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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

G2210 
関連研究分野 

（分科細目コード）
3701 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  

科学技術と産業のイノベーション研究と文化人類学との学術的架橋及び国際協働関係構築

（平成22年度） 

代表研究機関名 

北陸先端科学技術大学院大学 

代表研究機関以外

の協力機関 

なし 

 

主担当研究者氏名 
井川 康夫 

 

補助金支出額 

（平成22年度） 

4,816,417 

円  

（平成 23 年度） 

6,261,699 

        円

（平成 24 年度） 

4,691,945 

        円

（合計） 

15,770,061 

          円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成22年度） 

      １   人 

 

（平成23年度） 

      １    人 

（   １ 人） 

（平成24年度） 

       １    人 

（   １  人）

（合計） 

        １    人  

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成22年度） 

     １   人 

 

（平成23年度） 

      １   人 

（   １  人）

（平成24年度） 

     １   人 

（   １  人）

（合計） 

         １    人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、 終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成22年度） 

         人  

 

（平成23年度） 

          人  

（       人）

（平成24年度） 

            人  

（       人）

（合計） 

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

 当該若手研究者は、将来的に、本学（JAIST）の国際ネットワーク形成・連携を主導的に担う人材

として、また本学のみならず、学術の振興にとって貢献することが期待される。学術的には、文化人

類学をもっぱら専攻してきた当該若手研究者ではあるが、異文化研究の人文学にとどまらず、科学技

術や産業ビジネスにおけるイノベーションにも資する視点を提供する学問として、文化人類学自体を

鍛え直そうとする意欲をもっており、それが実現され、かつ、従来科学技術や産業ビジネスにおける

イノベーションをもっぱら専門としてきたテクノロジーマネジメント（MOT）の学術的枠組みや人的

ネットワークを拡張されることが望まれる。具体的には、科学技術と産業分野におけるイノベーショ

ン研究と文化人類学とを架橋しうるような理論的な視野を得、優れた原著論文が発表されること。ま

た、大学間・研究機関間の連携の推進に資するような、長期的に協力関係を結びうるネットワークや

、マネジメントの研究者と文化人類学の研究者が国際的に議論しあえるようなネットワークを構築し

、当該テーマを主題としたフォーラムや国際的会合が将来的に企画され、それが、若手研究者により

主導されるものであること。さらに、既存のネットワークを強化・拡張すること。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 当該若手研究者は、サバティカル実施期間を利用しながら、主に英国（一部米国）において調査・

研究を行った。平成23年2月3月には、ランカスター大学社会学部およびサイエンススタディセンター

、4月下旬より、英国ロンドン大学ＵＣＬ（University College London）人類学部に客員研究員とし

て滞在し、また平成25年3月には米国のパロアルト研究所（ＰＡＲＣ: Palo Alto Research Center）

にも滞在している。その成果は、資料４にリストアップされているように、いくつかの原著論文や口

頭発表に結実しており、複数の日本語・英語の論文を執筆中・刊行予定である。 

 ＵＣＬ人類学部では当初、平成23年4月からの（サバティカル期間の）1年のみの客員研究員として

の受入れ予定であったが、平成24年度・25年度と、二度の延長を経て、本プロジェクトが終わった現

在も客員研究員の身分にあり、行き来やコミュニケーションを継続している。また、結果的に不採用

となったが、ＵＣＬの教員と連絡をとりつつ、ＵＣＬ博士学生が当該若手研究者を受入れ教員として

（本学を受入れ先として）JSPS Short-Term Fellowshipに応募するなどしている。さらに、ＵＣＬ人

類学部の研究者2名を協力者として申請した、平成25年度開始の科研費研究（挑戦的萌芽研究）が採

択されるなど、今後の研究協力関係が築けている。その他、パロアルト研究所の研究者が若手研究者

の授業（東京サテライト）にゲスト参加するなど、協力関係が継続している。以上のことから長期的

に協力を結びうるネットワーク構築に成功していると言える。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要） 

 科学技術分野やサービス産業分野における現状把握、課題の発見、あるいは創造性やイノベーショ

ンの起こるプロセスの解明に、文化人類学的アプローチが応用可能であるとの見通しから、従来のイ

ノベーション研究に文化人類学的アプローチを架橋することが本研究課題である。将来的に、イノベ

ーション研究、技術とサービスのマネジメント（MOT、MOS）研究、文化人類学研究などへの学術的理

論的貢献、さらに、科学技術政策、産業・ビジネスへの実務的な示唆を導き出すなど、学問と実務へ

のフィードバックが到達目標である。英米の研究状況の網羅的把握のみならず、エスノグラフィー（

文化人類学的手法）を導入しつつある日本企業の事例の渉猟なども通じて、文化人類学的アプローチ

とその応用に関する、新たな学問的・実務的な領域を開拓し、その萌芽が看取しうる論考が生み出さ

れることが期待される。 

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 若手研究者を主要なメンバーとした、文化人類学的手法のスキル化とマーケティング応用に関する

科研費研究（挑戦的萌芽研究）が平成25年春に採択に至っている。これは、文化人類学的なスキルを

広く、産業・ビジネス等に活かそうとする日本では萌芽的なプロジェクトであり、文化人類学のスキ

ル化や事業化が十分になされていない現状について、本プロジェクトを通じて若手研究者が得た知見

が反映された、学会発表や論文内容が契機となって始まったものである。 

 国際学会や国際会議での発表やそれを通じての海外の研究者らとの意見交換、日本の文化人類学会

でのシンポジウムでの当該課題に関連する招待講演などもおこない、関連する諸論文の執筆も行って

いる。 

 また、英米の企業の研究者や実務者らへのインタビューや意見交換などを踏まえて（継続しつつ）

、現在は、日本の企業との共同研究やコンサルティングというかたちで、文化人類学的手法の学術面

のみならず、産業・ビジネスへの実務的応用に関して得られた知見をフィードバックしつつある。 

 社会人（企業人）向けの若手研究者による授業（東京サテライト）においても、企業のエスノグラ

フィーの事業化（製品・商品開発におけるデザイン、職場環境の改善・ 適化、社員トレーニングの

ための、エスノグラフィーの活用等）における英米と日本企業の違いをはじめとする、本プロジェク

ト課題で得られた知見が活かされている。 

 さらには、平成25年の後半に、工学系・デザイン系の研究者ら、企業の実務者らとともに、エスノ

グラフィーの工学やデザインへの応用についての会合を若手研究者主導で企画している。 

 とりわけ日本では未開拓の、こうした領域を開拓する人材として若手研究者は活動しつつあること

が看取されることから、上記の目標は十分に達成されたと評価しうる。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

本学（JAIST）は「世界的に 高水準の研究・教育拠点」構築を目指しており、そのための国際的

連携・交流ネットワークの形成は重要である。欧米の大学とは共同研究プロジェクトを立ち上げ、そ

れに基づいた協働教育プログラムを実施、検討を進めており、若手研究者の育成に力を入れている。

また、研究拠点形成支援事業の一環として、学内資源の傾斜配分を行う仕組みにより、若手研究者の

国際化推進を含む萌芽的研究支援を実施している。今後も研究担当理事・副理事・国際交流課が中心

となり、外部資金獲得を含め、若手研究者の海外派遣・育成に組織的に取り組んでいく。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

 若手研究者が派遣されたＵＣＬ（人類学部）やランカスター大学などとは、直接的には組織的な連

携には至ってはいないものの、個別の案件からその端緒を開きつつあると認識している。（ＵＣＬの

Faculty of Mathematical and Physical Sciences (MAPS)と、本学のマテリアルサイエンス研究科と

の間では、近年、UCL/MAPS-JAIST/ SMS 協働研究指導プログラムという、組織的な連携に至っている。）

 ＵＣＬの院生の本学への受入れの試み（前述の、ＵＣＬ博士学生が若手研究者を受入れ教員として

JSPS Short-Term Fellowship に応募）などがその一例であるし、ＵＣＬ人類学のデジタル人類学、デ

ザイン人類学の教員らとの連携の可能性の模索を現在も若手研究者は続けている。これも前述したよ

うに、2 度（計 3 年）の客員研究員のステータス延長が許可されたことに、それは表れている。 

 また、若手研究者による国際学会発表を通じて懇意になった欧州の大学（ポーランド）のマネジメ

ント学部と、学生の交換プログラムの可能性について、やりとり・議論がおこなわれた（本学知識科

学研究科のカリキュラムが通常のマネジメント学部のそれとやや異なるという理由から現時点では

難しいということになってはいる）。そのような動きを、若手研究者が主導的に進めるなどしている。

 さらに、前述のように、パロアルト研究所の研究者が若手研究者の授業「ビジネスとエスノグラフ

ィ」（東京サテライト）の中でゲスト講義するなど、企業研究所とも関係を継続している。 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

 上記のように、若手研究者は、本学の組織としての国際的連携・交流ネットワーク形成を展望しつ

つ研究・教育活動に邁進しており、そこには今回の派遣経験が少なからず作用している。組織内にお

ける若手研究者の評価において、将来性は極めて有望であると言いうる。 

 さらに、日本ではまだ試みすらほとんどなされていない、ビジネス（実務）と文化人類学（理論・

手法）との架橋を切り拓く研究者として、文化人類学の教育・後進の人材育成においても大きく貢献

しうる将来性を備えていると評価しうる。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

 

ｲｶﾜ  ﾔｽｵ 

井川 康夫 

 

 

 

 

担当研究者 

 

ｺｻｶ  ﾐﾁﾀｶ 

小坂 満隆 

 

 

 

北陸先端科学技術

大学院大学 

 

 

 

 

 

 

北陸先端科学技術

大学院大学 

 

 

 

知識科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

知識科学研究科 

 

 

 

教授、先

端領域社

会人教育

院長 

 

 

 

 

教授 

 

 

 

技術経営（MOT

） 

 

 

 

 

 

 

研究マネジメ

ント、サービ

スイノベーシ

ョン 

 

計２名     

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

 

英国 

 

英国 

 

 

米国 

 

 

英国 

 

ランカスター大学 

 

ロンドン大学UCL 

 

 

パロアルト研究所（ＰＡＲＣ） 

 

 

ケンブリッジ大学 

 

 

 

 

 

計 ４ 機関 

 

L. サッチマン 

 

S. キューシュラー 

 

 

P. クック 

 

 

D. プロバート 

 

教授 

 

人類学部

長・教授 

 

ダイレク

ター 

 

教授 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

 当該若手研究者は本学（JAIST）知識科学研究科へ着任後、科学技術や産業についての新し

い文化人類学を切り開こうと模索を始め、例えば産業・ビジネス的応用の可能性や、実験系ラ

ボラトリーを対象とした考察、さらに病院における EMR をめぐる医療従事者の実践についての

エスノグラフィー研究などの調査研究経験をもつ。本事業によって、外国での学問的研鑽を積

み、将来的に本学の国際ネットワーク構築を主導的に進めていく担い手になることが期待され

ると同時に、専門の文化人類学に関して、科学技術や産業にも資する学として、新たに文化人

類学の先頭を切り開くことも期待されている。当該若手研究者は、2011 年 4 月から 2012 年 3

月までの 1 年間のサバティカルの申請を 2009 年に行い、候補者リストの中から学内審査を経

て、2010 年 3 月に学長より正式に当該期間（1 年間）のサバティカル申請が認められた。その

後、本若手研究者派遣プログラムが告知されたことから、知識科学研究科教授懇談会において、

研究科長および研究科の研究評議員・教育評議員より、知識科学研究科からの若手派遣対象者

として推挙された。 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

 本学（JAIST）では、国際学術交流を取り扱う国際交流課があり、大学の国際戦略に関する

企画と方向性に関しては、本学研究機構理事(国際担当)、研究機構副理事(教員 4 名・事務職

員 1 名)に国際交流課長を加えて行われる会合にて議論されている。本申請プロジェクトは、

本学全体の国際戦略の１つと位置づけられており、上記の会合と緊密な関係を持ちつつ推進さ

れ、他の進行・推進中のプロジェクトと有機的な結び付けを行いつつ、支援体制の役割を果た

した。また、先端領域社会人教育院長である主担当研究者・井川は、開発中の実践的コミュニ

ケーション能力を持つグローバル科学技術人材育成プログラムと本申請プロジェクトとを効

果的に結びつける役割を担った。当該若手研究者の英国・米国への派遣中は、適宜、井川に現

状が報告され、助言された。若手研究者滞在中にロンドンに井川が赴いて打ち合わせるなどし、

更なるネットワーク作りのサポート・研究活動支援をおこなった。 

 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

 

  変更なし。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

 本プロジェクト課題において、当該若手研究者は英米の大学や企業の研究者・実務者らへの

インタビューや大学のセミナー等での意見交換などを粘り強く実践し、それらを踏まえて、資

料 4 の論文や発表に見られるように、「異文化研究の人文学としての文化人類学」にとどまら

ず、「科学技術や産業ビジネスにおけるイノベーションに資する視点を提供する学問としての

文化人類学」という、日本では未開拓の領域を開拓しつつある。また、本プロジェクト課題終

了後、実施されたインタビュー調査や意見交換、米国企業研究所の滞在経験を活かしつつ、現

在は日本の企業（食品メーカーや物流企業など）との共同研究やコンサルティングというかた

ちで、実務面でも得られた知見をフィードバックしつつある。当該若手研究者は、本学の国際

ネットワーク形成・連携を主導的に担うための人材としての資質と意欲を持ち合わせている

が、本プロジェクト課題の経験を通して今後もネットワーク形成・連携等を継続的に試行して

いくことによって、当人の研究者・本学教員としてのキャリアアップや大学業務運営能力の向

上にも繋がっていくことが見込まれる。 

 モノやサービスが溢れている今日の日本社会において、イノベーションが産業および国家の

競争力において 重要とされるなか、「何が欲しいか顧客にすらわからない」という課題を解

決してイノベーションを創出するには、ビジネス分野でのエスノグラフィーの応用が極めて重

要であり、当該若手研究者の、文化人類学的手法（エスノグラフィー）の応用に関する学術面

での更なる活躍が期待される。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

・海外との組織的なネットワーク形成 

 共同研究（プロジェクト）に基づく協働教育プログラム協定の締結及び実施 

・先端領域社会人教育院、知識科学研究科及び情報科学研究科が実施する「実践的コミュニケ

ーション能力を持つグローバル科学技術人材育成プログラム開発」による、国際的な英語環境

における交渉力を備えた人材の育成計画の実施 

・教員評価における海外での実績評価 

世界に通用する人材の育成や世界をリードする研究を目指すため、教員評価においても、海

外での研究実績を評価している。具体的には、採用（又は昇任）時に、教員選考過程において

提出を求めている教育研究業績書に記載することにより、採用（又は昇任に係る）選考の際の

評価材料の一つとなっている。また採用後は、教員業績データベースに各教員が自己の業績を

入力することとなっており、昇給やボーナスの評価材料の一つとして処遇に反映している。こ

のほか、一定の要件を満たした教員に対して教育や管理運営の業務を免除し、国内外において

研究に専念できるサバティカル制度も実施している。（当該若手研究者もこの制度を利用して

いる。） 

 今後も大学のさらなる国際化に伴い、本プロジェクトのような海外派遣を推進する方針を堅

持し、評価していく。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①：    准教授    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

【平成 22 年度】 

 英国ランカスター大学、ロンドン大学ＵＣＬ、ケンブリッジ大学を短期間訪問したのち、

2 月—3 月はランカスター大学において客員研究員として在籍した。ランカスター大学サイエ

ンススタディーズセンターは、科学技術やイノベーション研究において優れた社会科学系の

研究者が多数在籍してセンターを形作っている。セミナーや各種インベントに参加し、社会

学、人類学、医療社会学、ＳＴＳ、ナレッジマネジメントなどの研究者と議論・意見交換を

おこなった。とりわけ、若手研究者の受入教員のＬ．サッチマン教授とは、文化人類学の手

法と企業におけるイノベーションとの接合について議論を重ねた。彼女の主導する学際的な

ＳＴＳ関連セミナーで口頭発表もおこなった。ビジネススクールでは、研究者たちに招かれ

るかたちで、若手研究者がフィールドワークをおこなった医療現場における組織やテクノロ

ジーの事例を素材にディスカッションをおこなった。 

 

【平成 23 年度】 

 4 月よりロンドン大学ＵＣＬ人類学部に客員研究員として在籍した。ＵＣＬのみならず、

近隣の諸大学（ＳＯＡＳ、ＬＳＥ）のセミナーなどに積極的に参加し、広く研究動向把握の

ための情報収集や、人的ネットワークの構築に努めた。 

 医療情報・医療技術をめぐるエスノグラフィー研究についてＵＣＬやＳＯＡＳ日本研究セ

ンターにて発表、意見交換をおこなった。さらに、ＵＣＬの研究者らとともにリサーチグル

ープ（ＲＲＧ）の立ち上げにも参画し、発表も行っている。 

 その他、ＵＣＬおよびロンドン近郊の研究者・実務者らを対象としたインタビュー調査も

実施した。対象の研究者・実務者は、企業でのリサーチ経験をもつ大学人類学部の人類学者、

大学ビジネススクールで教鞭をとる人類学者、ケンブリッジの企業研究所の研究者、日本の

ＩＴベンダー企業の欧州研究所、ロンドンベースで人類学のバックグラウンドを持つコンサ

ルタントなど多岐にわたる。日本に一時帰国した際には、企業所属の研究者や実務者への面

談もおこなった。 

 更に、海外派遣の成果の一部を活かすかたちで、日本文化人類学会主催のシンポジウムに

て産業・ビジネスと人類学との架橋をめぐって講演をおこなった。 

 上記の活動については適宜、担当研究者に報告され、助言を仰ぎつつ進められた。 

 

【平成 24 年度】 

 英国では、引き続きロンドン大学ＵＣＬにおいて、客員研究員として研究を推進した。英

国の大学事情・研究状況について情報を得、ネットワークの拡大に努めた。 

 3 月には、米国カリフォルニア州において、企業研究所であるパロアルト研究所（ＰＡＲ

Ｃ）に客員研究員として滞在し、調査・研究に従事した。受け入れ先のパロアルト研究所は、

研究所（研究機関）であると同時に、コンサルティング等のサービスを提供する企業組織で

もある。1980 年代頃から文化人類学的手法（エスノグラフィー）を工業デザインに用いるな

ど、先進的な事業に着手したパロアルト研究所で、どのような歴史的経緯でテクノロジー・
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産業が文化人類学的手法とコンバージェンスするに至ったか、また現状としてどのようなサ

ービスを提供しているかという視点から調査を行った。同時に、米国における技術開発や産

業と文化人類学との繋がりを、具体的な事業化の事例を通して把握した。 

 その成果の一端は、大阪、ハミルトン（ニュージーランド）、ブカレスト（ルーマニア）

ワルシャワ（ポーランド）などの国際会議や学会などで発表された。 

 さらに、エスノグラフィーの応用可能性を探る実践の 1 つとして、日本企業の社員らと共

に、プノンペン（カンボジア）にてＢＯＰビジネスにエスノグラフィックな調査がいかに活

用しうるかという観点で予備的調査をおこなった。 

 

（具体的な成果） 

【平成 22 年度】 

 2 月—3 月に滞在したランカスター大学のみならず、短期ではあるが訪問したＵＣＬやケン

ブリッジの研究者とも研究者のネットワーク、学術的協働関係構築のための下地の一端を形

作ることができた。 

 ランカスター大学では、ビジネススクールや、社会学、文化人類学、ＳＴＳ（科学技術社

会論）などの関係が、ヴァーチャルで横断的なセンターを形成するかたちで組織されており、

密であること、そのことで幅のある学術的雰囲気が形成されていることが看取された。その

ことで、日本における科学技術と産業のイノベーション研究と文化人類学との学術的架橋を

考えるための示唆の一端を得た。 

 

【平成 23 年度】 

 ＵＣＬ人類学部はテクノロジー、デザイン、イノベーションをめぐる人類学の諸プロジェ

クトなど、先進的な研究がなされている。学部長をはじめとしたスタッフは、コンベンショ

ナルな人類学のみならず、新しいテクノロジーを含む物質文化、デジタルエスノグラフィー

などに対する造詣が深い。デジタル人類学（Digital Anthropology）プログラムという、先

駆的な大学院教育コースも 2009 年から設けられている。  

 ＵＣＬをはじめとするロンドン近郊の大学の理論動向・学術的雰囲気を摂取すると同時

に、みずからの研究成果の発信もおこなうというふうに、双方向の研究活動が実施できた。

 日本の現状とは異なり、(ⅰ)英国の人類学における、人類学と産業界・実務界とを繋ごう

とする試み、（ⅱ）英国のビジネススクールにおける人類学的手法の取り込み、という点に

おいて、日本の人類学教育、および、日本のマネジメント教育への将来的な示唆が得られた

ことが成果の１つである。例えば、(ⅰ)人類学部において、精密機械メーカーやマーケティ

ング会社所属の人類学者を囲むセミナー（例として Anthropology in the Professional World 

Seminar Series）など、人類学部院生向けに、産業界・実務界での将来的な活躍を促すよう

な仕掛けを作ろうという試みが実施されている。英国人類学会（ＡＳＡ）の応用人類学部門

においても、人類学をいかに実務界で活かすかに関する若手のイベントが実施されていた。

さらに、例えば企業での実務経験（リサーチ会社、デザイン会社、テレビ局における実務経

験）を持つ人類学者が教員として大学人類学部へ戻っている例が散見された。大学所属の研

究者のみならず、学問と実務とを架橋する人材を輩出しようとする動向（学問と実務との垣

根が日本よりも低い状況）が看取されたわけであるが、これは現在の日本ではいまだ見られ

ないものであり、将来的な日本の人類学教育・人材育成へのヒントを含むものである。更に、
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（ⅱ）主流とは言えないにせよ、英国のあるビジネススクールにおいて、消費者調査手法と

してのエスノグラフィー（文化人類学的手法）や、消費者を取り巻く文化的・歴史的・社会

的コンテクストについての議論が、文化人類学者によって授業として教えられている事例も

あった（授業“Customer Insights” 担当教員へのインタビューによる）。更なる調査・検

討が必要であるが、こうした動向を、具体的な諸事例を通じて把握し得たことは、科学技術

・産業と文化人類学（実務と学）との架橋を考えるため示唆となる。さらに、そうした実務

経験を有する研究者たちと今後に繋がるネットワークを構築し得た。 

 

【平成 24 年度】 

 平成 24 年度も引き続きＵＣＬにおいて研究を推進するとともに、いくつかの国際学会で

その成果の一端を発表した。同時に、欧州の複数の大学とのネットワークの拡大し、大学事

情・研究状況についての情報を得ることができた。米国パロアルト研究所のエスノグラフィ

ーサービス部門は、エスノグラフィー（文化人類学的調査手法）をビジネスサービスとして

展開しており、エスノグラファーたちを擁している。クライアントは大手電話会社や鉄道会

社、病院、地方自治体など多岐にわたる。同時に、それらエスノグラファーたちは、成果を

学問的成果として学会等で発表するなどしている。若手研究者は、チームミーティングなど

に参加し、スタッフと密なコミュニケーションをとりながら、企業や公的機関（病院など）

におけるエスノグラフィーの事業化（製品・商品開発におけるデザイン、職場環境の改善・

適化、社員トレーニングのためのエスノグラフィーの活用など）について、ファーストハ

ンドの知見を得た。さらに、若手研究者の調査・研究内容の一部をパロアルト研究所のエス

ノグラフィー部門スタッフへ提供し、議論を重ねることによって、双方がその知見を高め合

うような関係を築くことができた。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

英国・ランカスター、ランカスター大学・

社会学部・サイエンススタディーズセンタ

ー、L. サッチマン 

25 日 14 日

 

1 日 40 日

英国・ロンドン、ロンドン大学 UCL・人類

学部 S.キューシュラー 8 日 262 日

 

57 日 327 日

米国・カリフォルニア州、パロアルト研究

所（ＰＡＲＣ）、P. クック 0 日 0 日

 

22 日 22 日

英国・ケンブリッジ大学 

4 日 3 日

 

0 日 7 日

英国・オックスフォード大学  

0 日 0 日

 

2 日 2 日

ニュージーランド・ワイカト大学 

0 日 0 日

 

12 日 12 日

ルーマニア・ブカレスト大学 

0 日 0 日

 

4 日 4 日

カンボジア・アジアンビジネスパートナー

コーポレーション等 0 日 0 日

 

6 日 6 日
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

【１】科学技術と産業におけるイノベーション研究と文化人類学の学術的架橋 

文化人類学及びエスノグラフィーを広く研究開発や産業・ビジネスに活かそうとする動きが産

業界で生まれつつあるが、申請者らは科学技術分野やサービス産業分野における現状把握、課

題発見あるいは創造性やイノベーションの起こるプロセスの解明に、文化人類学的アプローチ

が応用可能であるという見通しの下、従来のイノベーション研究に文化人類学的アプローチを

架橋することを共同研究課題とした。 

【２】欧米の先進的研究動向把握・企業および企業研究所を対象とした動向調査 

企業研究所（パロアルト研究所）に若手研究者を派遣し、欧米での研究動向の把握や日米欧の

国際比較の視点から理論・実践を精査し、日本企業に資する議論の枠組み構築を目指す。 

【３】若手研究者の学問的研鑽 

中長期に渡り、萌芽的・先進的課題に立ち向かう人材育成（若手の学問的研鑽・国際経験）が

達成されることを目標とする。 

（２）成果の概要 

 これまで記載してきたように、上記の【１】【２】【３】ともに、十分に達成し得たと評価

しうる。 

 人文・社会科学系（とりわけ文化人類学）では、理工系若手研究者のように派遣先のラボに

入って当該ラボの研究課題（実験等）に従事するような形態を取らないこと、また、そもそも

共著の習慣がほとんどないこと、フィールド調査に長期の時間を要することなどから、派遣相

手方との直接の共著論文というかたちには必ずしもなってはいない。しかし、口頭発表や意見

交換などを通じて得られた知見は、今後産出される論文や、更に継続される共同研究、組織間

の連携などに直接的・間接的に反映されていくことが予想される。その萌芽は、「１．若手研

究者の人材育成についての成果の達成状況」や「２．国際共同研究課題の到達目標及び期待さ

れる成果の達成状況」に記載したような、いくつかの連携やネットワーク拡大の試みにも表れ

ている。若手研究者が執筆した共著所収論文には、文化人類学と産業・ビジネスとの架橋（実

務における改善や 適化、イノベーションに資する文化人類学という視点）への展望が、本プ

ロジェクトの調査研究経験を通じて織り込まれ、また、執筆中の、Sprigner 社から 2014 年度

に出版予定の共著の所収論文や、本学知識科学研究科の今年度出版予定の教科書などにも、表

れている。 

 さらに、若手研究者は過去 5 年以上、医師や医療情報の専門家らとの共同研究において、病

院におけるＥＭＲ（電子カルテ、電子クリニカルパスをはじめとする医療情報）や医療従事者

の実践についてのエスノグラフィー研究にもたずさわっているが、ＵＣＬの医療人類学者・医

療社会学者ら、パロアルト研究所の病院での調査を行っている研究者、また、ロンドンをベー

スとしてヘルスケア分野でエスノグラフィー的なコンサルティングをおこなっている企業の

実務者らとのやりとりが、若手研究者の論文や発表に活かされている。（資料４参照）   

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

5 1 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  

・査 読 がある場 合 、印 刷 済 及 び採 録 決 定 済 のものに限 って記 載 して下 さい。査 読 中 ・投 稿 中 のものは除 きます。 

・さらに数 がある場 合 は、欄 を追 加 して下 さい。 

・若 手 派 遣 研 究 者 が著 者 （又 は共 著 者 ）となっている場 合 、当 該 の著 者 名 に下 線 を付 してください。 

・共 同 研 究 の相 手 側 となる海 外 の研 究 機 関 の研 究 者 との共 著 論 文 等 には、文 頭 の番 号 に○印 を付 して下 さい。 

１ 「別様でもありえた学、別様でもありうる学──作動中の人類学をめぐる試論」,
伊藤泰信,（風間計博・ 中野麻衣子・山口裕子・吉田匡興編）『共在の論理と倫理
──家族・民・まなざしの人類学』 はる書房, 査読無, pp. 377-398、2013. 

２ 「省察的実践を促すチーム医療の形成に向けて」,山口宏美・伊藤泰信,『知識共
創』（知識共創フォーラム）3，Ⅲ－2，査読有, 全 9 頁, 2013. 

３ 「看護における「『明示化されない情報』の共有のプロセス」，長田春香・土本千
春・伊藤泰信・西谷優子・市川智子・橋野明子・松井朋世・中野まどか・鈴見由
紀,『第 43 回（平成 24 年度）日本看護学会論文集 看護総合』，pp. 19-22, 査読
有, 2013. 

４ 「維持期心リハ継続のための「患者の知」の理解――疾患の可視化と患者の省察
を中心に」, 山口宏美・伊藤泰信・勝木達夫,『心臓リハビリテーション』（日本
心臓リハビリテーション学会）17(2)，pp. 271-278，査読有, 2012. 

５ Knowledge Management in a Volunteer Community at the Time of Disaster，
Kazunori Mizushima, Taro Sugihara, Yasuo Ikawa，2012 Proceedings of PICMET 
'12: Technology Management for Emerging Technologies，2274-2282，査読有,
2012/08/01 

６ New Source of Global Governance Supported by Technology: Comparative Analysis 
of the Adoption Process of the “Sectoral Approach”in the Global Iron and 
Steel Industry and Cement Industry ， Kiyoyuki Honda, Yasuo Ikawa ， 2012 
Proceedings of PICMET '12: Technology Management for Emerging Technologies，
1433-1439, 査読有, 2012/08/01 

７ Adverse Factors of Knowledge Integration in a Product Development 
Organization after M&A: A Case Study of a Precision Device Manufacturer，
Nobuhiro Horie, Yasuo Ikawa， 2012 Proceedings of PICMET '12: Technology 
Management for Emerging Technologies，2570-2576，査読有, 2012/08/01 

８ R & D Management Based on the Relationship between the Achievement of R&D 
and Commercialization，Yuji Hirabayashi, Yasuo Ikawa, Sigeru Aoki, Kunihiko 
Hiraishi, Tarou Sugihara, Shunsei Sai, Naoshi Uchihira, Tetsuro Chino, 
Kentarou Torii，2012 Proceedings of PICMET '12: Technology Management for 
Emerging Technologies，3404-3409，査読有, 2012/07/30 

９ Gaps between Assistive Technologies and Dementia Care，Taro Sugihara, Tsutomu 
Fujinami, Robert Phaal, Yasuo Ikawa ， 2012 Proceedings of PICMET '12: 
Technology Management for Emerging Technologies ， 3067-3072 ， 査 読 有 ,
2012/07/31 

10 Tacit Knowledge Transfer through Co-activation: A Case Study of Design and 
Support by an Electronics Manufacturing Service Firm，Yoshihisa Segawa, Yasuo 
Ikawa，2012 Proceedings of PICMET '12: Technology Management for Emerging 
Technologies，412-418，査読有, 2012/07/31 

11 Sourcing Intelligence: The Third Intelligence for Corporate Strategy in the 
Horizontal Specialization Era，Keisuke Inoue, Yasuo Ikawa，2012 Proceedings 
of PICMET '12: Technology Management for Emerging Technologies，139-146，
査読有, 2012/08/01 
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12 Knowledge Transfer in R&D Project Management: Application to 
Business-academia Collaboration Project，Naoshi Uchihira, Yuji Hirabayashi, 
Taro Sugihara, Kunihiko Hiraishi, Yasuo Ikawa，2012 Proceedings of PICMET 
'12: Technology Management for Emerging Technologies，3473-3480，査読有,
2012/07/31 

13 「人類学を／で豊かにすること──他領域との関係から人類学の拡張可能性を考
える」, 伊藤泰信,（伊藤泰信・亀井伸孝・春日匠・飯嶋秀治・針塚瑞樹・後藤晴
子「人類学を／で豊かにすること」）『九州人類学会報』第 38 号, pp. 85-88, 査
読有, 2011. 

14 Knowledge Integration in a Product Development Organization Accompanied by 
M&A: A Case Study of a Precision Device Manufacturer，Nobuhiro Horie, Yasuo 
Ikawa ， Proceedings of Portland International Center for Management and 
Technology (PICMET) 2011，CD-ROM，pp.1807-1814, 3 August 2011，1807-1814，
査読有, 2011/08/03 

15 A Structure of Co-creation in an Open Source Software Ecosystem: A Case Study 
of the Eclipse Community，Kazunori Mizushima, Yasuo Ikawa，Proceedings of 
Portland International Center for Management and Technology (PICMET) 2011，
CD-ROM，pp.1629-1636, 1 August 2011，1629-1636，査読有, 2011/08/01  

 

 

②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 
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・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。

１ 「『呼びかけ』と『応答』──他領域との関係から考える」, 伊藤泰信,分科会「応
答の人類学──その初志と課題」日本文化人類学会第 47 回研究大会，口頭発表，
於 慶應義塾大学, 査読有,  2013 年 6 月 9 日 

２ Anthropology of Business Anthropology: Investigating ethnographic methods 
used in the context of business in Japan., ITO, Yasunobu, Researching Japan 
in Social Sciences and Humanities, 25 April, 2013, 査読有, 口頭発表，Cardinal 
Stefan Wyszynski University in Warsaw. 

３ 「省察的実践を促すチーム医療の形成に向けて」, 山口宏美・伊藤泰信,第 3 回知
識共創フォーラム，口頭発表，於 北陸先端科学技術大学院大学東京サテライト、
査読有,  2013 年 3 月 3 日 

４ Applications of Ethnography in Japanese Business: observations on the 
relationship between anthropology and the outside., ITO, Yasunobu, 
International Symposium on Japanese Studies,“The Quest For Modernity in 
Japan,”  3 March 2013,口 頭 発 表 ， 査 読 有 , Center for Japanese Studies, 
University of Bucharest. 

５ 「看護における明示化されない情報の共有のされ方」, 長田春香・鈴見由紀・土
本千春・西谷優子・市川智子・橋野明子・松井朋世・中野まどか・伊藤泰信, 第
43 回日本看護学会-看護総合-学術集会，口頭発表，於 静岡県コンベンションアー
ツセンター, 査読有,  2012 年 8 月 24 日. 
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６ 「Does ethnography mean business (in Japan)?──産業系エスノグラフィを考
える」,伊藤泰信, STS Workshop 2012 @ Osaka University, Hayama STS Boot Camp 
特別企画／科学技術の民族誌研究会 共催 Exploring Ethnography in Science & 
Technology Studies～ エスノグラフィーを考える ～、口頭発表，於 大阪大学、
大阪大学会館、査読無,2012 年 5 月 25 日. 

７ Does Ethnography Mean Business in Japan?: The appropriation of the 
anthropological method in the industrial realm，ITO, Yasunobu, Contemporary 
Ethnography Across the Disciplines Hui, University of Waikato, 21 November 
2012，口頭発表，査読有,  University of Waikato. 

８ 「外来心臓リハビリテーションにおける多職 種協働のためのカンファランスの
実践」, 山口宏美・酒井有紀・漆原真姫・勝木達夫・佐藤俊一・八重樫貴紀・宇
野友紀・佐分稲子・伊藤泰信, 第 10 回医療マネジメント学会石川支部学術集会、
於 七尾美術館アートホール,口頭発表，査読有, 2012 年 10 月 20 日 

９ 「文化人類学者が医療現場をつぶさに観察する」, 伊藤泰信, 第 3 回 J-BEANS セ
ミナー，於 北陸先端科学技術大学院大学 ラーニング・コモンズ J-BEANS, 口頭
発表，査読無, 2012 年 7 月 25 日 

10 「研究パフォーマンスを向上させるラボラトリー=スタディーズの可能性」, 伊藤
泰信, 科学技術政策研究所所内講演会, 於 新霞が関ビル LB 階, 口頭発表，査読
無(招待講演), 2012 年 7 月 23 日 

11 Covert Contested Creativity: an anthropological approach to disharmonious 
situations at the medical workplace., ITO, Yasunobu, JRC Seminar, SOAS, 口
頭発表，査読無, 1 Feb 2012. 

12 Ingenuity Sub Rosa: Medical information, technology and work practice in a 
Japanese hospital, ITO, Yasunobu, Medical Anthropology seminar, Department 
of Anthropology, University College London,口頭発表，査読無, 19 Jan 2012.

13 「産業・ビジネスと人類学──いかに関わるのか／貢献しうるのか」, 伊藤泰信,
日本文化人類学会主催 一般公開シンポジウム「人類学の社会的貢献──ビジネ
ス、災害、地域連携」，於 静岡県立大学, 口頭発表，査読無(招待講演) , 2011
年 11 月 26 日 

14 「心臓リハビリテーション継続のための『患者の知』把握の試み――疾患の可視
化、患者による省察、患者・医療者関係」, 山口宏美・伊藤泰信, 第 14 回知識科
学シンポジウム,於 学術総合センター, ポスター発表, 査読有,  2011 年 11 月
13 日 

15 System without human, society without centre: an anthropological use of 
Luhmann's systems theory., ITO, Yasunobu, RRG Organizing Logic(s), 
Department of Anthropology, University College London, 査読無, 口頭発表，
17 October 2011. 

16 「『患者の知』の理解が維持期心臓リハビリの継続を促進する」，山口宏美・伊藤
泰信・佐藤俊一・池田拓史・酒井有紀・松田健太郎・北野鉄平・勝木達夫, 第 17
回日本心臓リハビリテーション学会学術集会  パネルディスカッション５「維持
期・在宅の心臓リハビリをどう実践するか」，於 大阪国際会議場, 口頭発表，査
読有, 2011 年 7 月 16 日 

17 Prohibited ingenuity at the workplace: An ethnographic study of medical 
information and nurses' practice in Japan., ITO, Yasunobu,  STS Mixtures 
seminar, FASS, Centre for Science Studies, Lancaster University, 口頭発表，
査読無, 10 March 2011. 

18 「看護師の明示化されない情報の共有のされ方」, 長田春香・西谷優子・市川智
子・橋野明子・松井朋世・中野まとか・鈴見由紀・土本千春・伊藤泰信, 第 42 回
看護研究発表会, 金沢大学附属病院, 口頭発表，査読無,2010 年 11 月 13 日  

 


