学共同利用機関に加え、2009 年（平

成 21 年）10 月から一つ増えて６つの大学共同利用機関からなっています。 

 それぞれの大学共同利用機関は設立以来の使命を有してそれを推進しており

ますし、法人化後の要請に応じまして、各種の分野横断的ないし機関間連携の

研究・展示や資源共有化を行う連携共同推進事業、地域研究の拠点形成を支援

する地域研究推進事業、日本関連在外資料調査研究事業など各種の事業を、人

間文化研究機構の一体的取り組みとして進めてきています。 

 ４つの大学共同利用機関法人では、その機能を強化するための方策を検討し、

2011 年（平成 23 年）12 月に「大学共同利用機関の役割と更なる機能強化に向

けて」を公表しました。また、文部科学省の学術行政の検討機関である科学技

術・学術審議会に設置された研究環境基盤部会では、「大学共同利用機関法人及

び大学共同利用機関の今後の在り方について」の検討が進められ、2012 年（平

成 24 年）８月には（審議のまとめ）が公表されたところです。 

人間文化研究機構では、教育研究評議会の下に機構内・機構外の委員からな

る総合研究推進委員会を設置して、2010 年（平成 22 年）以来、各大学共同利

用機関並びに機構の事業の活動状況をレビューするとともに、そこで指摘され

た問題点への対応も含めて、「今後のあり方」について独自に検討を加えてきま

した。 

この報告書は、総合研究推進委員会として、人間文化研究機構の今後のある

べき姿を取りまとめたものです。今後は、教育研究評議会等での検討を経て、

ここに述べられている提言などの実現を目指すことによって、人間文化研究機

構の役割を果たすとともに、一層の機能強化に努めたいと考えております。 

将来像を見据えたこのような検討は、本報告書を取りまとめることで終わる

ようなものではありません。今後も、人間文化研究機構のあり方を不断に検討

し続ける必要があります。本報告書を第１次報告として、引き続き総合研究推

進委員会において検討を継続していきたいと考えております。 

最後に、３年間にわたる検討会議にご参加いただき、貴重なご意見を頂戴し

た各委員の方々に深く御礼申し上げる次第です。 

 

人間文化研究機構 総合研究推進委員会 

委員長 中尾 正義 
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Ⅰ 「人間文化研究機構のあり方」に関する検討経過 

 大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「機構」という）では、2010 年以来、教

育研究評議会の下に総合研究推進委員会（以下「委員会」という）を設置して、機構の目

的・目標を達成するための今後の機構のあり方について検討してきた。2011 年 5 月には、

その検討の状況、特に機構が抱える現状としての問題点を中心に「人間文化研究機構のあ

り方の検討状況－経過報告－」（以下「経過報告」という）として公表したところである。 

また機構の中堅研究者からなるタスク・フォースを委員会のもとに立ち上げて、「現実の

組織構造や役割分担等を離れて、特に取り上げるべき研究領域や研究課題など、人間文化

研究の方向性や将来のあるべき姿のデザイン」を描き、2011 年 9 月には報告書をとりまと

めた。 

 一方、４つの大学共同利用機関法人（人間文化研究機構の他、自然科学研究機構、高エ

ネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構）では、大学共同利用機関の使命や役

割を再認識したうえで、その機能を強化するための方策を 2011 年に検討し、同年 12 月に

「大学共同利用機関の役割とさらなる機能強化に向けて－中間まとめ及び付属資料－」（以

下「機能強化に向けて」という）として公表した。そこでは、大学共同利用機関が持つ（ア）

学術研究の飛躍的発展につなげる基盤機関としての役割、（イ）大学との組織的連携、（ウ）

若手研究者の育成への貢献、（エ）幅広い理解と支持を得るための国民・社会とのコミュニ

ケーション、という４つの役割を再認識し、その機能を強化するための取組と方策として、

①大学との連携強化、②国民・社会の認知度向上、③４つの機構法人資源の連携活用の三

つの観点が述べられている。 

 本報告書は、「機能強化に向けて」を踏まえたうえで、「経過報告」で明らかになった機

構が抱える諸問題の解決に向けた取り組みや今後の展望に関して、タスク・フォースの報

告書も参考にしつつ、委員会での検討結果をとりまとめたものである。 

 

Ⅱ 人間文化研究機構の役割 

 機構は、人間の文化活動並びに人間と社会及び自然との関係に関する分野において、大

学における学術研究の発展に資するために設置された、大学の共同利用の法人である。機

構は、我が国の中核的研究拠点である「国立歴史民俗博物館」（以下「歴博」という）、「国

文学研究資料館」（以下「国文研」という）、「国立国語研究所」（以下「国語研」という）、

「国際日本文化研究センター」（以下「日文研」という）、「総合地球環境学研究所」（以下

「地球研」という）、及び「国立民族学博物館」（以下「民博」という）の６つの大学共同

利用機関（以下「各機関」という）を設置している。 

 第２期中期目標期間においては、上記の各機関が、それぞれ対象とする研究領域におけ

るナショナルセンターとして、①学術資料・情報を組織的に調査研究、収集して研究者の

共同利用に供し、②機関の充実した人材、研究資源を基盤として、研究者コミュニティー

に支えられた研究者の主体的な共同研究を推進し、③関連する大学・研究機関・研究者間
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の研究協力・交流を促進し、④大学院教育への協力等研究人材の養成を行うことにより、

対象領域の研究の発展に貢献することを目指している。 

また機構は、各機関がそれぞれの設立目的を果たしながら基盤研究を進めるとともに、

学問的伝統の枠を超えて相補的に結びつき、自然環境をも視野に入れた人間文化の研究組

織として、大学共同利用の総合的研究拠点を形成しようとしている。このため、機構長の

リーダーシップのもと、各機関及び関連大学・研究機関等との間の連携・協力を密にして、

個々の研究領域を超えた研究展開を積極的に推進し、既存の文化の批判的継承に資すると

とともに人間文化の学際的・総合的研究の新たな発展を図ることを基本的目標としている。 

 

Ⅲ 人間文化研究機構の共同利用・共同研究の現状 

各機関、並びに機構全体として取り組んでいる４事業による共同利用・共同研究に関す

る活動の現状は以下のとおりである。 

Ⅲ－１ 各機関の状況 

歴博 

博物館型研究統合〈博物館の資源（歴史資料・情報）の収集・整理・保存→資源を基盤

とする研究→研究成果の公開展示→新たな研究課題の発見と新たな資源の蓄積〉によっ

て、博物館という形態を最大限に活かした研究の推進。我が国の歴史・考古・民俗資料

の収集・整理・公開。文献史学、考古学、民俗学、自然科学の協業によって、日本の歴

史・文化に関する共同研究（基幹研究、基盤研究、開発型、展示型、公募型）を実施。

日本の歴史・文化に関して古代から現代までの全時代を対象とする国内唯一の博物館と

して研究成果を公開。 

国文研 

国文学に関する文献資料の調査・収集・研究・整理・保存・公開（大学共同利用機関と

しての意義があり特徴でもある）。文献資料に関する共同研究。全国研究者を調査員に委

嘱しての調査収集活動。データベースの構築（日本古典籍総合目録、国文学論文目録、

日本古典資料調査、マイクロ/デジタル資料・和古書所蔵目録等）。共同研究（基幹研究、

特定研究、公募研究、国際連携研究）の実施。 

国語研 

日本語学・言語学・日本語教育研究の中核的研究拠点として、国内外の大学、研究機関

と大規模な理論的・実証的共同研究を、工学や情報処理分野とも協働しつつ新分野の開

拓も視野に入れて推進。日本国内の危機言語（方言）の調査・記録・分析、世界初の本

格的日本語コーパスの公開。国語年鑑、日本語教育年鑑のデータベース化。100 億語規

模の超大規模コーパスの構築を開始。 

日文研 

日本研究に関する海外研究協力（外国の日本研究者の受入れ・支援、国際シンポジウム・

フォーラムなどの国際学術交流の場の運営、研究ネットワークの形成、データベースの
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発信など世界の日本研究者のための協力業務）、国際的・学際的・総合的観点に立つ国内

外の研究者による日本文化の共同研究、日本について外国語で書かれた書物や画像「外

書・外像」、外国で刊行された日本語の書物などの収集・整理・提供。 

地球研 

地球環境問題の解決に向けて、既存の学問分野の枠を超えて人文・社会・自然科学の総

合的視点に立つ「地球環境学」の構築を目指す。研究プロジェクトの公募制―頭脳の共

同利用。広域アジア地域環境情報ネットワーク拠点創出を企画。任期制の研究者による

研究プロジェクト方式の流動的研究体制と研究推進戦略センターによる中・長期的視野

の確保。 

民博 

文化人類学・民族学に関する研究センターとして研究及び資料の収集、整理、公開を行

うとともに共同研究（機関研究、共同研究（公募））を実施。資源プロジェクト（展示、

調査・収集、資料管理、情報化、社会連携）の運営と資料の共同利用。展示による研究

成果の社会還元。世界各地から収集した厖大な標本資料、映像音響資料及び文献図書資

料を保有・提供。 

 

Ⅲ－２ 機構事業の状況 

地域研究推進事業 

 各機関や他大学・機関に都合 19 箇所の研究拠点を共同設置し、各拠点に機構の地域研究

センター研究員を派遣すること等によって研究ネットワークを構築し、特定重要地域（イ

スラーム地域、現代中国、現代インド）の地域研究を推進。 

連携研究・連携展示事業 

機構内の各機関相互の連携、並びに各機関や大学等の研究者の連携・協力により、それ

ぞれの機関の対象研究分野の枠に囚われない学際的研究や展示事業を推進。 

日本関連在外資料調査研究事業 

海外所在の日本関連資料群を学界の共有財産にしていくため、機構の各機関や国内大学

の研究機関が連携し、海外の所蔵機関・研究者と協力して、これら資料群の総合的調査

研究。 

研究資源共有化事業 

各機関が大学共同利用機関として集積した研究資源・研究成果、さらには、機構外の

人文系研究機関の持つ資源・成果を学界に公開するためのポータルサイトを整備・運

用。 

 

Ⅳ 今後における機構の重点課題 

 上に述べた機構の役割と現状とを認識したうえで、委員会として、機構が今後重点的に

推進すべきこととして、①総合的研究の新たな展開、②海外との連携・協力の推進、③デ
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ジタル時代への対応、④社会との双方向的な連携の強化、⑤次代を担う若手研究者の育成、

の 5 項目を挙げたい。 

① 総合的研究の新たな展開 

 およそ学術研究は、「学問の自由」を基本理念として、研究者個人の自由な発想に基づき

真理の探究を目指すものと考えられる。探究心に支えられた自由な発想による研究のあり

方である。その結果として様々な研究分野が生まれ、それぞれが専門領域として確立され

てきた。大学では○○教室としてその研究分野が継続され、系統樹的な研究の基盤となっ

てきている。しかし専門性の分岐・深化に伴い、いわゆる蛸壺的な研究の弊害も指摘され

問題になってきている。その反省として、専門分野にとらわれることなく、学際的なかつ

総合的な研究の重要性が指摘されるようになってきた。 

今後は、社会的要請などを考慮して課題を設定し、問題の解決を目指すようなタイプの

研究を今まで以上に推進することが求められる。このような問題解決志向型の研究では、

個々の専門分野による対応というよりは、多くの研究分野の協働による総合的な研究アプ

ローチが求められることが多い。 

 機構に属する各機関には、狭い意味での個々の研究分野から離れ、学際的・総合的な研

究の実現を目指して設立されたものが多く存在する。しかし、このようなミッションを持

つ各機関それぞれの努力に加えて、機構はさらに、各機関並びに機構全体の取り組みとし

て「個々の研究領域を超えた研究展開を積極的に推進し、人間文化の学際的・総合的研究

の新たな発展を図ること」を、継続的に推進することを期待したい。その際、特に共同利

用・共同研究に関して、従来行われてきた研究者個人を対象とする連携・協力に加えて、「機

能強化に向けて」にも述べられているように、協定書の締結等によって、関連大学や研究

機関との組織的な連携を強化しつつ推進することに留意することが必要である。 

 

② 海外との連携・協力の推進 

 昨今のグローバル化の波は、政治・経済の分野に限らず、学問の世界にも押し寄せてき

ている。研究活動の一つとして、我が国独自の研究スタイルや研究分野を維持・発展させ

ることは重要である。しかしその場合でも、国際的な研究動向を踏まえるとともに、その

成果を国際的な言語で積極的に世界に向けて発信することが肝要である。また、国際的な

共同研究を企画・実施する場合には、その中における貢献項目の分担の取り決め等、緊密

な国際的な協力関係を構築することは、当然ながら、極めて重要となる。さらに、海外に

おける日本研究の比重が相対的に低下傾向にある中で、海外における日本研究はじめ人間

文化研究を活性化するためにも、海外の研究者との連携・協力を特段に推進することが必

要である。 

海外との連携・協力の推進は、従来各機関並びに機構全体としても努力されてきている

ところであるが、今後特に重点的に推進する必要がある。とりわけ、機構は人間文化研究

に関わる我が国唯一の法人として、海外における同様の研究を行なっている機関や研究者
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に対する我が国の窓口として機能することが望ましい。国際シンポジウムや国際展示等の

積極的かつ高頻度での開催などを通じて、機構に属する各機関における共同研究などによ

るものだけではなく、国内の大学等における独自の成果をも含めて、我が国の研究活動全

体の成果を国際的な言語で積極的に発信するなど、海外発信の窓口としての役割も期待し

たい。 

 

③ デジタル時代への対応 

 大学共同利用機関は、「大学の共同利用の研究所」として、個々の大学では整備・運営が

困難な最先端の大型装置や大量の学術データ、貴重な資料等を、全国の研究者に提供する

ことを通じて大学の枠を越えた共同研究を推進し、関連する研究分野の研究水準の向上を

図ることを目的とする我が国独自の研究機関である。各機関は、それぞれがカバーする領

域に応じた多量のデータや資料等を収集・整理・保存している。これまでもこれら資料を、

研究者コミュニティーの要請に応じてその利用に供してきた。 

 最近欧米ではデジタル・ヒューマニティーズと呼ばれる、資料等のデジタル化の動きが

盛んになってきている。欧米に限らず、中国や韓国では国家規模で対応し、急速にデジタ

ル資料の整備が進んでいる。これに対して我が国は、資料のデジタル化への対応が相対的

に遅れていると言わざるを得ない。機構は、各機関等に大量に保有されている学術資料の

デジタル化に限らず、大学等におけるデジタルデータをも含めて、それらデジタル資料を

研究者コミュニティー並びに一般社会へ広く提供するための方策を検討し、今まで以上に

イニシャティブを持ってその一般公開を推進することを期待したい。 

 

④ 社会との双方向的な連携の強化 

 個々の大学共同利用機関ひいてはその設置主体である機構は、「大学における研究と同様

の基礎科学の研究を行い、かつ、国立大学の教員その他の者でこの研究所の目的である研

究と同一の研究に従事する者に利用させるものとして設置されたもの」（昭和４４年８月の

学術審議会答申より）であり、その共同利用者は、第一義的には、いわゆる研究者コミュ

ニティーである。 

 しかし、法人化以降は特に、研究者コミュニティーだけではなく、一般社会・国民に対

してより一層の説明責任を果たすことが求められている。このため、「機能強化に向けて」

においても、充実強化する取組と方策の一つとして、「国民・社会の認知度向上」の観点が

取り上げられているところである。さらに、東日本大震災とその復興に向けた動きが契機

となり、これら社会的なニーズに対して人間文化研究を担う立場からより積極的な貢献を

行うことが求められている。つまり、単に研究成果を広く公開して機構並びに各機関の認

知度を高めるだけではなく、社会構造や学問体系の再構築など現代の日本社会が直面して

いる諸課題に積極的に取り組むとともに、社会人を含む幅広い世代の人材育成への貢献な

どを行うことが必要である。 
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⑤ 次代を担う若手研究者の育成 

 機構は、「大学院教育への協力等研究人材の養成を行うこと」がそのミッションの一つと

して位置づけられている。機構が有する膨大な量の資料・データを活用し、国内外の第一

線で活躍する研究者と日常的に接しながら行われる博士課程（後期）における実践的な教

育は、次世代の研究者の育成にとって極めて重要である。しかし大学院教育はあくまで大

学が中心的に担うものであり、機構は「大学院教育に協力する」立場である。なかでも、

総合研究大学院大学への協力については、法人化以降に様々な課題が顕在化してきており、

各機関と機構の関わりについて現状の見直しも含めて早急に再検討する必要がある。 

大学院教育への協力に加えて、大学共同利用機関においてはポスドクの能力開発支援に

特に力を入れ、次世代の研究者の養成を念頭において若手研究者の育成に貢献すべきであ

ると思われる。そのための制度の整備などの方策を検討し、優秀な若手研究者の確保に向

けた取り組みを強化することが重要であると考える。 

 

Ⅴ 今後の方向性と具体的取り組み 

Ⅴ―１ 各機関の方向性と取り組み 

 今後、各機関は以下のような方向性と取り組みが求められる。 

歴博 

歴博は博物館と大学共同利用機関という形態を2007年にあらためて立脚の原点と位置づ

け、「博物館型研究統合」という独自の研究スタイルを提唱し、大学共同利用機関としての

使命と社会との強固な接点を活かした研究を推進することを目標に掲げている。今後も、

下記のような方向性を持って、この目標をより一層深化・新展開させることを期待したい。 

 歴博は 2010 年の現代展示室（第６室）の開室によって、日本の歴史・文化を全時代にわ

たって（原始・古代から近・現代まで）総合展示する国内唯一の機関となった。東日本大

震災への対応としても、共同研究（基幹研究）「震災と博物館活動・歴史叙述に関する総合

的研究」を 2012 年新規に立ち上げている。 

今後の方向性： 

 歴博は、独自の研究スタイルである博物館型研究統合によって、有形無形の多様な資

料に基づき、文献史学・考古学・民俗学及び自然科学を含む関連諸学の学際的協業を通

じて、現代的視点と世界史的視野のもとに、日本の歴史と文化に関する基盤的並びに先

進的研究を推進する。そのため、基幹研究において、現代の日本社会が直面している環

境・災害・戦争・都市・生業・宗教・マイノリティー・生と死・経済と格差などの社会

的・精神的な課題に果敢に取り組み、総合展示にその成果を常に反映していくとともに、

国際社会のなかで、日本の歴史・文化を適確に情報発信していただきたい。 

● 今後の学術研究の進展と社会的要請に適確かつ迅速に対応し、総合展示を間断なく新

構築することが重要である。 

● 従来の国宝・重要文化財などの美術展示を主とした日本紹介でなく、歴博が新構築し
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た総合展示を根幹とする歴史叙述を、歴史系博物館を中心とする海外の機関において

も展開する必要がある。 

● 海外の博物館と学術交流協定に基づく共同研究を実施し、その成果を歴博と海外の博

物館との国際展示として双方で開催するなど、新たな展開を期待したい。この国際展

示は、機構の国際展開の一翼として位置づけることも検討すべきである。 

● 現在の外国人研究者招聘制度を積極的に活用し、海外における次代の日本研究者の計

画的養成への貢献を期待したい。 

● 日本の歴史・文化に関する総合展示は、小・中・高の学校や大学のための重要な「学

習の場」として大いに活用されるべきものである。そのために、博学連携事業や大学

利用の促進などにより共同利用性を高めることが重要である。 

● 東日本大震災は、我が国の社会構造そのもの、そして学問体系の再検討をも迫るもの

であった。歴博でも、関連するさまざまな課題を真正面から受けとめ、引き続き対応

されることを期待する。 

● 任期付助教が研究代表者となる「開発型」共同研究の遂行や、若手研究者を各種研究

プロジェクトに参加させることなどにより、「博物館型研究統合」を推進できる中核的

研究者が養成できると考えられる。 

● 今後も、歴史・文化がそれぞれの地域社会の基盤として不可欠であるという理念と実

践の貫徹を目指すためにも、歴博が、全国歴史・民俗系博物館のネットワークの拠点

的役割を果たすことを期待したい。 

● また、災害に関連する新規の研究活動等の成果をも、総合展示に反映させるべきであ

ると考えられる。 

 

国文研 

国文研では、創設以来収集してきた日本文学に関する資料が約 20 万点に達し、日本文学

およびその関連領域の研究者にとって欠くことのできない研究資料の集積拠点となってい

る。また、これらの集積資料をもとに、本格的に開始した所蔵古典籍及びマイクロフィル

ムをデジタル化してグローバルに発信する事業についても順調に推移しており、共同利用

の利用環境を順次整備してきているところである。 

資料の調査と収集には、国文研の教育研究職員とともに全国の約 200 名の研究者が文献

資料調査員として当たっている。しかし、個々の調査・収集が比較的長期間にわたるとこ

ろから、近年、若手の研究者の参加が伸び悩む傾向にある。また、収集した資料が膨大な

点数に及びかつ広い領域にわたるため、特定の領域に関する専門知識を有しない利用者に

とっては資料を利用するためのハードルが次第に高くなってきている。 

今後の方向性： 

今後も、調査収集を中心とする研究事業を引き続き着実に実施するとともに、共同研究

のより積極的な展開を図ることにより、日本文学の研究拠点としての更なる充実を目指
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す。この基本的なミッションの遂行に加え、それらを基礎として新規に展開される「日

本語の歴史的典藉データベース」構築事業に総力をあげて取り組むことにより、幅広い

研究者と国民各層の期待に応えていただきたい。 

● 研究資料の集積・公開事業を次の世代へと引き継ぐためにも、若手研究者の積極的に

調査員に加えるなど、調査員の世代交代のための方策を講じる必要がある。 

● そこで、資料の大規模なデジタル公開とあわせ、専門分野を異にする利用者にも簡便

に資料にアクセスできる環境を整備し、収集した資料を広範な研究者に向けて積極的

に開放していかなければならない。 

● 学術研究の大型プロジェクト「日本語の歴史的典藉のデータベースの構築」を実施す

る中でも、デジタル時代への対応に関して、率先してリーダーシップを発揮していた

だきたい。 

国文研の日本文学の研究拠点としての取り組み、ことに研究資料の集積拠点としての活

動は広く研究者コミュニティーに認知されている。しかし、日本文学という研究領域がこ

れまで共同研究というスタイルに比較的馴染んでこなかったという事情もあり、国文研以

外の（特に若手の）研究者が、国文研の共同研究を活溌に繰り広げているという状況に至

っているとは言い難い。 

● 今後は、多様な研究者が集まって相互に交流する場を積極的に設定することにより、

そこで芽吹いた着想を新たな共同研究へと具体化していくプロセスを整備するととも

に、研究者にむけた広報を充実させるなどの方策を講じることによって、若手研究者

による新たな共同研究の場を積極的に提供すべきである。 

国際連携については、国際日本文学研究集会の開催や外国人研究者の招聘、海外協定締

結機関との諸事業の三つを軸に取り組んできている。しかしながら、海外における日本研

究の比重が次第に低下傾向にある中で、従来の取り組みだけでは、国内外の期待に十分応

えているとは言い難い。 

● そこで、今後は、国文研の海外交流事業に、国内と国外の研究者をつなぐハブ機能を

拡充させる必要がある。そのためには、従来以上に海外の著名な研究者を客員教授あ

るいは研究会メンバーとして招聘することなどが考えられる。このことにより、同事

業に国文研以外の多くの国内研究者の参加を促すほか、日本典藉を扱う司書などを対

象としたワークショップを海外において開催するなど、活動の多様化に努めながら、

世界でただ一つの日本文学の研究機関としての役割を果たすことが肝要である。 

● また、世界の趨勢から鑑みて、国文研の名称（国文学研究資料館）から「日本文学」

のタームを用いた名称へと変更することを検討すべきかもしれない。 
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国語研 

 国語研は、以前の独立行政法人国立国語研究所が 2009 年 10 月に機構に移管して、大学

共同利用機関国立国語研究所として機構が設置する大学共同利用機関として再出発したも

のである。移管時に制定された法律の附則に従い、人間文化研究機構設置 2 年目に当たる

2011 年に検証が行われた（人間文化研究機構国立国語研究所組織・業務調査委員会の報告，

科学技術・学術審議会分科会研究環境基盤部会「国語に関する学術研究の推進に関する作

業部会」の報告，および文化審議会国語分科会「国語研究等小委員会」の報告）。その結果、

日本語研究の国際的拠点として、大学共同利用機関に概ねふさわしい姿であると評価され

た。 

今後の方向性： 

今後は、方言（危機言語）・コーパス・日本語教育研究など重点領域において共同研

究の組織的展開を図るとともに、研究テーマに関して研究者コミュニティー（言語系学

会連合）との意見交換の場を設けることを計画して欲しい。情報発信に関しては学術

的・社会的なニーズの大きいデータベースを一層充実させるとともに、日本語研究の包

括的ハンドブックを世界に向けて刊行する準備を進める。更に、国際的学術交流や連携

大学院は、これまで以上に拡充していただきたい。 

● 国語研では、今後とも、全国的・国際的な共同研究を充実させて推進していく必要が

ある。その際、国内で使用されているひとつの言語であるアイヌ語もその研究対象と

して加えるべきであると考える。 

● 同時に、共同利用や成果の社会還元にも注力し、「研究者コミュニティー」と「一般社

会（一般市民）」の双方への成果発信をこれまで以上に充実させる必要がある。 

● 特に、国語研では、東日本大震災に際して東北地方の被災地での医療活動従事者が地

元の方言を理解する一助となるよう「東北方言オノマトペ用例集」（オノマトペとは擬

音語や擬態語のこと）を作成して関係者に配布・公開しているが、今後も、研究者コ

ミュニティーの最新の研究動向によるだけではなく，現在の日本社会が直面している

課題をも踏まえた共同研究の企画・展開が望まれる。 

● また、世界初の本格的日本語コーパス「現代日本語書き言葉均衡コーパス」を 2011 年

に公開しているが、引き続いて同年に開始した超大規模コーパスの開発を含んで、共

同利用に供するデータベースをさらに拡大・充実させることが重要である。 

● 言語は人間のあらゆる知的営みの基礎であることから、日本語学、言語学の枠に閉じ

ることなく、文化，歴史，民俗，文学，環境等と言葉とを結び合わせて、より包括的

な研究に前向きに取り組んでいただきたい。 

● さらに、国語研は日本語教育の実施機関ではないが、国際交流基金ほか国際的な機関

とも連携を図り、世界の日本語教育に資する基盤となる研究を推進すべきである。 

● 「人間文化研究機構国立国語研究所組織・業務調査委員会の報告」にも記載されてよ

うに、日本語研究の国際的な研究拠点を目指す国語研の名称としては、「国立国語研究
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所」から「国立日本語研究所」への変更を検討すべきである。 

 

日文研 

 日文研は、日本研究に関する国際研究拠点というミッションに従い、海外連携協力並び

に国際的・学際的・総合的観点に立つ国内外の研究者による日本文化の共同研究、日本に

ついて外国語で書かれた書物や画像、外国で刊行された日本語の書物や画像の収集・整理・

提供などの諸事業を遂行してきているが、2012 年で創立 25 周年を迎えた。 

 この間、日文研を取り巻く諸状況は大きく変化した。特にデジタル時代といわれる情報

化社会となった今日、日文研および国内外の研究活動を支援する目的で大規模データ蓄積

サーバシステム、時代統合情報システム、総合型検索システムをはじめとする多くのデー

タベースを運用するためのシステムを導入してきた。 

今後の方向性：  

 今後は、近世以後現代に至る散逸が危ぶまれる生活習俗に関する画像資料等の収集に

力をいれ、これらを多くのデータベースを統一的に統合する次世代型データベース（Web 

GIS を基盤として二次元・三次元の画像情報を統合し、検索と時空間情報で運用するシ

ステム）の開発によって広く公開し、一層の研究水準の向上と国際的ネットワーク並び

に国際拠点機能の強化をはかり日文研のミッションを確実に推進していただきたい。 

● 情報システムを支える機器類の老朽化への対応、とりわけ、新たなデータベースの追

加によって、サーバシステムのいっそうの大規模化が問題である。このことは、機構

並びに機構を構成する各機関が連携してその解決方法を探る必要がある。 

 また日文研では、他機関では行うことが難しい、外国語で書かれた日本研究書籍を組織

的に収集してきている。設立当初は日本研究が盛んな欧文書籍の収集に力を入れてきたが、

近年はアジア地域での日本研究が盛んとなり、関連刊行物の増加は著しいものがある。 

● そこで日文研では、これら新たに活発に展開されてきた刊行物等を対象として、その

収集を行うことに加えて、文献・画像のデジタルデータの相互利用に向けた世界的な

ハブとして機能することを目指していただきたい。 

 日文研では、次世代を担う若手研究者の養成のために、大学院教育に加えて、所内経費

及び外部資金によるポスドク・クラスの若手研究者の受け入れを積極的に行うとともに、

海外からも多くの若手研究者を受け入れてきている。近年の若手研究者の問題関心の多く

が近現代の日本文化にあり、とくに庶民・大衆文化への関心が高まっている。 

● こうした状況に対応するため、日文研では、近現代の庶民・大衆文化等に関連する資

料の収集に重点を置くことが必要である。 

● さらに、客員研究員制度の柔軟な運用や、機構が一体的に取り組んでいる連携研究へ

の計画的な参加などを通して、さらなる若手研究者の育成に貢献することが重要であ

る。 
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地球研 

地球研では、地球環境問題の解決に向けて、既存の学問分野の枠を超えて人文・社会・

自然科学の総合的視点に立つ「地球環境学」の構築を創設以来目指してきた。共同研究は

全て研究プロジェクト方式を採り、頭脳を共同利用するというスタンスで臨んできた。し

かし他機関との連携研究として実施してきた研究プロジェクトにおいても、機関間の組織

的連携ではなく研究者ネットワークの形成だけに終わるケースも多々ある。 

今後の方向性： 

 地球研では、認識科学的成果のみならず新たに設計科学的手法を取り入れて、創設来

の理念である「地球環境学の構築」を目指しており、より積極的な機関間連携を国内外

とも強力に推進していく必要がある。また、研究推進戦略センターと研究高度化支援セ

ンターの設置により、知の統合の深化とハード面からの共同利用の推進を深め、社会と

の双方向での発信機能を強化することで、文化と環境との相互作用の中で人間を捉える

という地球研のミッションの実現を期待する。 

● 今後は、機関・法人間との協定書の締結による連携を推進し、国際連携、国内連携を

システム化する必要がある。 

● さらに、環境問題にかかわる国際組織・機関との連携を強化して、研究の質を国際的

水準のものとして確保するとともに、研究成果を積極的に発信して国際的に認知して

もらう必要がある。 

地球研では、プロジェクトに関わる研究・教育職員は全員任期性を採用しているため、

新たな研究プロジェクトを担う候補者となる大学等の研究者を強く惹きつけるためにも、 

● 十分に資金が確保された文理融合型の研究プロジェクトを、充実したユニークな設備

で、十分な研究推進支援体制のもとで実施できる体制を整備することが肝要である。 

● さらに、外部機関からプロジェクト遂行のために移動してくる優秀な研究者を確保す

るためにも、プロジェクト期間に見合う間、親機関における教育業務の負担軽減のた

めに、代替教員雇用等のための資金的な援助体制を整えることも必要ではないか。 

● また、研究開発・リサーチアドミニストレーションを強化することなどにより、プロ

ジェクトに関わる研究者の組織運営や雑務の軽減策を検討し、中・長期的視野の確保

が必要である。 

● さらに、サバティカルなど比較的短期の流動的な研究者受け入れや機構内での期間限

定的な人事異動並びに配置換えの柔軟化などを検討し、流動定員の制度化を行うこと

が重要である。 

 また地球研では、研究プロジェクトではなく、双方向の利用による新しいバーチャル・

ネットワーク研究拠点方式の学術基盤構築を目指して、2012 年より「大学間連携を通じた

広域アジアにおける地球環境リポジトリーの構築―環境保全と地域振興を目指す新たな知

の拠点形成事業―」を開始している。 

● このことにより、アジア関係研究プロジェクトを統合する形で、地域研究と地球環境
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学とがドッキングすることを期待したい。地球研に設置されている中国環境問題拠点

が、機構の地域研究推進事業の一翼を担うとともに、リポジトリー事業の実現に向け

た活動にも貢献することが重要である。 

 

民博 

 民博では、文化人類学・民族学の研究センターとして、世界の民族と文化に関する研究

調査を行い、国内外の研究者が参加する種々の共同研究や研究集会を実施している。また、

民博ではその創立以来、研究成果の公開の方法としての展示、研究講演・公演そして館外

での博物館活動を行ってきている。若手研究者を研究員として受け入れ、共同研究会や種々

の研究集会などにおいて研究支援活動を行っている。さらに、民博では「現代インド地域

研究」の拠点の 1 つとして、機構の地域研究推進事業の一端を担っている。 

今後の方向性： 

今後は、世界各地での調査研究に基づいて人類の社会と文化の多様性と普遍性の究明

に向けて他分野との共同研究等によって研究の総合化を進めるとともに、海外の大学研

究機関・研究者との共同研究や学術交流を行い、さらなる高度な国際化につとめる。ま

た、民博に所蔵する膨大な学術資料や文化資源の整理とデジタル化を進め内外に発信す

る。さらに、博物館施設を有効に活用して研究成果を公開するとともに館外での博物館

活動を推進していただきたい。 

● 民博では、今まで以上に国内外の機関間の連携を強化して、組織的に行う共同研究の

継続的実施に向けて大きな役割を期待したい。 

● 文化人類学・民族学の学問上の特性からも、より地元に密着した「地域研究」は民博

の責務であり、政治学や経済学などの社会科学では見えないミクロなレベルの地域研

究では民博の果たす役割とその存在感は大きい。したがって、環境問題や文化資源の

活用といった課題のもとで、積極的に地域研究を推進する必要がある。 

● 地域の選定に関しては、機構の地域研究推進事業における特定重要地域の選定と連携

して検討することが望ましい。 

● 今後は特に海外の博物館と学術協定を結び、各館が所蔵する標本資料の情報をインタ

ーネットで交換し、その結果としてコラボレーションカタログを作成するなど多様な

国際共同研究を推進する必要がある。 

● 今後は、展示機能を持たない機構の機関や大学等にも共同研究の成果公開の場を提供

し、その利用の枠を拡大することを期待したい。 

● 共同研究や展示、研究公演などを通じて、研究者と研究対象者との対話を促進し、フ

ォーラムとしての文化人類学・民族学を推進していくことを期待したい。これによっ

て、展示される側の人々の伝統や文化などを活性化させるような新たな展開をもたら

すことを意図して欲しい。 

● 現在実施している発展途上の国々の中堅博物館員を対象とする「博物館学コース」の
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内容を拡充し、博物館の展示、保存、電子化などの知識と技術の高度化に向けていっ

そう貢献していただきたい。 

● 若手研究者の育成に関しては、実際のモノを見る目を養い、そこからフィールドの現

実に立脚した研究ができる研究者を養成していくことを念頭に、従来の取り組みの中

でも、①主に助教以下のキャリアを持つ研究者を対象とした「共同研究（若手）」の実

施や、②大学院博士課程、博士後期課程の学生やポストドクターの共同研究と若手研

究者奨励セミナーへの受け入れ、③民博が実施する国際研究集会への参加奨励、など

を通して、若手研究者の育成を強化することを重視していただきたい。 

● 民博の資料を活用して、標本資料、映像音響資料、アーカイブス資料の取り扱いや収

集、制作に関する訓練を行えるような共同研究（民博の資料を研究する共同研究）や

プロジェクトを推進する必要がある。 

 

Ⅴ―２ 機構事業の方向性と具体的取り組み 

 今後、各事業は以下のような方向性と取り組みが求められる。 

地域研究推進事業 

本事業は、民博に設置されていた地域研究企画交流センターの廃止・転換に伴い、2005

年に機構に設置された「地域研究推進懇談会」での協議により、「地域横断的な相関型地域

研究の推進」は京都大学に設置された地域研究統合情報センターが担い、「政策的・社会的

ニーズに対応する地域研究の推進」は文部科学省（後に政策研究大学院大学）が所掌し、「学

術的/社会的に重要であり拠点形成の遅れている地域の研究推進」は地域研究推進センター

を設置して機構が担うという分担が定められた。この方向性に従い、機構では、関係大学

や研究機関と地域研究に関わる研究拠点を共同設置するという形で、2006 年にイスラーム

地域研究を開始し、2007 年からは現代中国地域研究を、2009 年からは現代インド地域研究

を推進してきたところである。 

機構は、地域研究推進センターを設置して若手研究者を雇用して共同設置した各研究拠

点に派遣している。彼らは各拠点の研究活動並びに事業全体の運営に関しても中心的役割

を担い、研究者として成長するとともに、研究マネージメント能力を育てている。また、

異なる地域を対象として研究を進める彼らの相互交流は、各地域研究の連携活動の芽を育

んでいる。 

各地域研究はそれぞれ活発な研究活動を展開し、データベース構築を含む多くの成果を

あげている。さらに、各種の国際研究集会を多数開催して国際的なプレゼンスを示すとと

もに、機構の公開講演会・シンポジウムでの貢献など、社会的にも活発な発信活動を行な

っている。 

上記の各地域研究は 1 期の研究期間として 5 年間を設定して実施してきた。第１期研究

期間における活動の評価結果に基づき、イスラーム地域研究は 2011 年より、現代中国地域

研究は 2012 年よりそれぞれ第２期の研究期間に入ったところである。また、2012 年から
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は、イスラーム地域研究と現代インド地域研究とが「南アジアとイスラーム」という連携

研究を試行的に始めている。 

今後の方向性： 

 今後も「特定重要地域の研究推進」という方針のもとで、対象地域の包括的な理解を

目指し、地域研究推進センターの活動として効果を上げている若手研究者の育成や各機

関の研究活動並びに各地域研究相互のより緊密な連携を視野に入れつつ、本事業をさら

に発展させ継続していただきたい。 

● 各地域研究の研究期間に関しては、2 期 10 年間の終了をもって一つの区切りとし、全

期間の活動・成果についての評価を実施すべきである。 

● その後、評価結果等をもとにして、地域研究の対象となる「研究地域」というものの

設定をあらためて検討することが望ましい。例えば、トルコやイラン、いわゆる中央

アジア諸国や中国西部を含む、ユーラシア内陸地域という設定もあるのではないか。

また、中国やモンゴル、韓国、台湾等を含んだ、東アジア地域という設定もあり得る

と考える。あるいは、沖縄を中心とする島嶼地域という設定も可能かもしれない（タ

スク・フォースの報告書での提言）。 

● 新たな「研究地域」の設定に関しては、民博や地球研など機構の各機関がより中心的

な役割を果たせることを想定することが望ましい。また新たな研究地域の設定には、 

実施中の三つの地域研究の進展や成果・評価結果、並びにその時点でのグローバルな

動向をも考慮しつつ、現代における地域の概念の進化をも念頭において考える必要が

あり、現在実施中の地域研究の区切りがつく段階における再度の検討に委ねたい。 

 

連携研究・連携展示事業 

 本事業は、それまでの直轄研（旧文部省直轄の研究所）の立場でそれぞれの分野におけ

るナショナルセンターとして各機関が担ってきた共同研究、共同利用の成果・蓄積を、2004

年の機構の発足に伴い、各機関が機構として連携することで各々のディシプリンの枠を超

えた「人間文化研究」の創出を目指す柱のプロジェクトとして位置づけられ、いわば機構

の存在意義の説明として開始された事業のひとつである。 

第１期においてこの事業の推進を担った連携研究委員会では、連携研究に関する共通認

識として、「機構を構成する機関に既に蓄積のある（あるいは実績を期待できる）研究を、

機関を超えて繋ぎ、それを相補的・補完的に組み合わせることによって新しい視座を開拓

し、かつ、高度化させることを目的とする」機関間連携による協業的研究、「機構を構成す

る機関に所蔵する文化資源を機構内外の機関との連携のもとに研究し、資源の共同利用を

高度に推進することを目的とする」協業的研究の２テーマを定義し、大学共同利用機関と

して外部にオープンなことを要件とした。 

また、2005 年からは、機関間の連携による連携展示事業を開始し、博物館施設をもつ大

学共同利用機関としての特性を活かした、研究方法、装置としての「展示」の可能性を求
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める展開を図っている。 

連携研究は、１期５年間で設定され、第１期は、「日本とユーラシアの交流に関する総合

的研究」と「文化資源の高度活用」が実施された。これらの研究については、2008 年に中

間実績評価、2012 年に実績評価が行われ、報告書がまとめられている。この評価結果を承

けて、2010 年から始まった第２期では、第１期の展開から生まれた「アジアにおける自然

と文化の重層的関係の歴史的解明」と「人間文化資源の総合的研究」の２つのテーマのも

とで推進されている。また 2012 年からは、東日本大震災という未曾有の体験により、学界・

社会のニーズに応える課題として「大災害と人間文化研究」のテーマを開始した。さらに、

タスク・フォースの報告書での指摘を活かし、上記３本の大型連携研究とは別に新領域創

出や大型連携研究を目指す準備研究の公募、採択を実施している。 

今後の方向性： 

連携研究を、「人間文化研究」の新たな視座や新領域の創出を目指す機構の中核的な

事業との位置づけを確認し、より一層の推進を期待する。さらに最先端の研究をつうじ

て次世代を担う若手研究者を育てる場としてもその機能をより充実させて欲しい。連携

展示については、ユニークな研究方法としてのみならず、機構と社会との連携、協力を

強化する視点からも、研究と一般社会とを結ぶ有効な手段として今後も推進していただ

きたい。 

● 機構は、連携研究を推進、発展させることが原則的に望ましいが、連携研究を進める

にあたっては、この事業における機構の役割や機関における連携研究の位置づけ、機

関の共同研究との関係などの検討とともに、大型予算の事業推進に相応しい仕組みを

整備することが必要である。例えば、特任教員の配置による人的なサポートをするこ

となども具体例として検討事項に挙げられよう。 

● 連携研究のあり方に関しては、「新領域の創出」という原点を目指すことや自然科学・

社会科学とのより深い連携、人文学の国際化など、機構に求められている立場を意識

した検討が必要である。また、この検討のなかでは、テーマや研究代表者を機構外の

大学等から公募することについても積極的に検討することが望まれる。 

● 「連携」については、これまでの機構内の各機関の連携のみならず、「機能強化に向け

て」等の指摘にもあるように、大学等の機構外機関との組織間連携を視野にいれて推

進することが望ましい。 

● 現在の２期においては、研究テーマの企画、採択、評価等を機構内のメンバーだけで

組織されている企画・連携・広報室会議が担っている。今後は、大学等の機構外組織

の委員を多く含む委員会を別途設定して、本事業の推進体制を担うべきである。 

● 今後の具体的な研究テーマの例示として、タスク・フォースが報告書で提言した、「モ

ノ論」、「現代を中心とした文化資源・資料のアーカイブ化」、「新しい地域研究として

の島嶼研究」「移動論」など、また、共通の視点や空間・場の設定によるテーマ設定な

どについては、今後の検討の中で活かすことも考慮されたい。 
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● 機構は、これまでの連携展示の枠に留まらず、展示施設をもたない機構内機関や大学

等の機構外機関による展示等、あるいは展示を成果公開の柱とする機構プロジェクト

の検討など、機構が東西の機関に展示施設をもつことのメリットを活用した「展示」

の共有化、共同利用の推進を検討することが望ましい。 

 

日本関連在外資料調査研究事業 

本事業は、近年の海外における日本研究への関心の低下や専門研究者の減少などによっ

て危機に瀕している在外の日本関連資料に関して、国内外の諸機関との国際共同研究を実

施し、資料情報の共有化を図り、その保存と活用による日本研究の更なる推進を目的とし

て 2010 年より開始された。 

事業の特徴は、それまでのテーマ別による個別の調査研究から脱却し、多様なジャンル

で構成されている資料群を機構と連携機関の諸分野の研究者の協働による総合調査と統合

化、海外所蔵機関や機構外研究機関との国際共同研究を通したネットワークの構築、機構

が推進する資源共有化事業などとの連携による資料情報のデータベース化とその公開・共

同利用の実現、を柱としている。こうした特徴は、まさに大学共同利用機関としての特性

を活かした機構にとって相応しい事業といえる。 

機構は、「日本関連在外資料調査研究委員会」を設置し、この事業を推進している。また

機構外の東京大学史料編纂所、同東洋文化研究所、京都大学人文科学研究所と連携すると

ともに、ドイツ・ミュンヘン国立民族学博物館をはじめ海外の資料所蔵機関とも、研究協

力協定を締結するなど、組織間連携による事業推進を基盤としている。 

事業は、１期５年で設定され、第１期のテーマとしては、日本から持ち出された流出資

料群としての「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19 世紀）に日本で収集さ

れた資料についての基本的調査研究」（総括機関：国立歴史民俗博物館）と、近代以降の日

本人の活動により海外に残された滞留資料群を対象とする「近現代における日本人移民と

その環境に関する在外資料の調査と研究」（総括機関：国際日本文化研究センター）とが実

施されている。開始より３年を経過するこの２テーマについては、2012 年度内に外部委員

を主体とする中間実績評価を実施し、今後の本事業のあり方を検討することとなっている。 

今後の方向性： 

日本関連在外資料の体系的・総合的調査と資料情報の公開、国際共同研究を推進する。

その推進には、内外の所蔵機関をはじめとする諸機関をつなぐネットワークを構築し、

機構がそのハブになることが求められる。海外の機関との研究協力協定締結を積極的に

推進し、協定に基づいて、相互に研究者を受け入れ合う国際共同調査や国際研究集会な

どを活発に行い、知見と情報の交換・共有を進める。それらの活動を通じて内外の若手

の日本研究者を育成し、その成果を広く公開する。また、海外の所蔵機関等からの要請

による資料調査についても積極的な対応を前向きに検討されたい。 

● 第２期の具体的な研究テーマについては、１期５年を前提として、単に継続するので
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はなく、日本関連在外資料調査研究委員会を中心として、国内外の諸機関や学界など外

部から本事業に求められる要請も視野にいれて検討されたい。 

● 研究の対象となる資料の種類が多岐にわたり、また所蔵機関の所在地域が広範囲にわ

たる本事業の性格を考えると、事業の枠組みとして、既に同様のプロジェクトを推進

している他の大学等を含めた国内外の関係諸機関との連携・協業を進めるとともに、

機構が分担すべきテーマを明確にして今後の推進を図るべきである。 

● 機構が進めている資源共有化事業と連携して、成果として得られるデータベースを積

極的に広く公開すべきである。 

● 情報の公開については、所蔵機関との関係により、その内容と対象範囲、公開手段等

に、結果的にはいくつかのランクができることはやむを得ないが、画像付き資料情報

など詳細な情報公開を可能にするよう努力して欲しい。 

● 可能ならば、例えばバーチャル博物館のような、仮想的なコレクションの形成・公開

など、新たな展開を試行することも望ましい。 

● 所蔵機関をはじめとした、国際的な企画展示の共同開催なども発進方法として効果的

であり、検討に値する。 

● 将来的には、機構が本事業を核として日本文化研究の海外発信のハブとして機能する

など、国際的な発進力の強化を検討すべきである。 

 

研究資源共有化事業 

本事業は、各機関の共同研究と研究資源蓄積、機構の各種連携研究、地域研究の諸拠点

における研究などから生み出された研究資源情報群を、機構内に止まらず国際的にも共有

化して利用できる情報環境を実現するために実施してきたものである。そのため、企画・

連携・広報室の下に設置した人間文化研究資源共有化事業委員会を中心に、研究資源共有

化システム(統合検索システム（nihuINT: nihu INTegrated Retrieval System）並びに時空

間解析システム(GT-Map/GT-Time)を開発・公開して、ポータルサイトの整備と運用という

形で行ってきた。また機構内にとどまらず、2010 年 7 月からは国立国会図書館と（2011

年 12 月までは PORTA、ついで 2012 年 1 月からは NDL search と）双方向の横断検索が

可能となった。ついで 2012 年度からは京都大学地域研究統合情報センターの「地域研究資

源共有化データベース」から、片方向ではあるが、nihuINT を介して民博・地球研の地域

情報データベース群の横断検索が可能となっている。 

今後の方向性： 

今後も、「日本関連在外資料調査研究事業」や「地域研究推進事業」、国文研が開始す

る「日本語の歴史的典藉のデータベースの構築」、日文研による「文献・画像のデジタ

ル化計画」、地球研の「大学間連携を通じた広域アジアにおける地球環境リポジトリー

の構築」、民博による国際的な「コラボレーションカタログ」の作成などによる成果と

して構築されるデータベースを取り込み、本システムを用いて公開する機構のデジタル



20 

 

資料を格段に充実させるとともに、機構外の研究組織ともリンクして、我が国における

人間文化研究の統合的ポータル(リンク集)の構築を目指していただきたい。 

● 地域研究推進事業の成果として各地域研究拠点で既に構築された、あるいは今後構築

されるであろうデータベース群を、本事業がカバーする基盤情報として、システムに

組み込むことが必要である。とりわけ、イスラーム地域研究や現代中国地域研究の資

料センターとして機能している東洋文庫との双方向連携を実現していただきたい。 

● さらに、地域研究拠点（東洋文庫を含む）に限らず、既に連携を実現している国立国

会図書館や京都大学地域研究統合情報センター（双方向連携が望ましい）に加えて、

第 2 期中期目標期間の後半期にも新たな学術文化機関との連携の実現を図っていただ

きたい。 

● 2010 年 10 月より公開しているフリーソフトウエアである時空間解析ツール

(GT-Map/GT-Time)に関しては、その利用促進をはかるとともに、国土地理院の許可を

得て旧地形図から作成した、地名情報データ群の学界での活用を推進する方策を検討

すべきである。 

● 最後に、研究者の日常的利用環境の向上を図るためにも、タッチパネルや専用ペン入

力によるタブレット端末の利用が増大している状況に鑑み、nihuINT のタブレット端

末に対応する検索表示機能の整備を早急に行う必要があるのではなかろうか。 
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人間文化研究機構総合研究推進委員会 検討経過 

【会議日程】 

平成２２年度 

第１回 平成２２年７月１５日（木） 

    ・総合研究推進委員会の設置について 

    ・委員会での検討課題 

      

第２回 平成２２年９月１５日（水） 

    ・機関レビュー：国際日本文化研究センター 

    ・機関レビュー：総合地球環境学研究所 

 

第３回 平成２２年１０月２１日（木） 

    ・機関レビュー：国文学研究資料館 

    ・機関レビュー：国立国語研究所 

 

第４回 平成２２年１１月１１日（木） 

    ・機関レビュー：国立歴史民俗博物館 

    ・機関レビュー：国立民族学博物館 

 

第５回 平成２２年１２月１３日（月）    

  ・レビュー：人間文化研究機構の一体的取り組み（機構本部） 

      地域研究推進事業 

      連携研究（含 日本関連在外資料研究） 

      研究資源共有化推進事業 

 

第６回 平成２３年３月９日（水） 

    ・人間文化研究機構における今後の研究教育活動について検討 

      

平成２３年度 

第１回 平成２３年４月１５日（金） 

    ・「経過報告」の公表について審議 

      

第２回 平成２３年１１月１０日（木） 

    ・タスク・フォース報告書について検討 

    ・人間文化研究機構の今後のあり方について審議 
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第３回 平成２４年２月１６日（木） 

    ・タスク・フォース報告書について検討 

    ・人間文化研究機構の今後のあり方について審議 

 

平成２４年度 

第１回 平成２４年７月３日（火） 

     ・人間文化研究機構の今後のあり方について審議 

 

第２回 平成２４年７月２０日（金） 

    ・人間文化研究機構の今後のあり方について審議 

 

第３回 平成２４年７月２６日（木） 

    ・人間文化研究機構の今後のあり方について審議 

 

第４回 平成２５年１月１１日（金） 

    ・「人間文化研究機構のあり方」報告書のとりまとめ 

 

第５回 平成２５年２月２５日（月） 

    ・「人間文化研究機構のあり方」報告書のとりまとめ 

      

【タスク・フォース活動日程】 

第１回 平成２３年７月６日（水） 

    ・人間文化研究機構の将来像について検討 

 

第２回 平成２３年８月１３日（土）～１４日（日） 

    ・人間文化研究機構の将来像について検討 

 

第３回 平成２３年９月１２日（金） 

    ・人間文化研究機構の将来像について報告書のとりまとめ 

 

【報告書等】 

・「人間文化研究機構のあり方の検討状況－経過報告－」（平成 23年 5月） 

・「人間文化研究機構総合研究推進委員会附置タスク・フォース報告書」（平成 23年 9月） 
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総合研究推進委員会委員名簿          

                              

青柳 正規   国立西洋美術館長 

大塚 柳太郎  自然環境研究センター理事長 

ｶｲｻﾞｰ ｼｭﾃﾌｧﾝ  國學院大學文学部教授 

窪田 幸子   神戸大学大学院国際文化学研究科教授 

酒井 啓子   千葉大学法経学部教授 

佐藤 宗諄   奈良女子大学名誉教授 

森  正人   熊本大学大学院社会文化科学研究科教授 

鷲田 清一   大谷大学文学部教授（平成 22年 7月～平成 24年 3月） 

野家 啓一   東北大学大学院文学研究科教授（平成 24年 4月～） 

宮崎 恒二   東京外国語大学理事 

羽田 正    東京大学東洋文化研究教授 

榎原 雅治   東京大学史料編纂所長 

岩井 茂樹   京都大学人文科学研究所副所長 

平川 南    国立歴史民俗博物館長 

武井 協三   国文学研究資料館名誉教授（平成 22年 7月～平成 23年 6月） 

谷川 惠一   国文学研究資料館副館長（平成 23年 7月～） 

影山 太郎   国立国語研究所長 

小松 和彦   国際日本文化研究センター所長 

立本 成文   総合地球環境学研究所長 

佐々木 史郎  国立民族学博物館教授 

小野 正敏   人間文化研究機構理事 

◎中尾 正義   人間文化研究機構理事   

 

※◎は委員長 

 ※所属・役職は平成 25年 3月現在 
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総合研究推進委員会委員以外の出席者 

教育研究評議会評議員（注 1） 

  金田 章裕   人間文化研究機構長 

  今西 祐一郎  国文学研究資料館長 

木部 暢子   国立国語研究所副所長 

宇野 隆夫   国際日本文化研究センター副所長 

  佐藤 洋一郎  総合地球環境学研究所副所長 

  須藤 健一   国立民族学博物館長 

  西尾 哲夫   国立民族学博物館副館長 

  森 明子    国立民族学博物館教授 

 （注 1）人間文化研究機構総合研究推進委員会設置要項第 6条第 2項の規程による 

  ※所属・役職は平成 25年 3月現在 

   

専門委員（注 2） 

佐藤 次高   早稲田大学イスラーム地域研究機構長（注 3）  

  天児 慧    早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授（注 3） 

  田辺 明生   京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授（注 3） 

  青山 宏夫   国立歴史民俗博物館副館長 

  安達 文夫   国立歴史民俗博物館情報資料研究系教授 

  久留島 浩   国立歴史民俗博物館教授 

  秋道 智彌   総合地球環境学研究所名誉教授 

  渡邊 紹裕   総合地球環境学研究所教授 

大﨑 仁    人間文化研究機構長特別顧問 

石上 英一   人間文化研究機構理事 

栗城 繁夫   人間文化研究機構理事（兼）事務局長 

 （注 2）人間文化研究機構総合研究推進委員会設置要項第 6条第 1項の規程による 

（注 3）所属・役職は委員会出席時のもの  

※所属・役職は注 3を除き平成 25年 3月現在 
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タスク・フォース名簿 

高橋 一樹   国立歴史民俗博物館准教授 

海野 啓介   国文学研究資料館准教授 

窪薗 晴夫   国立国語研究所教授 

稲賀 繁美   国際日本文化研究センター教授 

鞍田 崇    総合地球環境学研究所特任准教授 

宇田川 妙子  国立民族学博物館准教授 

中尾 正義   人間文化研究機構理事 

小野 正敏   人間文化研究機構理事 

（オブザーバー） 

金田 章裕   人間文化研究機構長 

※所属・役職はタスク・フォース開催時のもの 
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人間文化研究機構総合研究推進委員会設置要項 

 

平成２２年６月２３日 

機 構 長 決 定 

（設置） 

第１条 人間文化研究機構教育研究評議会規程第２条第３項の規定に基づき人間文化研究

機構（以下「機構」という。）に総合研究推進委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

２ 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、本要項の定めるところによる。 

 

（組織） 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 機構長が指名する人間文化研究機構教育研究評議会（以下「評議会」という。）評

議員 

（２） 機構長が委嘱する学識経験者 

（３） 機構の大学共同利用機関（以下「機関」という。）の長又は機関の長から推薦され

た機関の代表者 

（４） 機構長が指名する理事 

 

（任務） 

第３条 委員会は、人間文化研究の総合的推進のため、機構及び各機関の研究活動等をレ

ビューし、機構及び各機関の組織・運営の在り方や研究の方向性についての検討を行い、

評議会に報告する。 

 

（任期） 

第４条 第２条第１項第３号の機関の長及び第４号の委員を除き任期は２年とし、再任を

妨げない。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、第２条第１項第４号の委員から、機構長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を招集し、主宰する。 

 

（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

２ 評議会評議員は、必要に応じて委員会に出席することができる。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、本部事務局企画課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員会が別に定める。 

 

附 則 

１ この要項は、平成２２年６月２３日から施行する。 

２ この要項の制定によって選出される最初の委員の任期は、第４条の規定にかかわらず、 

平成２４年３月３１日までとする。 
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人間文化研究機構教育研究評議会規程 

 

平成１６年４月９日 

人間文化研究機構規程第５号 

平成１６年５月１０日改正 

平成１８年３月６日改正 

平成２１年９月９日改正 

平成２２年６月２３日改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、人間文化研究機構組織規程第１５条に基づき、人間文化研究機構（以

下「機構」という。）に置かれる教育研究評議会の組織及び運営について定めることを目

的とする。 

 

（組織） 

第２条 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で組織する。 

(1) 機構長 

(2) 機構長が指名する理事 ２名 

(3) 機構の大学共同利用機関（以下「機関」という。）の長 ６名 

(4) 機関の職員で機構長が指名する者 各機関１名 

(5) 機構の役員及び職員以外で、機関の研究と同一の研究に従事する者 ８名 

２ 前項第５号の評議員は、教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命する。 

３ 教育研究評議会には、必要に応じて委員会を置くことができる。 

委員会に関し必要な事項は、機構長が別に定める。 

 

（任期） 

第３条 前条第１項第４号及び第５号の評議員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただ

し、欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（任務） 

第４条 教育研究評議会は、次に掲げる事項について審議する。 

(1) 中期目標についての文部科学大臣に対する意見に関する事項（機構の経営に関する

ものを除く。） 

(2) 中期計画及び年度計画に関する事項（機構の経営に関するものを除く。） 

(3) 教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項 
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(4) 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事項 

(5) 共同研究計画の募集及び選定に関する方針並びに共同研究の実施に関する方針に

係る事項 

(6) 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項 

(7) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 

(8) その他機構の教育研究に関する重要事項 

 

（議長） 

第５条 教育研究評議会に議長を置き、機構長をもって充てる。 

２ 議長は、教育研究評議会を招集し主宰する。 

 

（議事） 

第６条 教育研究評議会は、過半数の評議員の出席がなければ、議事を開き議決すること

ができない。 

２ 教育研究評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

 

（意見の聴取） 

第７条 議長は、必要に応じて評議員以外の者に出席を求め、意見を聴取することができ

る。 

 

（庶務） 

第８条 教育研究評議会の庶務は、本部事務局総務課において処理する。 

 

（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は機構長が定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行日以後、最初の評議員に係る任期は第３条の規定にかかわらず、平成

１８年３月３１日までとする。 

附 則 

この規程は、平成１６年５月１０日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
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１ この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行以後新たに加わる４号及び５号評議員に係る任期は第３条の規定にか

かわらず、平成２２年３月３１日までとする。 

附 則 

この規程は、平成２２年６月２３日から施行する。 
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