
平成 22年度学術動向等に関する調査研究報告（人文学専門調査班） 
 
歴史学分野における学術振興方策及び学術動向の

調査研究 

岸本美緒（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究

科・教授） 

 

調査研究の概要 

１ 学術会合 

英国カーディフ大学のピーター・コス（Peter Coss）教授を中

心とするシンポジウム（5 月 23 日、お茶の水女子大学）、米

国オハイオ大学のジェフリ・パーカー（Geoffrey Parker）教授

を中心とする研究会（7 月 18 日、国際文化会館）、「第二回

台湾商業伝統国際学術討論会」（9 月 23－25 日、台北、中

央研究院台湾史研究所）などの学術会合において、特にグ

ローバル・ヒストリー及び比較史の方法について、海外の研

究者と意見交換を行い、国際的な学術動向を調査した。 

  

２ 文献・データベース等 

比較史、グローバル・ヒストリー関係の図書を購入し、研究室の

同僚の協力を得て、近年の研究動向及び関連図書出版状況

の調査を行った。また、近年、海外で急速に進んでいる史料の

データベース化の調査のため、昨年度に引き続き、予算の許

す範囲で主要なものを購入し、データベース化の動向の概略

を把握した。そのほか、電子書籍・電子ジャーナルを用いて、

東洋史学における国際化の動向を調査した。 

 

３ 他の研究者からの聴取 

 １に挙げた学術会合や、海外の研究機関の外部評価（12 月

28－30 日、台湾・中央研究院近代史研究所）などの個別の交

流の機会において、海外の研究者と歴史学の方法に関する意

見交換を行ったほか、科学研究費の配分システム及び日本の

人文学の国際化の状況などについて、国内、国外の研究者か

ら適宜意見を聴取した。 

 

歴史学分野の文化史に関する学術振興方策及び学

術動向の調査研究 

福田眞人（名古屋大学大学院国際言語文化研究科・教授） 

 

１． 調査研究活動の概要等 

特に文化史的研究の領域に関して幅広い調査、研究を行っ

た。 

 第一に、奈良女子大学を中心とする「文化と周縁」研究会で、

文化事象の周縁に置かれがちな禁忌、触穢問題について、研

究会開催と共に、フィールドワークを行った。 

 その一例として、長い間差別に対象であったハンセン病患者

の歴史的研究を行い、そのために瀬戸内海国立療養所「長島

愛生園」と「邑久光明園」を訪問し、実地調査をした。その際に

は、所員の方々の説明の他に、長年療養してきた患者の方々

のご意見も直接聴取することができた。 

 第二に、史学と社会史、経済史など幅広い分野を学際的に

扱う横断的課題としての「結核 

の総合的研究」を行う結核研究会を主催し、国内１５名、海外１

５名の会員を募って、研究会をまず東京、京都で持った。将来

的には、国際学会（集会）の開催を企画して、学際的研究の実

を上げたい。 

 海外調査では、まず英国の医学史研究を見た。製薬会社ウ

エルカムが、英国の大学のいつくかに寄付講座の形で設置し

たウエルカム医学史研究所(Wellcome Institute)を訪問し、その

実態を把握した。研究所は、たとえばオックスフォード大学付

属のもの(Wellcome Unit for the History of  Medicine, Oxford)

では所長の下に研究員 9名、図書司書 2名、秘書 1名を置く。

大学の近代史の部門と強力な関係を持ち、欧米医学史ならび

にそれ以外の国の医学史、衛生史、熱帯医学などの国際的に

も重要な拠点になっている。今後も研究の連携を取っていくこ

とで一致した。 

 フランスでは、 Inalco(Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales, Paris)において、日本文化研究の基本

的状況の調査を行った。 

 インドでは、デリー大学とネルー大学における日本語教育、

日本文学研究、日本文化研究に関する基礎的調査を行った。

どちらも語学教育のみならず、経済、社会、文化に対する教

育・研究を行っており、より強い連携を日本の大学、研究機関

と求めている。 

２． その他 

 ２０１１年３月４日〜６日、日本文化に関する国際シンポジウム

「日本研究における内外の視点」が名古屋大学で開かれ、そ

の総合司会を務めた。 

 ２０１１年３月１３日～１７日、日本の日本学術振興会にあたる

アメリカの全米科学財団(National Science Foundation, NSF)な

らびに全米人文基金(National Endowment for the Humanities)

において、日本学術振興会の基本理念、歴史、活動状況など

の説明を行い、さらに研究資金入手の方法、活用方法などに

ついて各々のプログラム・オフィサーと意見交換を行う予定で

あったが、東日本大震災で次年度に延期となった。 

 

人文社会分野に関する学術動向の調査研究（とりわ

け、哲学・倫理学分野を中心に、思想史・宗教学・美

学・芸術学といった人文学分野における学術動向の

調査研究） 

浜渦 辰二（大阪大学大学院文学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 平成 22 年度は、とりわけ、学際的な新分野である「ケア学」に

おける人文系学問の学術動向の調査と参与観察を行った。具

体的には、「ケアの臨床哲学」研究会を組織・運営し、その主

催もしくは他の団体との共催で、次のような企画を行い、司会・

発表者などを務めて、さまざまな分野の方達との交流を図り、

意見交換の場をもつことができ、ケアの現場の専門職や一般

の人々からも人文系の研究者の参加を歓迎・期待しているとい



う声を聞くことができた。 

・シンポジウム「終末期ケアと死生観」(2011 年 3 月 12 日（土）

14:00～17:00 大阪大学中之島センター７階セミナー室、参加

者 100 名程度) 

・シンポジウム「高齢社会における施設での看取りを考える」

（2011 年 1 月 15 日（土）13:00～17:00 大阪大学中之島センタ

ー10 階ホール、参加者 100 名程度） 

・高齢者ケア・フォーラム「高齢者施設での『看取りケア』を考え

る」（2010 年 12 月 18 日（日）9:30～12:00 キャンパスプラザ京

都４階第３講義室、参加者 100 名程度） 

・シンポジウム「高齢社会におけるホスピスを考える」（2010 年 8

月 29 日（日）13:00～17:00 大阪大学中之島センター７階セミ

ナー室１、参加者 100 名程度） 

・シンポジウム「高齢社会における終末期医療を考える」（2010

年 4 月 25 日（日）13:00～17:00 大阪大学中之島センター２階

会議室１、参加者 80 名程度） 

また、関連する学会・研究会などに参加、発表、あるいは運

営に関わったりすることで、「ケア学」関係の研究者達と意見交

換・情報交換の機会を持つことができ、多くの人文学系の研究

者たちが「ケア学」に関心を寄せていることを掴むことができ

た。 

 

言語学および関連分野に関する学術動向の調査研

究 

田窪行則（京都大学文学研究科・教授） 

 

1. 調査研究活動の概要等 

1) 言語学および関連分野における学術動向の調査 

絶滅の危機に瀕した言語・方言の記録・保存の研究方法、

さらにそれを教育する方法について、内外の研究状況を調

査した。映像、音声資料を公開展示することで、危機言語

の母語話者が言語資料に触れる機会を増やす方法として

の電子博物館の開発について内外の研究を調査した。 

 特に琉球諸語の研究は、若手の研究者を中心に多くの研

究集会を行っている。特に注目すべきは琉球諸語研究会

であり、The 2nd Workshop on Ryukyuan Languages and 

Linguistic Research (平成 22年8月琉球大学)、第三回継承

言語シンポジウム(平成23年3月関西大学）など注目すべき

会合を多く行っている。また、彼らは琉球諸語の主な言語の

文法記述の概説を英文で出版している（平成 23 年 4 月発

行）。 

2) 言語学分野における研究データベースの作成 

平成 22年度における言語学および関連分野の学術的書籍、

論文集、学会誌に掲載された論文の書誌情報を収集して網羅

的リストを作り、電子データとしてデータベース化した。これによ

り日本の言語学および関連分野の動向を探ることができた。 

3) 韓国語学の研究調査 

麗澤大学言語研究センターと共同で、11 月 12-13 日に「日

韓言語学者会議」を主催した。この会議は「日韓人文学会議」

という名で日本と韓国の文科系の研究者が広く意見を交換す

る目的で開催されてきた。今回は 4 回目で本研究調査の援助

で、言語学関係、語学教育関係を中心に日本と韓国に、米

国、ドイツの研究者もまじえて日本語、韓国語の歴史比較研

究、古代語の研究から現代語の研究、韓国語教育に至るまで

多くの分野の研究交流を行った。 

4) 形式意味論、形式語用論など日本であまり研究されていな

い分野の諸外国での研究動向を調査した。この動向調査のま

とめとして、12 月 11―12 日に韓国の著名な意味論、統語論研

究者 4 名を招き、ワークショップを行った。 

 

３． ２．その他 

1 の(1) に関して、宮古島西原地区の言語と文化に関する電

子博物館のプロトタイプを構築した。 

 

人文学分野に関する学術動向の調査研究 

多田一臣（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 本研究の目的は、国内外の人文学分野の学術動向を調査

分析し、担当者の所属する人文学専門調査班における討議の

基礎資料を作成し、延いては日本学術振興会の各事業の参

考となる情報の整備・提供を目的とするものである。 

１、マールブルク大学日本研究所を訪問し、目下進行中の、日

本研究の縮小・統合計画（マールブルク大学、ギーセン大学の

日本関係研究所をフランクフルト大学に縮小・統合する）につ

いて、背景事情等を聴取した（パウアー教授・シュミットポット教

授）。 

２、イタリア、ミラノ市の国立ミラノ・ビコッカ大学で開催された

「奈良時代の文化」研究集会において基調講演を行い、またそ

の後の研究発表・討議等に参加した。同時に、イタリアにおけ

る日本学研究の現状につき、ミラノ大学・ベネチア大学・フィレ

ンツェ大学の教員と意見交換を行い、それについての資料収

集を行った。ヨーロッパ全体にいえることだが、ボロニアプロセ

スによる学士課程の導入が、正負両面の結果をもたらしつつあ

り、従来の研究者養成型の大学のありかたに大きな影響を及

ぼしていることがつよく感じられた。 

３、中国遼寧市東北大学で開催された第二回中日文化比較研

究国際シンポジウムに参加し、基調講演を行うとともに、研究

会において質疑応答を行い、また中国東北地域における日本

学研究の現況について、東北大学中日文化比較研究所長・

王秋菊教授から聞き取りを行 

った。中国における日本学の研究はきわめて盛んであり、研究

内容もそれなりの充実を見せていることが実感された。 

４、花園大学で開催された、説話伝承学会大会、また同学会

冬季例会に出席し、さらに学会の現況につき、意見交換を行

った。 

 

４． ２．その他 



あらゆるところで、評価の基準が理系に偏重していることが

痛感される。もっとも端的な例が、特別研究員 PD に対して課

せられる研究室移動の問題である。人文学分野の誰に尋ねて

も、これが不合理であると答えるはずである。多くは、教員の側

が無理をして、あるいは互いに融通しあうことで、受け入れ先を

見つけている。理系にとって合理的であっても、それが人文学

の分野にも普遍妥当な意味をもつわけではない。この研究室

移動が、特別研究員の選考の際に、一部の候補者にとって大

きな不利益をもたらすような事例が時たま見受けられるのは、

やはり問題とすべきことのように思う。 

 

人文学分野の ①言語学：外国語教育、② 文学：ヨ

ーロッパ文学（英文学を除く）、に関する学術動向の

調査研究 

相澤 啓一（筑波大学人文社会科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

 日本学術振興会の人文科学分野において近年最大の研

究補助金申請数を誇るのが外国語教育である。これは、外

国語教育を学術分野として確立しようとしてきた教授法

研究者たちのここ数十年の努力の成果である。他方で、哲

学、文学、歴史学にも増して外国語教育が重要な学術成果

をあげていると言えるだろうか。「研究分野」としての「外

国語教育」がいかなる学術的使命を持っているのか、上記

の事態に見合った検討が必要なように思われる。 

 私の属する日本独文学会ドイツ語教育部会幹事会では、

2010 年春の学会からドイツ語教育に関してそうした調査

検討を開始し、シンポジウムでの学会員の意見聴取も始め

た。そこで問われている問いは（紙幅の関係から極めて乱

暴なまとめであるが）、近年の外国語教授法の「学術化」

と教授法を研究分野とする教員の増大により、それまで外

国語教育と連動して行われてきた大学での他の諸研究分

野がむしろ圧迫され、また研究諸分野から切り離された形

で語学教育が行われる傾向が外国語教育全体にとってむ

しろ悪影響を与えてすらいるのではないか、という問いで

ある。 

外国語教育研究の「学術化」により、たしかに一定の実

証的方法に則り学術的根拠を示して外国語教育を微細に

論じる論文数は飛躍的に増大した。しかしその結果、外国

語教育学を専門研究分野としない外国語教員たちの発言

や語学教育への関心は薄れ、議論の多様性が失われてはい

ないだろうか。授業の教育内容も、「コミュニケーション

的」を謳うことにより、中等教育における語学教育と差別

化できないような幼児化現象すら許容されてはいないだ

ろうか。第二外国語教育がもっぱら大学で行われる日本に

おいて、語学教育が語学教育の専門研究者によってのみな

されるのが望ましいのだろうか？ この問いは大学にお

ける語学教育を論ずる際の一種のタブーともなってきて

いる観があるが、文学や語学などの研究者が外国語教育か

ら排除されてゆくなら、外国語教育の豊かな多様性が失わ

れる可能性もあり、大学に外国語教員として勤務する研究

者によって支えられてきた人文・社会科学研究者のポスト

配分にも大きな影響を与えることとなる。その意味で微妙

な問題であるが、大学においてあるべき外国語教育を論ず

る際に今後避けては通れない問題として、冷静で開かれた

学際的議論とコンセンサス形成への努力が必要である。 

 

史学分野に関する学術動向の調査研究 

海老澤 衷（早稲田大学・文学学術院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

5 月 22 日・23 日に専修大学生田キャンパスで行われた

歴史学研究会（会員数 2230 名）の大会は、史学分野にお

ける最大の研究集会で、約 1100 名の参加者があった。全

体テーマは「いま植民地支配を問う」で、特に永原陽子氏

による「植民地体制の国際化植民地責任－南部アフリカを

手がかりに－」、藤永壮氏による「韓国における親日清算

問題の位相」はそれぞれの「旧植民地」における現代的な

課題が明らかにされた。これらは従来の「進歩的史観」の

域を超えた人類史的な課題に迫るものである。 
なお、早稲田大学史学会・史学会(東京大学)・日本歴史学

会の評議員を務めている立場から、これらの学会を軸とし

て学術動向の調査を行った。また、学内のプロジェクト研

究所である「水稲文化研究所」の代表を務めていることか

らインドネシア・バリ州のウダヤナ大学との提携による研

究を実現し、東アジアの水利史と文化人類学の形成史につ

いて多くの知見を得た。 
 
２．資料データベースの作成とシンポジウム・ワークショ

ップの開催 
6 月 21 日、科学研究費基盤(B)「備中国新見荘における

総合的復原研究」（研究代表者・海老澤）の初年度にあた

って、第 1 回ワークショップを開催。東京大学史料編纂所

から高橋敏子准教授、井上聡助教、明治大学の清水克行准

教授、埼玉大学の清水亮准教授が出席。日本史を中心とし

て広く意見交換を行った。新たなデータベース「多層荘園

記録システム」の構築に向け、GPS ソフトの開発など従来

の人文学系領域に留まらない学際的研究の必要性が示さ

れた。 
 8 月 1 日、東京都中央区の三越劇場にて棚田学会大会が

開催される。シンポジウムテーマは「棚田の圃場整備」。

この学会の副会長を務めているため、シンポジウムの企画

段階から参加し、環境問題とも親密な関係にある棚田の保

全に関する課題について農業農村工学を軸に歴史学・地理

学分野の課題を交えて議論することができた。当日のコー

ディネーターは山路永司東京大学大学院新領域創成科学

研究科教授で、新たな研究領域の創成に向けて前進が図ら

れた。 



11 月 4 日、海老澤が代表を務める水稲文化研究所の主催

でワークショップ「バリ島の農業と灌漑システムの歴史」

を開催。ウダヤナ大学文学部の A.A.B.Wirawan 教授には

「ゲルゲル王国とスバック・グデ・スウェチャプラ」、農

学部の I.G.P.Wirawan 教授には、「バリ島農業とスバック」

の講演を依頼、クリフォード・ギアツの文化人類学の金字

塔的名著『ヌガラ－19 世紀バリの劇場国家』以来、懸案と

なっていたこの地における王家の灌漑施設について一定

の回答を得ることができた。 
 12 月 19 日、九州大学西新プラザで行われた九州大学大

学院比較社会文化研究等主催シンポジウム「田染荘小崎へ

の招待」に出席。基調講演「学問と社会連携－田染荘小崎

の農村景観誕生をめぐって－」を行う。多くの九州大学関

係者と意見交換をすることができた。3 月 3 日から 7 日に

かけて、日本荘園研究のメッカとも言うべき東寺領備中国

新見荘(現在の岡山県新見市)において寺院・神社・石造文

化財の調査状況を把握するため現地を踏査した。 
 

史学分野に関する学術動向の調査研究 

木畑洋一（成城大学法学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

１）日本国内における歴史学の動向と課題についての検討 

 日本歴史学協会などの場で検討を行った大きな課題として、

公文書管理法の施行に伴う史学の史料環境の新たな状況を

どのように整備していくかという問題と、高校における歴史教育

の位置づけという問題がある。公文書管理法をめぐっては、制

度が整備される中で史料の保存・公開についての各レベルで

の意識をどのように深めていくかが大きな課題である。歴史教

育をめぐっては、地理、日本史、世界史の各科目の連携につ

いての議論が進行中であり、「歴史基礎」「地理基礎」といった

科目の新設提案も行われているが、今後の検討にまつところ

が大きい。 

２）世界各国における歴史学の動向と課題についての検討 

 2010 年 8 月にオランダのアムステルダムで開催された第 21

回国際歴史学会議において各国歴史家との意見交換を行っ

た。会議を通して特徴的であった動向としては、広い視野から

のグローバル・ヒストリーへの志向が強まっていること、この点と

も関連して、欧米中心主義的傾向はまだ根強いもののアジア

やアフリカを視野の中にしっかり位置づけようとする姿勢が欧

米の歴史家の間でも強まってきていることを、あげることができ

る。日本における世界史の研究・教育の実績が、このような世

界の動きに貢献する大きな力をもっていることも改めて認識さ

せられた。この国際歴史学会議とそこでの議論については、私

が実質的に編集の任を負った特集を、『歴史学研究』2011 年 4

月号で見ることができる。 

３）外国人歴史研究者の招聘による、日本側研究者との意見

交換の機会の設定 

 イギリスのブリストル大学教授で、イギリス帝国史研究を主導

する雑誌 Journal of Imperial and Commonwealth History の編

集長であるスティーヴン・ハウ教授を、2010年12月に日本に招

聘し、東京で 2 回、大阪で 1 回の研究セミナーを催すとともに、

史学研究・帝国史研究に関する意見交換を行った。東京にお

いても大阪においても、博士論文執筆中の大学院学生を中心

として若手研究者の研究への丁寧なアドバイスをしていただい

た点でも、きわめて有益な招聘であった。 

 

人文地理学分野に関する学術動向の調査研究 

岡本耕平（名古屋大学大学院環境学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度は、特に地理情報システムにおける時空間分析に関

する学会動向について調査した。 

時空間分析の対象は大きく分けて、①動いているオブジェク

トを対象とするもの、②発生地点が時系列で変わっていく事象、

③時系列に沿った属性値の変化の三つがあると考えられる。

①は、人や動物の動きを対象とする研究であり、現在、事例研

究、方法論研究ともに、時空間分析のメインストリームである。

GPS や画像解析などのデータ収集技術と関係している。②は、

犯罪発生地点や病気の発生地点などの時系列変化の解析で

ある。Knox 統計量や Mantel 統計量などが分析ツールの主流

であり、カーネル密度推定もよく利用されている。K 関数法の

利用など新しい手法へのチャレンジも見られる。③は、人口学

や経済学で予測モデルとして多くの研究例がある。手法として

は、セルラーオートマタなどがある。 

 

２．その他 

 2008 年 12 月に公表された中央教育審議会答申「学士課程

教育の構築に向けて」では、大学卒業までに身につけるべき

能力として、「学士力」という考え方が打ち出された。これは、大

学は、学士学位授与の方針を具体化・明確化し、かつ社会に

公開することによって、大学卒業者の能力を社会に対して保証

すべきだという提言である。これを受けて日本学術会議を中心

に大学教育の質保証についての検討が始まり、全体的な検討

を経て、個別学問分野別の検討が行われている。こうした動き

を受けて、日本地理学会秋季学術大会で、シンポジウム「大学

地理教育における標準カリキュラムと学士力 —現状とあるべき

姿—」を開催した（2010年 10月 3日、名古屋大学）。シンポジウ

ムでは、日本の大学地理教育のおかれた状況にそくして、地

理学学修者の質を保証する参照基準と、その具体的な実践例

としてのカリキュラムについて考えた。 

地理学は、学問や教育の内容が極めて多様である。そして、

教育現場が置かれている状況も多様である。しかし、教育の質

保障が求められる中にあっては、地理学の在り方についての

最低限の共通項を社会に提示する必要がある。参照基準の作

成は、その良い機会であり、困難な作業ではあるが、日本の大

学教育と地理学の現状をふまえたうえで、社会の期待に応える

ことのできる参照基準の作成に向けて、議論を積み重ねていく



必要があると考える。 

 

文化人類学分野における学術動向の調査研究 

山田 孝子（京都大学大学院人間・環境学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国内における研究動向として、日本文化人類学会主催の第

42 回研究大会（京都大学、2008 年）、第 43 回研究大会（国立

民族学博物館、2009 年）、第 44 回研究大会（立教大学、2010

年）の研究発表抄録などをもとに分析した。過去 3 年間の研究

大会での分科会での研究発表は、37.1％、42.4％、33.8％と推

移し、研究大会において分科会での研究発表という形式が定

着している。一方、総発表件数は、第 42 回には 364 件である

のに対し、研究発表に関する査読制が導入されて初めての第

44 回には 62.6％減の 136 件であった。このように、研究大会を

学術研究にふさわしい高度な水準を保った発表の場とする試

みが行われている。また、日本を含むアジア・太平洋地域を対

象とする研究が 61.8％を占める点では大きな変化はないが、

近年、東アジア、とくに中国を対象とする研究の増加がみられ

る。一方、とくに分科会のテーマにみるように、リスク、高齢者、

子ども、開発、ビジネスと人類学、ネイティヴ人類学、アルタナ

ティブ・ジャスティスなどのテーマに対する関心も高まってい

る。 

 国外における研究動向としては、2010 年 8 月のトロント大学

での国際宗教学・宗教史会議第 20 回大会、2010 年 6 月のス

ウェーデンのダーラーナ大学でのシンポジウム「宗教間遭遇の

メカニズム」、2010年 7月～8月初めの中国青海省での意見交

換をもとに研究動向の傾向を検討した。国際宗教学・宗教史

会議第 20回大会は大会全体のテーマを「宗教―人間の現象」

とし、10 本の全体会議講演の演題は、今日の宗教学・宗教史

研究が科学的研究―人文科学および自然科学として―を目

指す方向へとシフト始めたことを示していた。192の分科会をみ

ても、純粋に宗教経験や神学的・宗教学的問題をテーマとす

るものは多くない一方、認知科学・心理学的観点からの分科会

が 12 件（6.25％）あり、他に人類学的、社会学的視点からのテ

ーマにも関心が集まっていた。また、スウェーデンのシンポジウ

ムにみられた宗教の遭遇という問題への宗教学と人類学との

連繋、あるいは青海省のチベット研究における人類学的視点

や方法論の導入など、地域ごとに学術的関心には違いがみら

れるが、人類学的方法論が関心を集めるという点で共通するこ

とが明らかになった。 


