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人文学分野（とくに文化人類学、宗教学、ジェンダ

ー研究）に関する学術研究動向及び学術振興方策－

グローバル化する社会問題に応える地域密着型人文

学の創出をめぐって 

田中 雅一（京都大学人文科学研究所・教授） 

 

 平成 29 年度は、性差別と女性やセクシュアル・マイノ

リティへの暴力・性暴力、ホロコーストにみる社会苦悩を

めぐる研究動向などを取り上げた。これらの社会問題につ

いては、対処的な取り組みだけでなく、それをいかにして

当事者以外の人々に伝えることができるか、ということが

大きな問題となる。また、歴史的には、過去に起こった出

来事の記憶をいかに次世代に伝えることができるのかと

いう点が問われることになる。これはまた、より広い文脈

では人間とは何かという問いかけを改めて行うというこ

とを意味する。 

 昨年度に引き続き、戦争などの体験の継承の問題につい

て広く意見交換を行った。その成果の一部は 2017 年 9 月

3 日に近畿大学で開催された日本オーラル・ヒストリー学

会シンポジウム「戦争経験の継承とオーラル・ヒストリー

「体験の非共有性」はいかに乗り越えられるか」で報告し

た。また、シンポジウム「証言・告白・愁訴―医療と司法

における語りの現場から」（11 月 11 日、京都大学）を開催

し、証言や告白の重要性についての問題意識の共有化を計

った。 

 非理性的な行為への注目に関連して、近年人間と非人間

との関係を探る研究が盛んとなっている。これはルネッサ

ンス以後欧米を中心に理念化されてきた理性的な存在と

しての人間という考えを再考する試みの一部と言えるが、

サイボーグや AI などポストヒューマンの議論とも連動す

る新たな問題意識の元でも思想的展開と位置付けること

が可能である。 

 Nan Elizabeth Woodruff を招聘し、合衆国南部での黒

人差別問題についてのシンポジウムを開催（6 月 4 日）、

Rogaia Mustafa Abusharaf ジョージタウン大学（カター

ル・キャンパス）を招聘して女子割礼についてのシンポジ

ウムを開催（11 月 8 日）、その他女性への暴力や性産業に

ついての研究会を京都で実施した。 

人文学分野に関する学術動向および学術振興方策 

――西洋史学ならびに人文学的地域研究における新

たな潮流と展開―― 

野村 眞理（金沢大学人間社会研究域・教授） 

 

西洋史学における新たな潮流と展開 

イギリスの歴史学者、エリック・ホブズボームは、フラ

ンス革命が始まる 1789 年から第一次世界大戦が始まる

1914 年までを「長い 19 世紀」、1914 年から 1991 年のソ

連解体までを「短い 20 世紀」あるいは「極端な時代」と

区分した。2010年代の現在、この「極端な時代」の始まり

を告げるさまざまな事件が100周年を迎えるが、2017年は、

2014年に開戦100周年を迎えた第一次世界大戦の帰結の一

つでもあったロシア革命の 100 周年にあたる。これを踏ま

え、本年度はロシア革命史研究に着目した。しかしながら、

ロシア史研究会大会がロシア革命を共通論題に取り上げ

たのはもっともであったとして、日本西洋史学会大会では、

7 題をそろえた小シンポジウムでこれに関連するテーマを

取り上げたものはなく、関心の低さは印象的であった。 

100 周年を記念して岩波書店から刊行された『ロシア革

命とソ連の世紀』全 5巻は、現時点の日本でロシア革命な

らびにソ連研究の粋を集めた論集であり、どの巻も読み応

えがある。しかし、ソ連／ロシアについても、東欧の旧社

会主義諸国についても、社会主義時代とは何であったのか、

それがそれぞれの現在とどのように切れ、どのように繋が

っているのか、手つかずの研究課題が山のごとく残されて

いる。日本では、ロシア・東欧史の研究者層が極めて薄い

ことを考えれば、海外の研究者との共同研究の進展等によ

り、『ロシア革命とソ連の世紀』全 5巻の研究成果が若手

研究者に継承され、拡大、発展させられることが望まれる。 

 

人文学的地域研究における新たな潮流と展開 

 観光学は科研費審査小区分に名があがり、観光学部や観

光学科を設置する大学もあるものの、観光学の「学」とし

ての体系化はなされず、むしろその学際性が特徴となって

いる。本年度は、世界的に新たな地域政策の対象として注

目を集めつつある観光資源としての「文化的景観」に着目

し、8 月に金沢大学人間社会研究域附属地域政策研究セン
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ター主催で国際シンポジウム「暮らしと自然と文化的景観」

を開催した。 

 シンポジウムでの議論を通じて、文化的景観は、景観と

いう美的要素に加え、生物多様性や文化多様性、また人々

の暮らしや生業ともかかわる複雑な概念であることが明

らかにされた。紙幅の関係上、多岐にわたった議論の成果

については、地域政策研究センターのシンポジウム報告書

を参照されたい。 

 

 

思想史分野に関する学術研究動向―「思想史」の学

際性と国際性に関する調査ならびに実践的研究 

伊藤 徹（京都工芸繊維大学・基盤科学系・教授） 

 

本研究では、昨年度に引き続き思想史研究の学際性と国

際性の現状を調査した。具体的には、フライブルク大学、

チューリヒ大学、レーゲンスブルク大学、リヨン第三大学、

国立台湾大学で、それぞれの機関所属の研究者にインタビ

ューを行なうとともに、研究担当者自身による講演を実施

し、参加者との意見交換を行なった。また国内では、日本

倫理学会第 68回大会(2017年 10月弘前大学)に参加し、現

在の研究の現状と動向とを調査した。 

 日本倫理学会を例にとると、なお思想史研究にはいわゆ

る「思想家」のテクストの祖述をもって「研究」と考える

向きは、少なからず残っている。この傾向は、祖述の「正

確性」を想定するため、対象となるテクストの思想内容の

批判的吟味から遠ざかり、むしろこれを神格化しさえし、

ついには「正統性」を掲げた輸入代理店もどきに堕してい

くことさえ引き起こす。その結果、神格化の意図に反して

もともとの思想の内実を根本的に逸してしまっているよ

うな報告、あるいは輸入先の「商品」をいわば受け売りに

したような問題設定が、この学会にも見られたが、これら

は自らの思考の貧困を示すものと受け止めるべきだろう。

その一方で、明確な問題意識に導かれ、現在生じている問

題に対して、真剣に取り組む試みがなされていたことも、

たしかであって、こちらに期待を寄せる次第である。 

 前年度の報告で日本文化のなかで国際的に関心を集め

ている事柄として、アニメやドラマと並んで、「食」を挙

げたが、テクストの読解を超えて思想史的に扱うべき事柄

として、これを主題とし、上記海外の諸大学で講演を行な

うとともに、シンポジウムを組織したことも、活動の一端

をなす。具体的には、レーゲンスブルク大学ならびにリヨ

ン第三大学で、「小津安二郎映画の食卓」と題する講演を

行なった。発表言語と内容に差異はあるが、ともに小津映

画の食の扱いに着目し、異物としての他者との出会い、合

わせて他の人間との媒介項として、食という行為を考えよ

うとするものであった。いわゆる思想の専門家とは異なる

聴衆が少なからざる興味を示してくれたことは、成果とい

ってよい。また国立台湾大学では、「食べる――文化の基

層」と題するシンポジウムを開催し、日本台湾双方の研究

者による 8本の興味深い報告を得ることができた。フライ

ブルク大学で行なった講演 Japanische Kunst und die 

zeitliche Transformation der ästhetischen Erfahrung in 

der Gegnwart は、題目の通り、現代芸術のなかで美的経験

の主体が時間内在的なあり方へと変化していくことを、日

本の芸術との関わりのなかで考えた試みであった。 

 

 

美術史・芸術学分野に関する新たな学術研究と展示

の動向研究―現代アートと列島各地の伝統的美術・

手仕事を架橋する新たな潮流の実 態調査と分析― 

池田 忍（千葉大学人文科学研究院・教授） 

 

 近年の美術史、芸術学分野において特に注目すべき動向

として、初年度（平成 28 年度）より、地域の歴史と切り

結ぶ現代アートとその展示を取り上げ、これを対象に調査

研究を進めてきた。日本列島の各地で展開する芸術祭や個

別のアート展示においては、地域の民俗や祭事と結びつく

「伝統」的造形や手仕事、工芸品と現代アート、さらには

障碍者アート、日常的な手芸、土産物といったさまざまな

カテゴリー、ジャンルにわたる造形表現が、その階層性を

残しつつもまじり合い、時に融解するかのように展示され

る現場に出会う。他方で、改めて展示を目的として近代に

成立・発展した美術館・博物館という場は、それぞれの機

能や目的を有しながらも、展示手法という観点から見れば

交差し、所蔵品や展覧会の相互乗り入れが試みられている。
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またジェンダー、マイノリティー研究が深化し、グローバ

ル・ヒストリーの潮流が強まる中で、展示の偏りを見直し、

地域や国家、もしくはモノ、人、情報の関係性に注目する

視点が重視されるようになった。このように、人類が創造、

使用、蒐集、展示してきたさまざまな造形表現を、ジャン

ルや価値の階層にとらわれることなく研究し、議論の俎上

とする試みがみられる。例えば、人形（にんぎょう／ひと

がた）への着目が顕著になり、また「手芸」表現の社会や

歴史に対する批評性を引き出す展示や研究が活性化して

いることを挙げた。 

また本年度は、当初設定した課題に即して、１．列島各

地の地域型芸術祭の実態、動向調査（継続）２．美術館・

博物館等における史料と表象の関係、民俗資料とアートの

関係、ジェンダー視点の導入、展示手法に関する調査研究

を実施した。後者では、国立歴史民俗博物館の共同研究「日

本列島の歴史とジェンダー」の共同研究員としてシンポジ

ウムの企画・運営等に関わった。国際研究集会「 歴史展

示におけるジェンダーを問う」（2017年 7月 2日 於国立

歴史民俗博物館）では、台湾、北米、シンガポール、そし

て日本の博物館を例に、ジェンダーの視点の導入がなぜ必

要なのか、また導入によって展示はどのように変わったの

か／変わるのかをテーマとする報告を聞き、博物館展示の

将来像を多角的に探った。 

 

 

哲学・倫理学分野に関する学術研究動向 フランス

哲学研究および日本哲学研究のグローバル化を中心

に 

檜垣 立哉（大阪大学大学院人間科学研究科・教授） 

 

フランス哲学研究のグローバル化に関する動向を調査

するものとしては、例年参加しているドゥルーズ・アジ

ア・カンフェランス（本年はシンガポール国立大学での開

催）や、インド・ドゥルーズ・コレクティヴ（本年は、イ

ンド・チェンナイのマドラス大学が開催校）に赴き、とも

にプレナリスピーチを英語によっておこなった。アジア圏

という、これまでのフランス哲学、ひいてはヨーロッパ思

想研究総体として視野から外れがちな地域において、フラ

ンス哲学そのものが日本のモデルとは異なったかたちで

受容されているとともに、同時に日本がアジアにおけるそ

の輸入と咀嚼のモデルとなっていることの意義を深くと

らえさせることになった。 

また、もう一つの研究員の調査の軸である日本哲学の分

野に関しては、とりわけ１１月にパリのソルボンヌ大学お

よび INALCO においておこなわれたヨーロッパ哲学ネット

ワークにおいて、日本人、ベルギー人の発表者、およびフ

ランス人のコメンテーターからなる大森荘蔵をテーマと

したワークショップをおこなった。これは大森の著作の一

部がフランス語に翻訳され、それが西洋世界にも咀嚼され

はじめたことを念頭においての企画であり、グローバルな

意味での哲学思想が、西洋思想の輸入という段階を脱し、

逆に日本で思考された内容がヨーロッパ世界で受容され

はじめていることを示すものである。それは、過去のよう

なオリエンタリズムという視角によってではなく、西洋思

想やその科学を基盤とし、しかしヨーロッパ語とは異なっ

た言語でそれを追求するという意味で、今後のグローバル

社会における哲学のあり方を実地でかいまみさせてくれ

るものであった。またこれとも連関し、アメリカにおける

日本哲学の可能性を探るために、インディアナ大学の訪問

（大学の出版局では東洋思想の多くの書籍を出版してい

る）もおこなった。 

 

 

日本文学分野に関する学術研究動向―日本文学にお

ける伝統と創造の相関― 

渡部 泰明（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

所属学会である和歌文学会、中世文学会、中古文学会、

日本文学協会等、あるいは研究会等への参加を通して、日

本文学研究の最新の研究動向について、調査・分析を行っ

た。おおまかにいえば、日本文学研究における近年の新た

な傾向として目立つのは、国際的交流、学際的交流、研究

基盤の見直し、古典教育への関与、の諸点である。日本文

学協会第 72回大会（2018年 11月 19日 於相模女子大学）

大会シンポジウム「「読み」の基底を問い直す」のパネラ

ーとして、「正徹の幽玄」の発表を行った。意味内容を規
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定することのみに主眼が置かれていた「幽玄」に対して、

この語が持つ機能を重視することを提唱し、それが彼の和

歌創作方法と密接に関わっていることを論じた。日本文学

の全時代・全分野を対象とし、また国語教育研究と合わせ

て二本柱とする本学会の特色を生かし、各分野の研究者と

の交流を通して、日本文学研究の基盤に存する問題点を析

出した。日本学術会議第 24 期会員に着任し、言語・文学

委員会に所属し、古典文化と言語分科会の校正メンバーと

なり、古典教科書・古典教育についての提言のための活動

を行った。国際日本文化研究センターの共同研究「投企す

る古典性―視覚／大衆／現代」の共同研究員として活動し

た。源氏物語ユネスコ「世界の記憶」登録申請推進委員と

して、内外の中古文学研究者や美術史学研究者と連携して、

『源氏物語』および源氏絵の国際的普及のための活動を行

った。広島大学教育学部国語教育カフェにおいて「百人一

首の世界――基俊の歌をめぐって――」と題する講演を行

い、国語教育の教員・学生・院生と交流をはかった。ハル

オ・シラネ氏を中心に組織された「〈作者〉研究会」に参

加し、時代を横断した日本文学研究者に、美術史学や中国

文学研究者を加え、「作者」概念の見直しを図る共同研究

を行った。 

 

 

人文学（イギリス文学、比較文学）分野に関する学

術研究動向——イギリス文学研究におけるグローバリ

ゼーションとマルティエスニシティ 

新井 潤美（上智大学文学部英文学科・教授） 

 

イギリスにおけるグローバリゼーションとグローカリ

ゼーション、マルティエスニシティとナショナル・アイデ

ンティティというキーワードが文化、文学研究において重

要視されると同時に、文学テクストを精読して分析すると

いう「伝統的な」イギリス文学研究のアプローチの重要性

も再認識されている。 また、長らくイギリス文学のカノ

ンに含まれることもなく、学校教育においても無視されて

きた、１８世紀以降のアフリカ系の作家たちの作品が文学

教育と文学研究の対象として注目されてきていることに

ついても、その受容と評価は多様である。このことと関連

して、大学における学生のセンシビリティの問題、いわゆ

る Generation Snowflake と cultural appropriation の問

題など、エスニシティとマイノリティの概念に伴う教育、

研究分野における issueは今後さらに複雑化すると思われ

る。 

このような状況の中で、日本および海外におけるイギリ

ス文学研究、文化研究の動向、そして比較文学の分野にお

けるイギリス文学研究、日本やその他の国におけるイギリ

ス文学受容研究の動向を調査、考察した。 

国内では日本英文学会、日本比較文学会、ヴィクトリア

朝文化研究学会等に出席し、テクスト分析、作家研究、カ

ルチュラル・スタディーズ、歴史研究の各分野における研

究の傾向の調査を行った。学会誌の編集活動と投稿論文の

審査を通して、主に若手の研究者の研究の傾向を考察する

とともに、日本および海外の、学術図書の調査を行った。

国外ではオーストラリアのシドニーで、アボリジニ文化の

表象と歴史的位置づけ、受容と共存がどのように意識され

ているかの調査をおこなった。さらに、ロンドンの British 

Library においてマルティエスニシティとナショナル・ア

イデンティティの概念を中心に、教育、学術の動向調査を

行った。 

 

 

言語学分野に関する学術研究動向  

－少数言語ドキュメンテーション研究の現状と展開

米田 信子（大阪大学大学院言語文化研究科・教授） 

 

 2017年度は、いわゆる「少数言語」のドキュメンテーシ

ョン研究に焦点をあてながら、個別言語の研究動向を調査

した。昨今の少数言語の研究は、かつての「言語記述」か

らさらに進んだ「言語ドキュメンテーション」が主流にな

ってきた。言語ドキュメンテーションでは、言語調査はも

ちろんであるが、音声や映像を用いたデータ収集を行うこ

とによって、より客観的かつ正確な言語データの収集と記

録が可能となる。特に危機に瀕した言語およびその危険性

のある言語の資料としては極めて貴重なものになるが、そ

れだけに難しさもある。 

まず経済的負担が大きいことである。少数言語のドキュ
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メンテーション研究にはフィールドワークが必須である。

多くの場合、利便性の悪いところでの調査となるため、調

査旅費が高額になる。また高音質・高画質の記録が求めら

れるため言語記録のための機材等も高額である。研究助成

金等がなければ遂行することが難しい。また研究倫理およ

び人権保護に関する点にも注意が必要である。少数言語の

研究では、その言語の母語話者の協力が必須であり、協力

者の個人情報の扱い、調査の主旨と内容の説明、調査方法、

協力およびデータ公開の同意等に関して常に慎重になる

必要がある。もちろんこれはドキュメンテーション研究に

限ったことではないが、とりわけドキュメンテーションで

は映像や音声を伴うため、これまで以上に慎重な対応が必

要である。   

 少数言語研究のこのような背景に鑑み、①個別言語の研

究傾向、②助成金等のサポート体制、③人権保護および研

究倫理の規定、④言語資料の保存および公開の方法、につ

いて国内外の実態を調査した。具体的に用いたのは以下の

ような方法である。 

 日本学術振興会海外研究連絡センター、その他

研究機関を訪問し、情報収集 

 国内外の学会、シンポジウム、ワークショップ、

研究会等に参加 

 言語ドキュメンテーションに関する文献調査 

 

個別言語（特に少数言語）の研究は、学会での発表数、学

会賞受賞の数、出版物の数、共同研究の数、いずれを見て

も確実に活発化している。それに伴い、人権保護および研

究倫理はより厳密に規定される必要があると思われる。 

 

 

日本史分野に関する学術研究動向―交流と比較の中

で― 

坂上 康俊（九州大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

①外国人日本史研究者の系譜的研究、すなわち、日本留学

経験や指導教員、学統など、諸外国における日本史研究者

の育成状況の歴史的研究については、韓国とアメリカにつ

いて概観を得た。その裏付けを取る過程で、韓国をはじめ

とする諸外国における前近代日本史研究の研究史の把握

を目指したが、若干の「回顧と展望」的な記事の収集にと

どまった。このテーマに関しては、現段階での成果を踏ま

え、基盤研究（Ｃ）（代表 坂上）として今年度から研究

を発展させていく予定である。 

②一方で、特に日唐宋の法制史分野に焦点を当てた研究動

向を調査するために、この方面の専門研究者を招集し、東

京・福岡・京都で計 3回の日唐宋比較律令制研究会を開催

し、「律令租税免除制度の研究」「日唐律令制における官

物管理」「『政事要略』所引「会要」記事初考」「天聖令

と唐令復原」「唐厩牧令の排列復原と日本厩牧令の特質」

「唐の告身と日本の位記」「『文苑英華』の判による唐令

の復原」「九州国立博物館蔵『晋書零巻』について」「唐

医疾令断簡の発見と日本医疾令」「吐魯番阿斯塔那 509号

墓出土文書にみる過所の発給過程」「九条家旧蔵『諸道勘

文 神鏡』について」等の報告を得た。このことから、唐

令逸文の収集の進展、および、日本に舶載された漢籍の研

究といった方面で、更なる研究の発展の余地があることが

確認された。この研究者集団は、30年度以降、基盤研究（Ｂ）

（代表 大津透氏）に引き継がれ、継続的に研究集会がも

たれる予定である。 

③学際的研究、特に環境史分野での研究動向の調査におい

ては、木簡学会や国立歴史民俗博物館での共同研究の場で

最近の古環境復原研究と考古学的調査との突き合わせの

場に臨み、情報を収集した。このうち後者の共同研究は、

基盤研究（Ｂ）（代表 林部均）として発展していくはず

であり、また、この方面の最新の研究動向を『科研費ニュ

ース』誌上で中塚武氏にご紹介いただいた。 

 

 

アジア史・アフリカ史分野に関する学術研究動向 

－国内外における中国史・アジア史に関する学際的

研究の動きとその影響― 

森部 豊（関西大学文学部・教授） 

 

近年、モンゴル帝国（大元ウルス）以前の中国史を、現

在の「中華人民共和国」の国境枠内で興亡した歴史とはみ

なさず、その国境を越えた空間として把握し、その空間の
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歴史を再構築していこうという動きがある。これは、グロ

ーバル化による国境のボーダレスと関係あると思われる。

特に隋唐遼金史研究者や中央ユーラシア史研究者、そして

一部の日本史研究者が使用する「東ユーラシア世界」「ユ

ーラシア東部地域」「東部ユーラシア」（以下、東ユーラ

シアで統一）という言葉が、そのことを代弁している。こ

の概念は、従来の東アジアというものに近いが、実際は大

きく異なる歴史学上の地域概念である。 

 東ユーラシアは、基本的には日本をふくまない。前近代

の中国大陸、あるいはユーラシア大陸の最東部の歴史をみ

る時、現在の「中国」という枠組みを取り払ったほうが、

歴史の展開が理解しやすい場合がある。具体的には、北中

国（黄河流域）とモンゴリア・マンチュリアを一つの歴史

空間として把握し、その空間でおこった歴史事象を総体的

に把握するのである。そこでは、黄河流域でおこった農耕

文明世界とモンゴリア・マンチュリアの騎馬遊牧文明・騎

馬狩猟文明世界との対立、衝突、共存、融合という流れで

歴史を見ることができる。ただし、その時代の下限は 8世

紀半ばといえる。8 世紀半ば以降、長江流域の農耕経済圏

が伸長し、ユーラシア最東部の歴史の展開において無視で

きない存在になっていくからである。 

 この東ユーラシアという概念は、まだ一部の研究者にし

か使われていないが、今後の中国史研究、アジア史研究に

おいて、大きな意味をもってくる可能性を秘めたものとい

えるだろう。 

 

 

人文地理学分野に関する学術研究動向―人文地理学

における研究動向と科学研究費への申請状況 

岡橋 秀典（広島大学大学院文学研究科・教授） 

 

日本の地理学の研究動向について、日本地理学会大会で

の研究発表にもとづき分析を行った。データソースは発表

要旨集であり、要旨集が現在の形となり共通のデータがと

れる 1997年から 2017年までを対象としてデータベースを

作成した。その結果、計 5494 件の発表について分析を行

うことができた。以下、分析結果を簡潔にまとめる。 

発表件数は 90 年代末から徐々に増え、2003 年に 297 件

と第一のピークを形成するが、その後やや減少し、2011年

から再び増加傾向となって、2014～2016年には年 300件を

超えている。このような増加の理由は詳らかではないが、

大学院重点化による院生数の増加、研究者志望以外の院生

の増加、ポスター発表の導入などが考えられる。その一方

で、日本地理学会の学会誌「地理学評論」の論文掲載数は

減少傾向にあるので、この異なる傾向をどのように解釈す

るかが重要であろう。 

国際化との関係では発表言語が重要である。対象期間の

英語による発表数は 39 件に過ぎず、今後、日本の地理学

界を海外に開いていくには、この動きを一層加速する必要

があろう。 

発表者の性別では、男が８割強を占め、女性の割合は少

ない。ただし、女性の発表者数を年次別にみると、長く 30

－40 件で推移していたが、2015 年には 63 件、2016 年に

73件と大きく増加しており注目に値する。 

人文地理学における研究分野別の動向を検討した。都市

は 90年代末から 2000年代初めにかけて顕著な増加がみら

れたが、それ以降はやや不安定な動きを示している。経

済・産業は年次的に大きな変化はなく、製造業が一貫して

多数を占めるが、情報通信やサービス業に関する研究が台

頭してきている。アジア地域研究はやや増加傾向にあるが、

研究内容では、農業・農村が全体の３分の１を占め圧倒的

に多く、都市がそれに次ぐ。国別では上位の中国、インド

２か国だけで 60％に及ぶ。農林漁業・農山漁村の研究は

400 件を超え、都市研究よりは少ないものの主要な研究分

野となっている。 

なお、上記成果を踏まえて、当初はさらに科学研究費申

請への制度改革の影響も分析する予定であったが、未だデ

ータ不足のため、検討できなかった。 

 

 

文化人類学・民俗学分野に関する学術研究動向―現

代世界の諸問題の人類学化 

森 明子（人間文化研究機構国立民族学博物館グローバル

現象研究部・教授） 

 

現代の文化人類学は多岐にわたり、全体を俯瞰すること
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はかなり困難な状況である。このような文化人類学研究に

あらわれつつあるものを可視化することが動向調査の目

的である。 

文化人類学の研究領域は従来、経済、社会、法、宗教、

芸術…というような区分で呼ばれてきた。だが、その区分

は現代の人類学の問題関心に適合しているわけではない。

ひとりの研究者が取り組もうとする問題は、ひとつの研究

領域におさまるものではなく、むしろ自ら好んで複数の研

究領域を横断し、あるいは事象の重層する局面をとらえて、

そこに取り組むべき問題を発見する。たとえば、近年ケア

に多方面の研究者が関心を寄せている。ケアは、他者への

配慮と実践の両方を含み、家族･親族の問題であると同時

に、福祉や社会保障の制度の問題でもある。そこで福祉の

後退の代償をケアが担っていく場面に、国家の収縮を読み

取り、そこから国家を問い直す研究があらわれている。ま

た、他者の世話をするケアは、経済と道徳がせめぎあう局

面を抉り出し、そこに負債というテーマを読み取る研究も

ある。負債研究は、人類学の最重要概念である互酬性の再

考を促す。このように、現代の人類学研究では、これまで

基本とされてきたカテゴリーが曖昧になり、微妙なズレと

重なりをもつようになったことに注目し、そのズレや重な

りを問題ととらえる動きが起こっている。そうした再検討

の動きが、あちこちで起こりつつあることは、人類学の重

要な動向であると考える。 

研究の国際化の動きの中で、東アジアの研究者ネットワ

ークが育ちつつあることも、近年の研究動向としてとらえ

ておきたい。ふたつの動きを調査した。ひとつは、映像人

類学で、日本・韓国・中国・台湾の研究者が、東アジア発

の映像人類学の議論のプラットホームをつくろうとして

いる。もうひとつは民俗学で、東アジアの民俗学ネットワ

ークをつくりながら、ドイツの民俗学研究との交流を進め

ている。国際化とともに、学の新しい形がつくられつつあ

る。 


