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J-InnovaTech : ユレーカを越えて

日本初期産業化の源泉 （1800 – 1885)

J-InnovaTechは近世後期から明治初期にかけての産業化のダイナミクをテーマにしていま
す。

従来の技術刷新のイメージが、ユレーカをモデルとした孤高の天才による発明にあるとす
れば、探索的研究からわかるのは、従事者によってもたらされた小さな変更の重要性であ
り、これも一つの重要なモデルとなりうる。

J-InnovaTechは人間によるイノベーションの多様性を明確にするように、技術史、産業史
および環境史を用いることとする。当プロジェクトの課題は、共同作業によるイノベー
ションから、斬新的・累積的イノベーションまで、人類が過去に成し遂げた技術刷新にお
けるアプローチの多様性を可視化することである。異文化も含む過去の経験から学ぶこと

は、それが隠された宝の宝庫であり、先人からの贈物であることを示唆している。

このプロジェクトの実現にあたり、日本史の専門家と、技術史の専門家によるチームが、
新しい研究ツールを用いて未公開の史料の活用に取り組んでいる。社会がどのような方法
で、どのような過程を通じてイノベーションを起こしているのかをより良く理解すること

が当研究の目標である。このように、J-InnovaTechは技術刷新のすべての側面に光をあて
ることを目的としている。

J-InnovaTech はCNRS研究員で社会科学高等研究院 （EHESS）日本研究所所長であるアレ
クサンドラ・コビルスキが考案、主導する研究プロジェクトであり、欧州研究会議
（European Resarch Council -ERC)から１４０万ユーロの助成（2020-2025年）を受けて
いる。J-InnovaTech は日中韓研究所 （UMR 8173 : CCJ、CNRS-EHESS-UPC）付属の日本
研究所に拠点を置く。
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Aleksandra Kobiljski アレクサンドラ・コビルスキ
プロジェクト代表

社会科学高等研究院 （EHESS）日本研究所（CRJ）所長、日中韓研究所 （UMR 8173）の
副所長である。歴史家、特に日本の技術史・産業史の専門家である。米国ハーバード大学

で教職に就いたのち、英国ケンブリッジ大学のニーダム研究院（Needham Research 
Institute）での研究滞在を経て、2015年よりフランス国立科学研究センター（CNRS）に
研究員として入所する。現在は社会におけるノウハウが、どのように危機的状況を克服す

るための想像力、また実践力として貢献するかに注目している。

編集責任者として「技術と文化（Technology & Culture）」誌（ジョンズ・ホプキンス大
学出版）で日本の工業化に関する特集を組んだ他、『技術史―世界、社会、文化（１６世
紀―１８世紀）』を共同編集した。また、ケンブリッジ大学出版の『技術史』の初版に携
わり、コレージュ・ド・フランス College de France 日本学高等研究所出版の近代日本の
職業エリートに関する著書の共同編集もしている。

近年の研究業績

• «Making raw materials: innovation and imported technology in Meiji
Japan» (History & Technology, 2022), p. 1-18 （オープンアクセス）.
• «The Global Industrial No» (Technology & Culture, 2022), p. 309-325（オープンアク
セス）.

• «Energy Workarounds: Designing Coals for Japanese Steel Industry» (Technology &
Culture, 2022), p. 326-348 （オープンアクセス）.

• Histoire des techniques : Mondes, sociétés, cultures (XVIe-XVIIIe siècle) （技術史
―世界、社会、文化（１６世紀―１８世紀））共編, Presses universitaires de France,
2016) :

o «Techniques et territoires en Asie orientale（東アジアの技術と領土)» D.
Schäfer と共著, p. 23-52;

o «Techniques et modes de production（技術と生産様式）» L. Hilaire-Pérezと共
著, p. 345-367.

• «Problème énergétique et transferts techniques lors de la création de l’industrie
sidérurgique au Japon (1895-1905)（日本の鉄鋼産業開始時におけるエネルギー問題と
技術移転 （1895-1905））», Les techniques et la globalisation（技術とグローバリ
ゼーション）, L. Perez,L. Zakharova 編, (Presses universitaires de Rennes, 2016), p.
187-204.
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ホライゾン・ヨーロッパ（Horizon Europ）プログラム

ホライゾン・ヨーロッパとはEUの研究・イノーべション枠組みプログラムであり、その
期間を2021年から2027年とする。イノベーションのためのプログラムはEUの優先課題で
あり、950億ユーロの予算を有する。ホライゾン・ヨーロッパの様々な研究活動は公募に
より選出されている。

欧州研究会議（ERC）

欧州研究会議（ERC）は公募の一つを担い、フロンティア（先端的）研究の助成を行う。
科学・技術分野全般が対象である。ERCは白紙プログラムであり、すべての分野に開かれ
た「ボトム・アップ」型のプログラムである。知識の境界を押し広げることを目的とし
た、革新的なプロジェクトが選定され、その唯一の選考基準は「科学技術上の優秀性」で

ある。ホライゾン・ヨーロッパの７ヶ年予算の内、160億ユーロが配分されており、欧州
２７カ国に加え、研究とイノベーションのための第9次ヨーロッパ枠組みプログラム
（PRCI）に参加する国々への助成を行っている。

プロジェクトの代表者（PI：Principal Investigator）は、事務局をサポートするホスト機
関（HI：Host Institution）と共にプロジェクトを提出する。代表者を中心に、プロジェ
クトの科学的・技術的ニーズに最も合致するチームを編成する。期間は5年であり、チー
ム参加者の国籍は問われない。

多くのERCプロジェクト（年間940もの新規プロジェクトが選定されている）には世界中
様々な地域からの研究者が参加し、若手研究者（博士課程に在籍する研究者や博士後研究
者）、中堅研究者（プロジェクトに専門的知見を提供するパートナー）の双方を受け入れ

ている。

ERCは日本学術振興会（JSPS）、日本科学技術振興機構（JST）、日本医療研究開発機構
（AMED）など世界各地の助成機関や公共団体と国際協定を締結し、欧州のERCチームに
一時的に参加する若手研究者を支援している。

https://www.horizon-europe.gouv.fr/erc
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J-InnovaTechの学術評議員

ジャン＝パスカル・バッシノJean-Pascal BASSINO 
リヨン高等師範学校の経済学教授。生活水準、生物学的幸福感、社会的格差の長期的変化の

分析、又日本と東アジアにおける産業構造と商業戦略の分析を専門としている。J-
InnovaTech プロジェクトには、日本の産業化における量的・制度的経済学の観点から専門
的知見・アドバイスを提供している。

橋野知子　Tomoko HASHINO
神戸大学経済学部教授。経済史、特に繊維産業の発展、又産業集積を専門とする。経済史と

発展経済を結びつけることで、産業集積の現象を長い視野でとらえ、考察を行っている。J-
InnovaTech プロジェクトには、繊維生産の産業化とその発展についての専門的知見を提供
する。

ジャネット・ハンターJanet HUNTER
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの名誉教授。明治時代の経済史、特に繊維産業の
歴史を専門とする。日本近代の経済史を比較的観点から研究し、特に労働市場における女性

の地位、又イギリスと日本の経済交流の歴史に注目している。当プロジェクトでは、工業と

労働の交差について、更に災害・惨事後の社会的変動が経済に与える影響についてその専門

的知見を提供する。

中村尚史 Naofumi NAKAMURA
東京大学社会科学研究所教授。専門は経済史と経営史で、鉄道史、地方経済史、技術転移の

歴史を研究対象とする。日本の産業化についての著書『地方からの産業革命: 日本における
企業勃興の原動力』（名古屋大学出版会, 2010年）はフランス語にも翻訳されている
（Claude Michel-Lesne 訳、Les Belles Lettres, 2021）。J-InnovaTechプロジェクトには、
その企業史と生産管理におけるイノヴェーションに関する専門的知見を提供する。

谷本雅之　Masayuki TANIMOTO
東京大学大学院経済学研究科教授。経済史を専門とする。日本の工業化、特に織物業といっ

た在来技術文化を研究し、近年は玩具産業も研究対象としている。著書『日本における在来

的経済発展と織物業』は第41回日経・経済図書文化賞を受賞した。当プロジェクトには、初
期工業化の歴史における分析ツールの再理論化にその専門的知見を提供する。

サラ・ティズリーSarah TEASLEY
RMIT大学デザイン学部工業デザイン学科教授・副学部長（研究係）。デザイン社会経済史専
門。本研究分野は技術史、デザイン研究と社会実践にも携わっている。バイオマテリアル

（生態適合物質）やバイオテクノロジー（生物工学）にも関心をもっている。力関係がデザ

イン生成の場で当事者の経験にどのような影響をおよぼしているのかという問題に注目して

いる。J-InnovaTechには素材とデジタル・ヒューマニティーズに関する専門的な知見を提供
する。
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J-InnovaTech のチームメンバー

ディミトリ・タトヤン Dimitri TATOYAN
高等研究実習院（EPHE）博士課程在籍。中世日本の社会・経済史を専門とする。同学院に
て、１４世紀から１５世紀の問丸の役割に関する修士論文を提出した。現在Charlotte von 
Verschuer とNicolas Fiévéの元で、「伊予国弓削嶋荘の経済と社会（１２世紀から１５世
紀）」と題する博士論文を準備している。2015年に国費外国人留学生として学習院大学大学
院の研究滞在。2016年に同学院博士後期課程に入学。2019年に単位取得満期退学。

マチュウ・フォーレ Mathieu FAURÉ
社会科学高等研究院（EHESS）博士課程在籍。日本の社会・経済史を専門とし、技術と職人の
歴史について研究する。後藤雅知の指導の元提出した日本語の修士論文は能登中居の鋳物職人

を主題としている。現在Guillaume Carré指導のもと、近世能登国における塩の生産と加賀藩
の塩専売制を中心とした博士論文の準備中である。国費外国人留学生として2016年にに東京
大学人文社会学科日本史学研究室に研究滞在。2018年に立教大学大学院文学研究科史博士前
期課程（史学専攻）終了。2018年同学院博士後期課程入学、2022年に満期退学。

エリック・メルメÉric MERMET
数学者、地理情報システム （GIS）の処理と分析の専門家。社会科学高等研究学部 （EHESS）
のジオマティクス・プラットフォームの創設者である。当プラットフォームは地理情報学とデ
ジタル・ヒューマニティーズを利用した人文科学の研究プロジェクトをサポートすることを目
的とし、空間的要素を伴う多くの研究プロジェクトに寄与している。当プロジェクト内で

は、2 つのデータベース（Heurist）の開発、地理情報の処理（QGis）の他に、歴史上のネッ
トワークの分析（Gephi）を利用した探索的研究をサポートする。

ナタリー・レモンNathalie RÉMOND
J-InnovaTech プロジェクトのマネージャーであり、総務および財務担当。2018年にパリ・
ディドロ大学で日本研究の修士号を取得。社会学科高等研究院の日本研究所（CRJ）において
研究支援のインターンシップをした後、人文科学および社会科学の研究促進と学術プロジェク

トの支援に携わる。2018 年以降、フランス国立科学研究センター（CNRS）のアジア研究所
で総務・財務担当の役職を複数歴任している。現在、日中韓研究所（CCJ、UMR
8173、CNRS-EHESS-UPC）のマネージャーを務める。

カトリーヌ・バスティアン＝ヴァンチュラCatherine BASTIEN-VENTURA
生物学者。癌腫学者であり、環境省の研究・予測部門でプロジェクトマネージャーを務め、産

業汚染とそれが生態系に及ぼす影響について幅広く取り組んだ。CNRS本部において、環境問
題に特化した科学研究所の創設に携わる。特に、環境問題に関する中国との協力プログラムを
担当した。また、「科学のフロンティア」プログラムで日本と台湾と進めた共同プロジェクト
のプロジェクト・マネージャーも担当した。最近では、地域研究分野（アジア、アフリカ、中

東、イスラム世界）の研究グループの国際協力の責任者を務める。

アメリ・マリノ＝ペルチエ Amélie MARINEAU-PELLETIER
J-InnovaTech プロジェクトの出版部門を担当し、出版戦略とフランス語の研究広報を担当す
る。パリ第 1 大学パンテオン＝ソルボンヌ校のパリ西洋中世研究所 （LaMOP) に所属する、
歴史学の博士研究員である。2020年にオタワ大学と社会科学科高等研究院（EHESS）共同学
位の博士号を取得。Kouky FianとPierre Monnetの指導のもと提出された博士論文は、 14 世
紀から16世紀にかけてのメッスにおける書物と政府との関係を考察したものである。彼女の
博士論文は、カナダ中世学会の博士論文賞 （2021 年）とフランス都市史学会の審査員賞
（2021 年）を受賞した。
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メディア報道 : 在日フランス大使館, 最新情報
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