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パネルディスカッション「人文学・社会科学研究振興に向けた制度設計・活用のこれから」

発言録 

モデレーター：立本 成文 

パネリスト：大久保 規子（大阪大学大学院法学研究科 教授） 

             多湖  淳 （神戸大学大学院法学研究科 教授） 

             水島  司 （東京大学大学院人文社会系研究科 教授） 

             大竹  文雄（科学技術・学術審議会学術分科会臨時委員/ 

大阪大学社会経済研究所 教授） 

             吉澤  剛 （大阪大学大学院医学系研究科 准教授） 

 

【司会】  それでは、パネルディスカッションを開始いたします。モデレーターは、日

本学術振興会「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」事業委員会、立本

成文委員長にお願いさせていただきます。 

【立本】  それでは、パネルディスカッションに入りたいと思いますが、事前に参加者

からたくさんの質問をいただいておりますので、適宜取り上げていきます。 

 まずは、「グローバル展開プログラムの研究テーマ設定型はどのようなプロセスで設定、

指名が行われているのでしょうか」という質問です。 

 課題設定に関しましては、事業委員会の委員と、ほかの研究者コミュニティー等から提

案をいただき、それを課題案としまして、事業委員会の合議によって決めます。その合議

によって決めた課題に基づいて、研究テーマを設定するか、あるいは公募にするかという

ことについても事業委員会で決めております。 

 できるだけたくさんのコミュニティーから聞いた上で、事業委員会で決定するという、

トップダウンの形をとっております。 

 それから、大竹さんに対し、「いわゆるタコつぼ研究者への戒め的なメッセージをいただ

いたが、私学のように研究費を学生からの授業料によって賄っている場合でも若手学生へ

の裾野の拡大が持続できていればそれはそれで構わないと思うか」との質問です。私学な

ら説明責任はないのかということについてはいかがでしょうか。 

【大竹】  私学といえども公的資金が投入されていますし、研究に当たっては科学研究

費や、本事業のような課題設定型の研究費も使われますので、公的な研究費を使う場合に

は、本人に返るだけではなく、社会に成果が返るという説明は必要だと思います。 
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【立本】  次に、ＳＳＩの課題の選定はどのように行われるかという質問について堂目

先生よりお答え願います。 

【堂目】  立ち上げの時点では、非常に急いでつくりましたので、社会ソリューション

イニシアティブ設置準備室で「これは」と思われるような、既に個人でも連携しながら研

究されておられるような研究者を選びました。しかしながら、来年度中には公募をする予

定で、その公募の仕方は、テーマを決めて、これでチームをつくれる人はいませんかとい

う聞き方と、テーマを提案してもらって、チームをつくってくださいという２種類の公募

をする予定にしております。 

【立本】  それでは、パネルディスカッションに入ります。 

 本日の論点は大きく２つに分かれておりまして、まずは、人社事業に関して日本学術振

興会に期待することと振興施策のあり方、これに関連して、人文学・社会科学の共同研究

に必要なモノ・コトと国際共同研究に関することについてディスカッションいたします。

次に、日本における人文学・社会科学研究の推進方向、ここで本日のシンポジウムのタイ

トルであります「制度設計・活用のこれから」を取り上げます。 

 それでは、最初の人文学・社会科学の共同研究に必要なモノ・コトと、国際共同研究に

より得られたものについて、水島さん、大久保さん、多湖さんはいかがでしょうか。 

【大久保】  私自身は法学を専門としていますが、法律学というのは、基本的に法律や

判決というのがその国の言語で出てまいります。そのため今回、アジアを共同研究にした

場合には、インドネシア語でもインドネシアの中に１００語以上の言語があるということ

になりますと、なかなか共通理解というのを持つのが難しいということがあります。それ

は１つの大きな障壁でした。また、慣習法や宗教法等が果たす役割も大変大きく、それを

どう捉えるかということが大変でした。南米、アジア、欧米の国の人たちが集まって議論

すると、日本では当たり前と思っていたことが、他の国では違っており、あるいは欧米は

こうなのだと思っていた日本の常識が違うということがとてもあり、大変大きな刺激があ

るということが、国際共同研究を行った上で最も私がおもしろかったことです。 

 その中で、最初は大まかなことしかできなかったのですが、やはり各国が持っている問

題の共通性が出てきます。それを議論することによって非常に議論が活発化していきまし

たが、各国の問題がわからない際に、各国出身の留学生あるいは特任研究員が大変大きな

役割を果たしてくれ、そうした人たちが、逆に出身国からいろいろなもので招待される、

あるいはお声がかかるといった形でネットワークが着々と広がっていったことも大変おも
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しろいことでございました。さらに、本研究は研究者だけではなくて裁判官やＮＧＯとの

連携を重視したのですが、裁判官というのは、日本ではあまり国際会議に出てきてものを

述べるとか、社会の問題に口を挟むということが、行ってはいけないものだと思っている

節があります。しかし、国際的に見ますと、そちらのほうが少数で、裁判官が様々な協会

をつくり、社会的な課題に大きくコミットメントしていました。実際の紛争解決にどうい

うふうに取り組んでいくのかということの議論に参加し、多様な主体との連携ができたと

いうことが大変おもしろい点でした。また、先ほどの成果報告で述べましたコミュニケー

ション論や科学技術社会論等の、わたくしの専門とは異なる面から同じ問題を見ることが

できたということも含めて、大変おもしろかった点だと思います。 

【多湖】  国際共同研究により得られたものの１つ目が、僕らが日本の研究者とつき合

っていては思いもつかない視点のテーマをもらえる点です。２つ目が新しい方法です。例

えば最初、あるソフトウェアでテキスト分析をしていたのですが、多言語対応等、世界的

に見るとおそらく様々な部分で問題がありました。けれども、国際共同研究を行うことで、

例えばイギリスのあるグループが作っている新しいソフトウェアがある等様々な情報を得

ることができ、国際的に定評のある分析方法の当たりをつけるスピードが圧倒的に速くな

りました。そして、３つ目が、日本でも英語で論文を出すということが相当重要になって

きたところで、国際的な共同研究をしていることにより、より広い知的マーケットにイン

プットするチャンスが、何度も訪れました。その意味で、やはり国際共同研究というのを

支援していただく必要はあるのかなと思います。 

【水島】  議論をきちんと行いデータを蓄積し、それをプラットフォームにしていく、

また、研究手法上の共通なものをつくっていくことが、先導的と言われる場合にはかなり

時間がかかる作業なのですが、このことについては、相当できてきていると思います。 

 ところが、例えば私がオランダの社会研究所に呼ばれたときのテーマはビッグデータ・

ビッグクエスチョンでして、つまりデータを過去数百年にわたって積み上げて、それを社

会科学として、あるいは人文科学として、ビッグクエスチョンとして世の中に出していく

という、そういう力が非常に必要とされているわけです。アジアの場合にはまだそこまで

いっておらず、ある意味では苦労するのですけれども、むしろ、例えばビッグデータは、

現在、大量に集まりつつありますが、ビッグデータ・スモールクエスチョンになってしま

います。つまり先ほど異分野の方々が共同しなければならないという発言がありましたが、

これは単に自然科学系との共同だけではなくて、例えば情報学の人がこの様に良いシステ
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ムをつくったと言いますが、私も含めて歴史学の人は誰一人使う例がありません。それは、

歴史学の課題としているシステム設計と、情報学がよいとするシステム設計にかなり差が

あるためです。そのため、そういう共通の基盤をきっちり議論していくという場を具体的

につくらなければ、データは着々と蓄積はされますが、いつまでたってもビッグクエスチ

ョンがないために、結局、欧米の研究者に、ビッグデータだけ使われてしまって、良い成

果を出されてしまうということが非常にあり得ると思います。 

【立本】  大変よくわかりますが、ビッグクエスチョンの、そのビッグというのは何の

ことでしょうか。それが根本から考え直すラディカルクエスチョンであれば、人文学者も

研究できますが、ビッグデータ・ビッグクエスチョンだけであればビッグ・ビッグで、み

な自然科学において研究されてしまうというところがありますがいかがでしょうか。 

【水島】  現在、情報が大量に飛び交っており、しかも蓄積されてくる中で、人文学・

社会科学系の研究者が、今、我々は２１世紀に向けてこういうことを研究しなければなら

ないのだという、ある意味でレボリューショナルな課題設定を積極的に出していくという

意味でのビッグクエスチョンだと思います。 

【立本】  よくわかりました。 

【多湖】  その点でいいますと、課題設定をいただいて、むしろビッグクエスチョンに

気づくというよい副作用があったと思います。例えば、今回、科研費基盤研究Ａでいただ

いた研究費で、インビジブル・クライシスといって見えない危機を見える化するという研

究をしています。つまり、今まで危機研究は、事件が起きたものを後追いして事件をコー

ディングしデータ化するという手法が一般的です。そうではなく、見えない危機、リスク

というようなものをテキスト分析で実施できるのかといった問いは、おそらく、課題設定

をいただいていないと気づかなかったと思っています。 

【立本】  ありがとうございました。それでは、参加者から、ＳＳＩの共同研究に関し

て質問が来ていますので、お伺いします。「共同利用・共同研究拠点申請を検討しています

か」と、「ＰＩやプロジェクトの選定方法について教えてください」との質問です。堂目さ

ん、お願いします。 

【堂目】  今のところ、すぐ共同利用・共同研究拠点にするというわけではありません。

選定方法については、公募をし、ＳＳＩの運営会議をつくり、あわせて全学の中から人文・

社会科学系、理工系、医歯薬系の研究科長も入った運営協議会をつくり、そこで選定する

予定にしております。 
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【立本】  次のトピックですが、本人社事業も若手研究者の育成ということを重点的に

行っておりますが、パネリストからその点をお聞きする前に、質問票のほうから、「教員職

を探しているが、教育職としての将来をイメージしづらい」というコメントについて伺い

ます。これは若手研究者に何を期待するのか、どの様に育成するのかということでござい

ますので、吉澤さんはいかが考えますか。 

【吉澤】  私も教員職はイメージしづらいです。特に将来においては、大学というあり

方が変わる中で、教員職が今までのように教壇に立って教育していればよいかというと、

そうではないだろうと思います。ＭＯＯＣｓもある時代で、学生がわざわざ選んで大学に

通うということは、それを引き受ける教員としては、もう少し幅広い視野で教育・研究、

社会貢献を一体化した形で考えないといけないとは思っています。 

 私はプロジェクトを通して留意していることは、できるだけ異分野の若い研究者を探し、

プロジェクトに間接的に誘うことです。なかなかプロジェクトの人件費として出すことが

できないので、交通費や謝金という形で、引き入れていきます。 

 それだけですと、おそらく、異分野融合のような形になりますが、それだけではなくて、

彼、彼女らと社会的課題がありそうな現場に出かけて、そこで気づきを得たり、刺激をう

けてもらう。単なるエクスカーションを超えた形での気づきというのが得られる。そのた

め、離島に連れていったり、島根県の山奥に連れていったりすると、私自身やプロジェク

トにとっても刺激になりますし、若手にとっても今までとは全く違った体験ができますの

で、そのような場所で漁師や旅館経営者等の地元の方々と膝突き合わせて話せる程の能力

を涵養できる存在が、これからの教員職に求められるのかなと思います。 

【大竹】  ただ今のご意見はもっともで、１８歳人口が減るわけですから、学生数は少

なくなるので、今までどおりの大学教員の数が維持できると考えるほうが難しく、不自然

です。したがって、そういう意味では、今日の議論にもなっていますように、研究という

のは、研究者本人が思っているよりもはるかに社会の役に立つということがあります。そ

の点にきちんと本人も気づいて、若手だけに任すわけではないですが、大学の組織的にも

研究者のキャリアが社会で生かせるということを社会的な共通認識にすると。そうすると、

活躍の場も広がるとは思います。したがって、現在のシニアの研究者のイメージだけで将

来展望されると、それは将来がないと思われるのは当然だと思います。社会にどの様に貢

献できるかという視点を人文学・社会科学系の研究者全員が持つべきだと思います。 

【多湖】  若手研究者を育てるというのは何か目的化するものではなくて、おそらく、
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僕らがこれだけ楽しいよというのを見せてあげればおのずから生まれると思います。その

意味で、例えば１年次演習というのを神戸大学の法学部で行うのですが、本来であれば学

生２０人にＲＡは１人しかつかないはずですが、私の研究費からお金を出し、２年生や３

年生からＲＡを５人、６人出し、１年生に方法論を教えたり、もしくは、どのように社会

科学のパズルをつくるか等ということを教えると、例えば２年後、３年後には、同じよう

な問題意識を持ち、解決しようというようなグループができます。そうすると、大学院に

行ってみようという流れになります。実際、大学院生がそこから生まれてくるというのを

見ています。それ以降、おそらく大学院に入ってからは、例えばポスターセッションや、

もしくは水島先生のおっしゃった、若いときから学会で発表させるというようなことを実

体験させることで着実に伸びていきます。我々が研究者の環境が悪くなっているというこ

とを過度に宣伝しなければ、十分、来てくれるのではないかと個人的には思います。 

【立本】  それでは次に、人社事業に対して日本学術振興会に期待すること、振興政策

のあり方について、主に研究体制、研究基盤の整備・充実という観点から議論いたします。 

 人社事業に対して日本学術振興会に期待するということで「課題を設定する意義は認め

るけれども、なじまない分野はどうするのか」や「弱体化している分野の調査が必要では

ないか」との質問がありますが、いかがでしょうか。要するにトップダウンで課題設定を

すると弱体化している学問はいつまでたっても弱体化しているのではないか、なぜ取り上

げないのかと。 

【大竹】  日本学術振興会の研究費というのは科研費中心ですから、基本的にはそこで

ボトムアップ型の研究申請というのは十分になされていると思います。先ほども申し上げ

たのですが、理系の研究資金はＪＳＴや、ほかにも様々たくさんあり、トップダウン型の

ものがそもそも多いわけです。そのため、出口志向の研究が非常に多く、日本学術振興会

のボトムアップ型の研究者独自の発想で行う研究の資金が組み合わせとしてあるというこ

とです。しかし、人文・社会系はボトムアップ型だけでした。逆にそれが社会に研究成果

が見えにくい原因だったと思います。個々人は様々なよい研究をしていても、全体として

一体どの様な研究成果が社会の役に立つのかと問われた際に、やはりアピールしにくかっ

た。したがって、トップダウン型の課題設定型をつくったからといってボトムアップ型を

否定するものではなくて補完的なものであり、より社会にアピールしていけるというポジ

ティブな側面が大きいと私は思っています。 

【多湖】  むしろ課題があって非常によかったというケースをお話しすると、実は私、
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この研究費をいただく前後に、有志連合という、前の博士論文のテーマで多数の論文を書

いてしまい、実は「研究テーマ・ロス」の状態でした。課題設定の公募があり、かつ、共

同研究の仲間がいて、public diplomacyの科学研究はどこかでやらなければいけないとい

う思いがあり、それらがうまく重なり合って新しい研究に踏み出せました。ある程度の幅

のある適切な課題設定をいただければ、おそらく「ここにこのようによい研究費がある」

といって、応募するのではないかと思います。 

 １つ、必要なモノ・コトについてコメントしますと、唯一、社会科学系の教員が必要な

ものは時間でしかないと思います。そのため、ぜひともバイアウト制度を全国に普及して

いただけないかと思います。つまり研究費を取った方は授業を免除されるというシステム

で、例えば神戸大学法学研究科にはあるのですが、そういうシステムが広がると、研究費

をいただいたけれど、授業も多数担当しているので研究が進まないというようなことが起

きず、研究費の無駄にならないと個人的には思っています。 

【立本】  大学における授業負担等は、特に私学は非常に問題になってきます。そうい

う中でどの様にやりくりするかということですが、時間というのは、一方では自分でつく

るものであるという見方もあるということだけを追加させていただきます。 

 研究体制・研究基盤の整備につきまして参加者から、「学問は本来、自由なものではない

か。学問の自由を守れないような人文ならやめてしまえ」とご意見があります。 

【大竹】  これは私が先程もきちんと話したつもりですが、学問の自由は当然です。そ

こを前提として、さらに人文・社会系の研究を推進する仕組みとして、国民が税金を使っ

てよいと思う枠組みをどうつくるかということだと思います。当然、学問の自由や研究者

の自発的な意思に基づく研究テーマというのは十分に支援された上で、課題設定型の研究

というのを進めると、それは、やはり研究成果が見えやすい。理系の人たちは当然それを

行っており、その中で、さらにうまく自分たちの興味とすり合わせながら研究費を獲得す

るということを当然のこととしてされています。それは人文・社会系においても、よいと

ころは取り入れていけばよいということです。そのため、課題設定型の研究だけにしろと

いうのは誰も思っていないと思います。 

【立本】  研究体制、研究基盤の整備・充実、あるいは日本学術振興会に期待すること

について、他にはいかがでしょうか。 

【吉澤】  人社事業について３点ほど期待することがあります。やはり課題というもの

が、社会的な課題ということであり、社会に対するインパクトが非常に強いものですので、
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課題や研究テーマが採択された場合には、プレスリリースや社会に対するコミュニケーシ

ョン等の情報発信を日本学術振興会としてもう少し取り組んでいただきたいと思います。

当然各プロジェクトで、ホームページ等で情報発信していると思いますが、やはりファン

ディング・エージェンシーとしての説明責任をもう少し果たしていただけるとよいと思い

ます。 

 それに加えて、先ほど、課題をどの様に決めているのかという話がありましたが、私、

平成26年度にいただいた研究費は「ミスコンダクトについての」という課題で、その研究

テーマが、責任ある研究・イノベーション（ＲＲＩ）です。今年度、新しく決まった課題

が「責任ある研究・イノベーションの概念」ということで、やや残念に思っています。そ

れは、私はミスコンダクトという課題で、研究テーマとして新しいＲＲＩというのを採択

いただいて研究しているにも関わらず、なぜ再びＲＲＩについて考える課題を設定するの

かというところです。トップダウンは結構ですが、プロジェクトで行っていることのフィ

ードバックを事業全体に反映させていただかないと、学問として進展していかないと思い

ます。その辺を日本学術振興会として考えていただきたいと思います。 

 それと関連し、今年度、責任ある研究・イノベーションという課題で採択されたプロジ

ェクトが２つあるのですが、片方のプロジェクトがもう片方のプロジェクトのリーダーと

連携したいがコンタクト先を知らないということで、私に個人的に問い合わせがありまし

た。私がそれらのプロジェクトを連携している状況になっているため、最低でも同じ課題

で採択された研究テーマというのは、同じ問題意識を持って研究活動をされているので、

よい形でシナジー等が生まれるように、ファンディング・エージェンシーとして設計いた

だければと思います。 

【大久保】  研究体制・研究基盤の整備ということでいいますと、国際共同研究を行お

うとすると、やはり非常にマネジメントの負担が重いと感じられる方が多いのではないか

と思いますし、私も実際に軽くはなかったという印象があります。しかし、大阪大学の法

学研究科では、リサーチ・アドミニストレーターを独自に雇ってくださいまして、管理・

マネジメントについて非常にサポートをしてもらいました。こういう方を継続的に確保で

きる仕組みを整備することはとても重要だと思います。 

【立本】  それでは、次に、「社会と言っているのは一体何か」と、「社会に応えるとい

うことの意味について」参加者から質問をもらっていますので、人文学・社会科学の社会

への貢献ということでディスカッションしたいと思います。大竹さん、「社会からの要請」
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というときの社会は何でしょうか。また「社会に応えることの意味について」ということ

についていかがですか。 

【大竹】  社会の意味にはいろいろあると思います。私が先程の話で申し上げたのは国

民のことです。我々は税金を払い、その税金から日本学術振興会の研究費も出ているわけ

ですので、その意見が最も抽象的な答えだと思いますが、もう少しいろいろな意味がある

と思います。今日の大久保さんの話でも、様々なステークホルダーがいたというところも

そうですし、それは研究テーマによっても違うと思いますが、その範囲は様々だと思いま

す。しかし、最も広い概念は、お金を提供してくれている納税者だと思います。日本国内

で考えたならばそうなのですが、グローバルなイシューですと世界全体の社会問題、それ

をよくするようにというのが、おそらく、さらに広い概念だと思いますし、大久保さんの

今日の話ですと、将来世代のことまで考えるというのもそうだと思います。 

【水島】  人文系の学問というのは、現在の社会に役に立たないことをするのが役に立

つという。つまり社会の役に立つということは、現在、社会がどこかの方向に行こうとし

ているとき、そこに一定程度の人間が「そのような動きでよいのですか」と言う。社会が

動こうという方向にブレーキをかけたり方向転換を迫るわけですので、そのときはその社

会の役に立たないのです。しかし、それは１０年先、２０年先、あるいは５０年先に大変

役に立つ可能性があるかもしれない。そういうことができるのは人文系と社会科学系しか

ないと思います。それこそが我々の役割であります。人文系が役に立たないと言われてい

るのではなくて、邪魔なのではないかなと思うのです。なぜ邪魔かというと、こちらの方

向にみなを引っ張ろうとしている際に、「いや、それは少しおかしいのではないですか」と

言うのが人文系だからです。そのため、「いやいや、今は役に立たないかもしれません」と、

それぐらいの答え方なのでは。何か日本人はテレビに１つ新しい機能がついた際、とても

役に立つと思っている。そのような問題と人文系は何の関係もないだろうと思っています。 

【大竹】  それが役に立つということだと思います。したがって、それは先程私が紹介

した大学批判の方と同じで、狭い意味で「役に立つ」ということを言い過ぎだということ

であり、社会の望ましい意思決定に役立つというのは立派なことだと思います。それはや

はり「役に立つ」研究をしているのだと思います。 

【立本】  ただ今の議論に少しコメントいたしますと、文系対理系ですね、文と理しか

ないという二分法の思考を持ちたがる研究者もいると思いますが、企業や日本の社会にこ

の二分法がまじり込んでいます。民間企業の例でいうと、文系ならばトップに行ける、理
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系ならば下の職階のままということが、最近はそれが逆転し、技術者でなければトップに

行けないというように、文系・理系で考えています。しかし、学問には、非常に様々な学

問があります。文系でも、人文学と社会科学の区別を「・」でしている。人文学の中にも

社会科学にさらに近いものがありますけれども、水島さんが言われたように、そのような

ものは現在では関係ないが、より根源的なものを研究することが役に立つという立場もあ

ります。皆さんも、バイナリな判断というか、二分法的な判断、よい悪い、よくなければ

悪いという判断ではなくて、詳しく見ていただきたいというのが今日の感想です。 

 次に、「人社研究の社会的インパクトをエビデンスやＩＲデータとして定量的・定性的に

可視化するにはどのような方法があるのか」という質問と、「人文・社会系研究が自然科学

研究に比べて成果や取り組みが見えにくい理由の１つとして、評価システムが、特に定量

的側面で自然科学などで整備もされておらず、ピアレビューに頼ることが多いことがある

と思いますが、本事業で人文・社会系の評価システムの構築は進んでいるのでしょうか」

というご質問がありました。これに関しましては、可視化という取り組みが重要です。た

とえば、研究成果の社会への貢献の可視化によって評価を得るということです。私の所属

する人間文化研究機構では人文系評価システムの確立に着手しております。大阪大学もさ

れていると思いますが、現在、研究成果の評価や様々なことが全て数量化された指標によ

る、いわば単線的、短絡的研究評価となっていることにどのように対処していくかという

ことです。そこで、データから真理が出てくるという、自然科学的な見方ではない人文系

的な人文系評価システムの確立ということを行っております。１つは書物による学術コミ

ュニケーションを図ることです。可視化をできるだけしていかなければならなく、書物に

よる発表こそ人文系の社会貢献であると捉えて、それをどのようにして指標にするかとい

うことを一方では行っていますが、その評価法は非常に難しい面もございます。現在行わ

れているビブリオメトリックス法における課題は一定の成果を上げていることは認めます

が、人文系ではそれに該当しない点がたくさんありまして、例えばビブリオメトリックス

法は論文単位で評価しますが、そうではなく、著書の評価がございます。また、日本語論

文を評価することが指標の一つになりますが、ビブリオメトリックス法の場合なぜ日本語

論文ならば評価が低いのか。グローバル化に対応するための英語論文なのかと。英語論文

にすることがグローバルなのですかという意見もございますが、そういう評価あるいは学

術誌のランキング評価というようなものが人文系では非常に難しくあります。そのため、

ビブリオメトリックスにおける評価の課題を洗い出すということを行っております。また、
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非ビブリオメトリックス手法の創出ということで、オントロジー・マッピングや人文系サ

イエンスマップ開発等と、先ほど申しました学術出版会との協力という形で評価システム

を構築しつつあり、おそらくこれはお尋ねの日本学術振興会等でもある程度は行っておら

れますが、組織として取組始めたのは人文機構でございます。 

【多湖】  先ほどＳＳＩのご発表の際に、英語と日本語で報告書を出されるとのことが

示唆されましたが、あまり効率的ではないと思います。神戸大学の社系の研究組織が２年

程前に設立し、僕もその組織のプロジェクトを持っているのですが、英語と日本語で、研

究内容を要約として定期的に出す作業が負担となっています。報告書をまとめるのではな

く、多くの読者がアクセスしてくれる研究ブログ等に研究概要を出すように促すほうが賢

いと思います。例えば、政治学者であればワシントン・ポストのMonkey Cageに論文の内容

を要約して出せるかどうかが、大変重要になってくると思います。私はタイトルまで変え

られてでも記事を掲載していただいたのですが、宣伝効果は抜群です。デューク大学に行

って話をした際に、「この前、書いていたね、Monkey Cageで」と言われるわけです。既に

外部にある評判の高い媒体や、ネットワークのハブになっているようなブログ等を利用し、

論文やアイデアを広めるというやり方をする必要があるのかなと思いました。 

【水島】  最初にＧＩＳを研究に取り入れた際に東京大学の工学部の先生と一緒に研究

を行ったのですが、年度の終わりに業績リストを出してもらいますと、３３０本ぐらいあ

り、数が多いと思いました。それはやはり、自然科学系と人文系では業績のカウントの仕

方が違うということがあります。 

 そのため、日本学術振興会にお願いしたいこととして、イギリス等では既に行われてい

ますが、データ・デポジットシステムというものをつくっていただきたい。例えば歴史学

で、若手は論文を書く際に、文献の翻訳や、１つの表の作成や、あるいは１つの地図の作

成等の業務を地道に何十年も取り組んで初めて一人前の歴史学者になるという、そういう

ことがあります。しかし、その前に評価されるシステムは１つもありません。そのため若

手は、例えばデータベースづくりを一生懸命やったとしても、サービス産業に属している

という形で、業績としては全く評価されない。私は、そういうのは国の機関でなければ決

してできないことだと思うので、そこに、例えばシリアル番号が全てに振ってあり、そこ

から引用される件数について、非常に可視化できると思います。論旨には反対ですが、デ

ータそのものについて人文系の研究者がきちんとオープンにした自由なものであるという

ことの評価システムは実はありません。そういうのをぜひつくっていただけると、若手の
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評価システムや、人文系の評価システムでも大きな力になるのではと考えます。１０年間

に１本しか本を書かない人と１年間に１０の本を出す人と、どちらが人文系で偉いかとい

うと、案外１０年間に１本の場合なのですよね。そういうこともあって、我々が本当に人

文・社会系の評価を可視化したいというのであれば、それに対応したシステムをつくらな

いといけないと私は思っています。 

【大久保】  全く異なる話ですが、日本学術振興会の事業の１つに子供たち用に科研費

の成果を説明する「ひらめき☆ときめきサイエンス」というイベントがあります。ＳＳＩ

では、基本的に、来年役に立つ、再来年役に立つではなくて、２０５０年に日本あるいは

世界を担っていける人材を育てたいということを標ぼうしています。そういった意味では、

現在、小中学生にどう伝えるかということもとても重要で、この「ひらめき☆ときめきサ

イエンス」のイベントに行くと、子供たちが、手術のシミュレーションを体験する等大変

楽しそうに参加しています。社会科学でも奈良の文化財研究所には文化財系ばかり全国

津々浦々回って歩いている小学生、中学生がいます。子供たちには研究成果だけを見せる

のではなく、木簡であれば木簡を読む、洗う、発掘するという、一連のプロセスを見せて

います。作業も実際に体験させてくれる等、研究の一連のプロセスを小中学生に伝えてい

き、その中から１人でも２人でも次を担う人が出てくるとよいと思いますし、全く異なる

軸での評価というのもやはり必要ではないかと思います。 

【立本】  ありがとうございます。 人文学、社会科学の意義・必要性を伝えるには研

究成果や社会への貢献を可視化するのは重要であるが、それを評価に結びつけるにはシス

テムが必要だということはもっともだと思います。ただ今、大久保さんの言われました、

子供にも見せるということも、システムではないが将来のために大切だということですね。 

 もう１つ、やはり可視化するという努力は人社系の当事者がきちんとしなければならな

いと思います。サイエンスコミュニケーターについて皆さんもご存じだと思いますが、サ

イエンスは、一般の人と非常に間が遠いので、サイエンスコミュニケーターというのをつ

くっております。人文学ではそれは必要ではないということは、私は間違いだと思ってい

ます。人間文化研究機構では、人文知コミュニケーターという形でサイエンスコミュニケ

ーターと連携しながら、どの様に伝達をするかについて取り組んでいますが、これはやは

り人文学者、社会科学者も取り組んでいかなければならないことだと思いますが、いかが

でしょうか。 

【大竹】  そのとおりだと思います。やはり私たち研究者は、普段研究者相手にしか議
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論していないため、一般の人がどの様に理解するかということをよく知りません。理系の

研究者たちはサイエンスコミュニケーターをうまく利用してきましたが、人文・社会系は

そこが足りないというところは事実であり、やはりそういうのにたけた人と協力しながら

研究成果を広めるというのは、視覚化としては非常に重要だと思います。 

【吉澤】  先ほどの大久保さんの話にもつながりますが、単なるカルチャーセンターの

ようなもので我々の研究成果を発表するという形でのコミュニケーションは違うと思いま

す。研究者としての思考スタイルや、どのように研究をしているかという、その現場を見

せることが重要だと思います。科学ではないのですが、作動中の研究というものがどうあ

るかというところや、なぜその研究テーマを選び、どのようにアプローチし、どのような

材料を使い、どのような考え方でモデルをつくり、どのように成果が出たかという点を見

せなければ、研究者は何者か、研究するとはどういうことかという点が伝わらないと思い

ます。最終的にできたものを見せるというよりは、やはり研究者がどのように考え、苦労

しているかというところで語ると、より一般の方と通じるものができると思います。 

【立本】  先ほど人文知コミュニケーターと言いましたが、例えば古典等を読めない人

がいるわけです。そのため、国文学研究資料館では古典インタープリターの育成をしてい

ます。これは、日本文学資源の発掘・活用を目指しているものです。したがって、社会へ

の働きかけというのは、我々人文学者・社会科学者はさらに行ってもよいのではないかな

と思っております。 

 それでは、次に、先ほど若手研究者の育成を実際にプロジェクトで行っておられる方の

視点からのお話がありましたが、それをトップダウンとボトムアップの連携の観点も踏ま

えた上で、若手研究者の育成はどう考えればよいかということをディスカッションします。 

【吉澤】 何度か話題提供で出ましたが、若手研究者に現場を積ませる、小さいところか

ら研究をマネジメントするという点を考えさせるということは非常に重要だと思います。

若手は何もリソースがなく、経験も研究費も足りないというところで、どうしても上の研

究者に付いて何かをしなければいけないという実情ですが、そうではなく、若手研究者が

まず研究費を持って、どのような人と連携し、どこで研究の支援を集めるか悩むというこ

とが必要だと思います。そのため、少額でよいと思うので研究費を獲得し、そのような経

験させて、その経験をほかの若手研究者とシェアをし、メンターとなるシニアの研究者と

ディスカッションするということがよいと思います。 

【立本】  最後に、人文学・社会科学振興に対する大学の問題意識、振興施策のあり方
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一般について、一言ずつご発言をお願いします。 

【水島】  グローバルな研究をどうするか、あるいは国際研究をどうするかというよう

なことと多少関連しますが、「日本が、日本が」と言っている時期ではもはやないと思いま

す。私の場合、アジアのアカデミックコミュニティーのような組織等と協力しながら、や

はり日本の研究は素晴らしいのだと発信する。今度はそれを知った欧米の研究者も、アジ

アでこのような研究が進んでいることを知る。日本だけの枠でどのようなシステム設計を

図るかということよりは、常にアジアの一員としての日本ということを意識し、アジアの

研究者をいかに巻き込むことが大切だと思います。このことを単刀直入に言うと明治維新

の日本が随分と行ってきたことであり、中国の文化人はほとんど日本に来ていたわけです。

ところが、例えば中国研究の場合、欧米の研究者は、まず、東京大学の東洋史等に来て中

国史を勉強していましたが、最近は日本を飛ばして、そのまま中国へ行ったりします。き

ちんとアジアのリーダーとして、アジアの様々な研究者を巻き込んで研究を行い、世界で

グローバルに通用する研究水準をつくるという発想が、私は２１世紀の日本に最も重要で

はないかと思っています。 

【大竹】  私は以前、大阪大学の財務担当理事をしていましたが、やはり予算がない、

減ってくるわけです。その際に、理系は民間企業から資金を獲得しているので、文系も獲

得しろということはよくあるのですが、今日お話ししたかったことは、人社系の研究成果

というのは個別の人だけに影響を与えるということは小さく、その利益は社会全体に行き

渡るものになっています。それは、制度や社会のシステム・選択がよくなるという意味で

す。そのため、その会社にだけ役に立つという研究や成果であれば企業は研究資金を出し

てくれますが、それ以外のものが人社系の研究のほとんどであるため、民間企業から資金

を取れというのは、難しい。したがって、やはり公的資金を組織あるいは国レベル、大学

レベルできちんと獲得してもらう。また、大学内でそういう民間資金を取ってきたならば

きちんと人社系に配分することは社会的使命だと思いますので、そういう視点を持ってほ

しいと思います。 

【多湖】  それに関連し、私の研究に関わって開催しているKobe Sakura Meetingは、民

間財団から相当な研究費をいただいていますが、各財団からの研究費は、毎回、１年限り

で最大でも２年というふうにつきます。そうすると、ブランディング化し、Kobe Sakura 

Meetingを６回続けて開催するということは相当の苦労と、運がよかったというのに尽きる

わけです。つまり、いずれかの研究費がつかなかった場合、「今年は中止」になってしまう
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わけです。残念ながら、神戸大学からは学内予算を配分していただけるような状態ではあ

りませんでした。ただ今、大竹先生がおっしゃったように、理系が獲得した研究費を人社

に配分するぐらいの気概が大学に必要だということに完全に同意いたします。その資金が

あれば、例えば３年先までKobe Sakura Meetingの計画が立てられますし、共同研究プロジ

ェクトの幅の広がり方は劇的に変わるのではないかなと思います。 

【大久保】  先ほども申し上げたのですが、やはりマネジメントの負担を減らすための

工夫がなければ、国際共同研究は誰も取り組みたくないと思いますので、そこは大学とし

て重要だと思います。大学によっては、例えば交通であれば、バスはどんどん大学で運営

している等と、様々なパターンがありますが、資源をそういうものに共通化して使うとい

うことは重要だと思います。もう１つは、先ほどトップダウンとボトムアップという話が

ありましたが、私は基本的に、自分で資金を取るためにやりたくもないことを行うという

ことの一度もしたことがありません。科研費であれば基盤研究、挑戦的萌芽研究、あるい

はこのような先導的プログラム、それぞれ多様なメニューを用意するべきですし、それに

応じて、自分の現在の問題関心で何がそこにフィットするのかという、各課題の目的を研

究者自身も見て、それに合ったものを選ぶということも非常に重要だと思います。その意

味で、きちんと多様なプログラムを用意しておくということが大変重要ではないかと思い

ます。 

【吉澤】  人社系と言った際に最も気になることは芸術が排除されていることです。日

本の総合大学で、単科芸術大学と一緒になるということがなく、例えば研究のロゴの作成

やチラシの作成の際に、大学としてナレッジがない。誰に頼んだらよいかということは人

のつてをたどるしかない、となりますとその大学にとって非常に不幸なことだと思います。

また、これからイノベーションといった際に、理系、文系にかかわらず、創造性を発揮す

る存在としての芸術家やデザイナー等と大学がもう少しうまく連携しないといけないと思

います。 

【立本】  ありがとうございました。それでは私から感想を述べさせていただきます。 

 日本学術振興会は、日本のあらゆる分野の研究を推進するために科学研究費を研究者に

手当てしている、ある意味では、日本の研究活動の源です。その源の学術振興会が、平成

２５年度から人文学・社会科学の一層の振興のために、課題設定による先導的人文学・社

会科学研究推進事業を進めているわけでございまして、本日はその研究成果の３つをご紹

介いただきました。もう一方では、共催している大阪大学から、人文・社会科学系推進事
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業として社会ソリューションイニシアティブの事例を報告していただきました。この２つ

の事業は、ある意味では、人社事業がスローガンとしております「研究者が現代社会との

接点を常に意識し、社会に内包される課題に向き合う」という姿勢とおそらく軌を一にし

ている。そういう意味では、これから一緒に、大阪大学だけではなく、少なくとも総合大

学等はきちんとそういうプログラムをつくっていただきたいという期待を持っております。 

 シンポジウムのコーディネーターといたしましては、人間や社会にとって必要不可欠で

あるにもかかわらず、ともすれば科学技術立国といいますか、科学技術振興のみに目が行

って、忘れられがちになる人文学・社会科学振興に対して、総合大学が組織としてその推

進に取り組まれるのは大変意義があると思っております。日本学術振興会も一緒にそうい

った努力をするつもりでございますので、本日のパネルディスカッションを踏まえまして、

人文学・社会科学研究振興に向けた制度設計やその活用について、参加者からいただきま

したご意見や感想も踏まえまして、改めて今後、検討していく所存でございます。 

 これをもってパネルディスカッションを閉じさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

── 了 ── 


