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人文学分野にかかる学術研究動向に関する調査研

究及び学術振興方策に関する調査研究 

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 

研究課題として、医学および疾病の比較文化史的研究を行

っており、その領域での研究を昨年度に引き続き遂行した。 

それは、結核に関する文化史的研究ならびに梅毒の英国と

日本における文化への影響を追究したものである。また、医学

治療のひとつとして重要な役割を担っていた水治療法に関し

ての具体的研究も進めた。さらにそこから派生した、水と人間

の営為の間の問題についても知見を広げる事となった。水が

その枯渇などを中心に、今後さらに重要な国際問題になる事

を考慮すると、水の研究が日本において多くの分野で進展す

る事を期待する。 

まったく別の問題で、二つ。ひとつは、明治期日本の海外体

験、異国認識について研究を継続した。江戸幕末から明治維

新期に、日本の文明開化に資した海外留学による知識の輸入

の問題は、知の移行という問題もさることながら、言語・文化・習

慣・宗教等の違いを超えた文化摩擦の問題をも提示している。

もうひとつは、人間の幸福ということを、ブータン王国の国民層

幸福指標(Gross National Happiness, GNH)から探る試みも行

った。 

学術振興にかんしては、特に「芸術学」の取り扱いについて

検討した。従来、科学研究費で支給対象となっていなかった芸

術制作・実演も研究の重要なテーマであるとして、その領域に

関する知見を広めた。今ひとつには、日本の学術振興の意味

から、人文学・社会科学のすぐれた論文が、十分世界に発信さ

れていないという問題に対処するために、論文の集中的翻訳と

発表の機会を、たとえば論集の編纂という形で追究できないか、

可能性を探った。 

 

２．その他 

人文学・社会科学の領域全体を覆う研究会を学術システム

研究センター内で開催し、多くの知見を得た。 

 

人文分野にかかる学術研究動向に関する調査研究

及び学術振興方策に関する調査研究 

古東 哲明（広島大学大学院総合科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

研究協力者たち７名の支援をえて共同研究グループを組織

し、国内外の人文学をめぐる研究動向と学術方策について、

手分けしながらの調査を行った。国内では、日本倫理学会、日

本現象学会、日本美学会、宗教学会などを起点に、各専門領

域の重鎮ならびに若手研究者と面談し、最近の学問動向、お

よび若手研究者に対する本国の学術支援のあり方について、

意見交換をした。海外では、北欧、オーストリア、チェコ、スイス、

フランス、ポルトガル、イタリア、アメリカの主要な大学、研究所、

博物館、文化財保護団体などを訪問し、多くの研究者と意見

交換をし、世界的不況下でそれぞれの国々が学術研究に対し

知恵と工夫をこらしながら学術支援策を編み出しているありさま

を、実地に調査し貴重な資料を収集した。 

学術動向に関して特記すれば、ノルウェー科学技術大学哲

学科主任ヨナサン・ノーレ教授、ヘルシンキ大学音楽科エー

ロ・タラスティ教授と面談し、北欧の高等教育の独自性の秘密

が「放任と信頼」にあることを見聞した。たとえばフィンランドの

ばあい、「ボドムアップ」、「機会均等」、「地域主導」、「学費全

額免除」、「高い教師の質（修士号必須）」、「競争否定」、「自

発性推進」などが、その教育制度のキーワードだが、その根底

にあるのは学生に対する徹底的な「放任」と「信頼」だということ

である。 

また学術方策に関して特記すれば、チューリヒ大学神学 Samuel

Vollenweider 教授、ベルン大学神学部 Andreas Wagner 教授

およびMoisés Mayordomo-Marin 教授、パレルモ大学のジュゼ

ッペ・シルヴェストリ前総長(欧州大学協会理事)などから、ボロ

ーニャ改革以後のヨーロッパのとくに若い研究者への学術支

援策について意見交換し、定評のあった教授資格

（Habilitation）制度が崩れつつあり、かわって教授資格を取得

せずとも、博士論文に続く 2 冊目の著書さえあれば、新たな職

階である Juniorprofessor に就くことができる傾向にある欧州の

現況について、貴重な情報をえた。 

経済的苦境下での芸術・文化財方策のおもしろい試みに関

していえば、フランスで、ポンピドゥー・センターの姉妹館ポンピ

ドゥー・センター・メスやルーヴル美術館の姉妹館ルーヴル・ラ

ンスなどがあいついで設立され、国立美術館の簡便にして実

効性のある地方分権化策が試みられていたことは、じつに示

唆的であった。 

定点的に 3・11 大震災をめぐる人文学分野の活動を調査し

ているが、本年度はとくに人文学分野の諸学会にておおくのシ

ンポジウムが開催され、豊かな精神文化の萌芽さえみられた。

また、関連する図書が続々と出版された。問題の大きさと深刻

さを、人文学的思索として昇華させ学問の言葉へ結晶化させ

るのに時間はかかったが、膨大な貴重な思索の成果があらわ

れている。その詳細な図書目録をも作成した。 

 

博物館学・文化財科学分野に関する学術研究動向

調査研究 

神庭 信幸（独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館・

保存修復課長） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によって被災

した文化財の救出、一時保管、安定化処理の状況と学術的支

援、そして本格修理、安定収蔵、博物館活動などこれからの課

題に関する動向調査を実施した。 

平成 23 年 3 月 30 日に文化庁主導で発足した「東北地方太

平洋沖地震被災文化財等救援委員会」は、独立行政法人国
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立文化財機構の他に 22 の関係団体が参加し、活動は平成 25

年 3 月末まで行われた。今回、博物館（M）、図書館（L）、公文

書館（A）が参画、そして美術・歴史・民俗・考古・自然史資料が

同列でレスキューの対象になった点は画期的な活動である。 

災害地からの文化財の救出は、福島県を除き平成 24 年度

末でほぼ終えている。岩手県では全体で 40 万点を超える文化

財、宮城県でも同程度の点数が被災して救出されたと考えら

れているが、依然として正確な数字は把握されていない。福島

県では放射能汚染の影響から、平成 24 年度になって初めて

本格的な救出活動が開始された。警戒区域の双葉町、富岡町、

大熊町から救出した資料は、警戒区域外の相馬市にある施設

に現在一時保管されている。救出された文化財資料は、一時

保管場所への移動、そして津波によって付着した汚染物の除

去を行う安定化処理が行われる。最も多くの資料が被災した陸

前高田市では、市立博物館・海と貝のミュージアム・市立図書

館・埋蔵文化財整理室の資料は閉校になった小学校、岩手県

立博物館、全国の自然史系博物館、冷凍庫に分散保管され、

それぞれの場所で現在も安定化処理が行われている。 

平成 24 年度から始まった被災ミュージアム再興事業では、

年度後半から一時保管施設に運び込まれた資料に対する具

体的な事業が開始された。最も大きな課題は、安定化を終え

た被災資料を安全に保管するための安定収蔵施設の不足で

あり、当該事業によって保管施設の整備を図ることが可能にな

った。また、安定化をさらに促進するための事業、安定化を終

えた資料の本格的修理事業の実施が、これにより可能になっ

た。ただし、本事業の継続は平成 24 年度から 5 カ年程度と言

われているが、被災資料総てが安定した状態を取り戻すには

今後 10 年は必要であると考えられ、行政側の姿勢と現実の間

には大きな開きがある。 

今回の震災では、これまでわが国では余り経験したことのな

い災害に遭遇し、総ての対応は手探りから始めざるを得ない状

態であった。現在も調査研究と実際の処置を同時並行で行う

状態である。次の大災害が予測される中、文化財保全の体制

を確立し、如何なる状況にも対応できる組織と手法を早急に準

備する必要がある。そのためには、こうした視点をもつ学術研

究が、分野を超え、かつ大規模になされなければならない。 

 

中国哲学分野に関する学術研究動向調査研究 

二階堂 善弘（関西大学文学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国内の研究動向の調査については、まず平成 24 年 10 月に

は大阪市立大学で開催された日本中国学会第 64回大会に参

加した。通常の発表に加え、二松学舎大学・関西大学のＣＯＥ

の成果についての報告があった。最新の研究動向にふれると

ともに、多くの研究者との交流を行った。次に平成 24 年 11 月

に名古屋大学で開催された日本道教学会第 63 回大会に参加

した。また同時に研究発表も行った。 

 国外の研究動向の調査については、平成 24 年 6 月に中国

湖北省の荊州市に赴き、関帝廟関連のシンポジウムに参加し、

発表を行った。現地の研究者と情報交換するとともに、地方自

治体の事業と研究との関連についても調べることができた。平

成 24 年 11 月には台湾に行き、新港の奉天宮が主催する媽祖

国際シンポジウムに参加し、発表を行った。ここでは地域コミュ

ニティと研究の関連について観察し、また台湾の非常に多くの

研究者と交流を行うことができた。さらに平成 25 年 1 月には、

台北の中央研究院で開催されたシンポジウムに参加し、発表

を行った。こちらにおいても、中央研究院に所属する多くの若

手研究者と交流し、最新の研究動向について調査することが

できた。 

 中国哲学研究、また道教研究においても、グローバル化と情

報化が急速に進展している。すでに主要文献についてはデー

タベースを使って検索することが当たり前になっているし、また

論文などの研究資料も、インターネットを利用して入手するの

が一般的になりつつある。 

 例えば、中国大陸では CNKI によって学術雑誌や紀要など

がほぼ網羅的に利用可能となっているし、台湾では博士論文・

修士論文検索システムなどがすでに完備している。これに比し

て日本の中国学における情報化はまだ遅れていると言わざる

を得ない。欧米の研究者からも、日本の論文の利用のしにくさ

は常に言及されるところである。この面に関しては、もっと改善

が必要であろうと考える。 

 

言語学・言語教育学分野に関する学術研究動向調

査研究 

野田 尚史（人間文化研究機構国立国語研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

本年度は，言語学に関しては日本の研究動向を中心に調

査研究を行った。言語教育学に関しては，中国とフランスの研

究動向を中心に調査研究を行った。 

【言語学の調査研究活動】 

 日本の言語学を中心に，最近発行された書籍や学会誌のほ

か，学会の大会などを対象に研究動向を調査した。その結果，

次のようなことが明らかになった。 

  (1) 中堅以上の研究者を中心に，専門書の出版が盛んで，

研究活動が活発に行われている。一般向けの書籍や教科書も

新しい工夫がされたものが多くなっている。 

  (2) 若手の研究者を中心に，コーパス（電子化された大量

の言語データ）を使った研究や，学際的な研究など，従来とは

違うタイプの研究が増えている。 

  (3) 言語研究者の間にも社会貢献意識が高まってきている。

言語系学会連合が市民との対話を目的とした「ことばカフェ」を

始めるなど，新しい動きが見られる。 

【言語教育学の調査研究活動】 

 中国とフランスで学会の大会に参加したり現地の研究者から

聞き取りをしたりして，両国の日本語教育学や外国語教育学の

動向を中心に調査研究を行った。その結果，次のようなことが
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明らかになった。 

  (4) 日本と中国の関係悪化に伴い，中国で開催が予定され

ていた日本関係の学会の大会が一部中止になるなどしたが，

そのような分野の中国人研究者は冷静であり，日本語や日本

語教育だけではなく，日本の政治や軍事などの研究でも，従

来どおり，客観的な分析を行っているようである。 

  (5) フランスでは中国語教育や韓国語教育が盛んになり，

相対的に日本語教育の重要性が下がってきているが，日本語

学習者や日本研究を志す学生の絶対数は特に減っていな

い。 

  (6) フランスの言語教育学では「言語を使って何ができる

か」という観点による言語学習のガイドラインである「ヨーロッパ

言語共通参照枠」を強く意識するようになってきているが，伝統

のある大学では昔ながらの言語教育が行われているところが

多い。 

 

日本文学（古代）分野に関する学術研究動向調査研

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 

本年度は、三年間の任期の最終年度にあたる。過去の二年

間と同様、専門調査員の専門分野である日本文学（古代）の学

術研究動向の調査を行ったが、同時に日本文学全般、さらに

は海外における日本学研究の動向についても併せて調査を

行った。以下、字数の制約もあり、海外の学術研究動向の調査

にのみ絞って記す。 

 今年度は、イタリアとフランスの日本文学の研究状況につい

ての調査を行った。イタリアは『日本文学のことばの力』と題す

るシンポジウム（イタリア日本研究学会と国文学研究資料館と

の共同シンポジウム）に参加し、出席者から、イタリアの研究状

況の詳細を知ることができた。イタリアにおいては、古典から近

代文学まで、きわめて良質な研究者が輩出しており（とりわけ

近世）、研究の水準も相当に高いことが、シンポジウムの内容

からうかがわれた。昨年の EAJS の大会で抱いた印象とは異な

り、日本学への関心が、イタリアの人文学の累積された知に支

えられていることを実感した。発表においては、とくに多言語化

の状況下における「越境」の問題が取り上げられていることが

注目された。同様な印象は、パリのイナルコにおいても得られ

た。フランスも伝統的に人文学を大切にして来た国だが、イナ

ルコの日本文学の研究部門においても同様であり、近年、『源

氏物語』を中心とする研究が、高い水準で行われていること

（毎年のように意欲的なシンポジウムが開催されている）、また

それを担う次代の若い研究者の育成が着実に進んでいること

が実感させられた。このあたりは、日本学が縮小に向かいつつ

あるドイツの状況とは相当に違うという印象を覚えた。 

 なお、当初の計画では、日中国交回復四十周年を記念する

北京日本学研究センターでのシンポジウムに出席して、中国

における研究動向を調査するはずであったが、尖閣列島問題

をめぐる混乱が予想されたため、遺憾ながらそれへの参加を見

送ることとした。 

ただし、中国における日本文学の研究は、北京日本学研究

センターなどの拠点を中心に、きわめて高い水準にあるといえ

る。新世代の研究者も着実に育ちつつある。ただし、先の尖閣

列島問題を端緒とする反日運動の気運が日本学に対する関

心に、短期的にせよ悪影響を与えることになるのではないかと

する懸念は依然として残っている。 

 

比較文学分野に関する学術研究動向調査研究 

管 啓次郎（明治大学理工学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

文学研究の多様性はとてもひとりの人間の視野に収まりきる

ものではない。本年度も、報告は筆者が直接に関わっているい

くつかの限定的分野での動向に留めざるをえない。問題意識

を列挙するなら、１）詩と声の直接性。２）先住民文学と現代世

界。３）画像と言語による自然表象。４）移動と多言語性の想像

力。５）多言語・多方向の翻訳。といった括りが成立するだろう

か。 

 台湾南部・蘭嶼での生活文化調査は、「原住民」（先住民の

こと）文学の理解に大きな示唆を与えてくれた。文学の大きな

部分が土地に根ざす以上、土地の実相を見る努力は欠かせな

いことを、改めて認識した。とりわけ東日本大震災後、声がもつ

直接的な力について考えることが多かったが、明治大学にて

私が主催したシンポジウム「詩は何を語るのか？」や、私も関わ

っている朗読劇『銀河鉄道の夜』の各地での上演では、人の想

像力を根源的に規定する「声」について本質的な問題提起が

あったと思う。詩の実作者としても稔りの多い経験を、たとえば

スロヴェニアの詩祭での招待朗読などで得ることができた。 

 創作における多言語性、多「場所」性は、現代世界文学に通

底する主題だ。今年度もいくつかの機会にスラヴ語圏、ドイツ

語圏、ラテンアメリカのスペイン語・ポルトガル語圏、カリブ海域、

アジア諸地域と日本語世界の文学的インターフェースに浮か

ぶ紋様を、じっくりと点検し、各圏の研究者たちと意見を交換

することができた。その掉尾を飾ったのが本年３月の台湾・東

海大学でのシンポジウムで、ふたりの基調講演者、リービ英雄

（日本語で書くアメリカ人作家）とワリス・ノカン（中国語で書く台

湾原住民作家）の位置と言語意識の苛烈さに、世界文学の最

前線をまのあたりにする思いだった。 

 現代の文学研究の最重要の分野がエコクリティシズム（環境

思想と文学の接合）だというのは筆者のかねてからの持論だが、

地球という惑星における生物多様性に直接関わってくる、ヒトと

いう種の想像力の訓練は、今後いよいよ火急の課題となるだろ

う。私が代表を務める「文学・環境学会 (ASLE-Japan)」におい

ても、ささやかながらそのための貢献となる議論をつづけたいと

願っている。 
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史学分野に関する学術研究動向調査研究 

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 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により、東北地

域の大学を中心として全分野の研究活動に多くの支障を生じ

たが、同時に災害史・環境史などへの一般的な関心の高まり

があり、この問題に関する研究が社会的関心を呼ぶことになっ

た。総合系として環境学が大きく取り上げられ、複合領域で自

然災害科学・防災学が大きな位置を占めるようになり、人文社

会系人文学分野内の史学分科に環境史、災害史が取り入れ

られた。このように総合的、複合的な研究の進展を見ているが、

同時に茨城大学、米沢短期大学などでは、破損した史料の復

旧に向けての実践的な活動も行われている。 

7 月には第 10 回考古学と中世史シンポジウム「水の中世－

開発・生活・災害－」に参加し、報告「中世における水田開発と

鉄生産」を行う。参加者から開発、生活、災害に関して多くの

情報が寄せられた。9 月には東京大学史料編纂所にて公開研

究会「協調作業環境下での中世文書網羅的収集における古

文書学の再構築」において、報告「『鎌倉遺文』未収録の荘園

帳簿について」を行う。デジタル化社会における史料学のあり

方に関する貴重な情報を得ることができた。10 月には日本史

研究会とともに行われた村の戸籍簿シンポジウム(立命館大

学）において報告「古代のムラと中世のムラ－連続・非連続に

ついて考える－」を行う。京都大学名誉教授の大山喬平氏ほ

かの研究者から関西における史学分科に関するさまざまな情

報を聴取することが出来た。12 月には、中国の清華大学、南

開大学、韓国の漢陽大学、台湾大学の研究者 20 名を招請し

て早稲田大学において第 4 回東アジア人文学フォーラム「危

機と再生－グローバリズム・災害・伝統文化」を開催。基調講演

「文化的景観の危機と再生－東アジアの村落景観をめぐって

－」を行う。講演では、日本、バリ島、中国を扱ったが、さらに韓

国、台湾の参加者からも貴重な意見をいただくことが出来た。 

2013 年 3 月にはフランス、ストラスブール大学のキャンパス

にある Maison Universitaire France-Japon で講演「日本および

東アジアにおける村落景観と現代社会」を行った。 

 

史学分野に関する学術研究動向調査研究 

木畑 洋一（成城大学法学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

課題１）史学（歴史学）をめぐる現在の動向とその問題点・課題

について 

 最近の動向としては、東日本大震災後に強調されるようにな

った、歴史震災学ともいえる学問の構築をめざす動きが、さま

ざまな形で進んできていることをまず指摘しておく必要があろう。

地震や津波などの災害史に対する取り組みは広がってきてい

るし、震災に備えての資史料の保存対策に向けた運動も活発

さを増している。東日本大震災をこれまでの震災史上例のない

ものとした、福島第一原発事故問題に関わる歴史的研究も、歴

史学につきつけられている課題である。人類史の中での核を

めぐる問題群の中で、いわゆる「原子力の平和利用」について

は、チェルノブイリ原発の事故などがすでに存在したにもかか

わらず、歴史的研究が進んできたとはいえない状況にあるが、

現代史上の大きな問題である。筆者も、イギリスの原発問題に

ついての歴史的検討に着手したが、まだ本格的に取り組むに

至っていない。 

 昨年の報告書において重点を置いたグローバル・ヒストリーの

研究も進展している。この問題に関しては、2012 年 4 月末に韓

国の李花女子大（ソウル）で開催されたアジア世界史学会の第

二回大会に参加して、さまざまな国の歴史家（アフリカの歴史

家を含む）との意見交換を行った。いずれの国においても、西

欧中心主義的な歴史観を克服するための試みがなされている

こと、またそのような研究を歴史教育の場に生かすための努力

が払われていることが印象的であった。 

 歴史教育という面では、日本学術会議が提起した「歴史基

礎」という科目の高校教育への導入をめざす動きが地道に進

められていることが重要であろう。この「歴史基礎」の具体的内

容をいかなるものにするかについて、必ずしも明確な像が結ば

れているとはいえないことをはじめとして、課題は山積している

が、それを克服しての実現が目指されるべきであろう。 

課題２）世界史の中での現代世界の位置についての、帝国史

研究の観点からの考察 

 筆者は、帝国主義の時代から現在に至る世界の変化を、帝

国主義世界体制の成立、変容、崩壊という視点から描く作業を

続けているが、2012 年度には、その一応の結果を、木畑他著

『帝国と帝国主義』（有志舎）の「総論 帝国と帝国主義」という

形で世に問うことができた。2012年 12月には、米国のテキサス

大学教授で、イギリス帝国史研究の第一人者であり、最近 The 

Ashgate Research Companion to Modern Imperial Histories を

編集するなど、帝国史・帝国主義史全般にわたる研究を先導

している、Philippa Levine 教授を招聘して、東京で二回、大阪

で一回研究会を開催し、帝国史研究の先端的研究動向につ

いての意見交換の場を設定した。 

 

文化人類学分野に関する学術研究動向調査研究 

山田 孝子（京都大学・名誉教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

国外における研究動向として、ヨーロッパ宗教研究協会

2012 年次大会(EASR2012)（ストックホルム、2012 年 8 月）、アメ

リカ人類学協会第 111 回年次大会（サンフランシスコ、2012 年

11 月）における大会テーマ、セッションの構成などをもとに分析

した。また、ウメオ大学サーミ研究センターおよび歴史・哲学･

宗教学部訪問（2012 年 8 月）、アラスカ大学アンカレッジ校アメ

リカ・インディアン、アラスカ先住民、ハワイ先住民長老のため

の国内資源センター訪問（2012年 11月）による意見交換をもと

に、先住民研究の最前線を検討するとともに、ウズベキスタン、
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中央アジア地域を対象とする欧米諸国の人類学的な学術文献

（著書・論文）をもとに中央アジア研究動向を検討した。 

その結果、従来のテーマに加え、多様な宗教を想定した

「神」の概念の再検討、先住民研究における先住民の視点の

重視といったような方法論の再検討や、高齢化の問題、境界と

越境、トランスナショナリズム、人権と擁護、イスラーム、ネオリ

ベラリズムなどの世相を反映する現代的課題、あるいはモラリ

ティや自己といったよりミクロな心の問題への関心が明らかにな

った。 

一方、国内における学術動向は、日本文化人類学会第 46

回研究大会（広島大学、2012 年 6 月）、鹿児島大学国際島嶼

研究センター主催シンポジウム（2013 年 2 月）、琉球大学国際

沖縄研究所主催国際シンポジウム（2013年 3月）への出席、日

本文化人類学会各地区研究懇談会等をもとに検討した。その

結果、文化人類学分野において、従来と同様の研究テーマと

ともに、コミュニティとアイデンティティ、集団と共同性といったよ

うに、これまでの民族アイデンティティ論から地域コミュニティや

多様な集団を想定した「共同性」の問題へと関心の展開がみら

れた。また、「医学･医療系教育における文化人類学」「グロー

バル支援の人類学」「復興･教育･地域社会－3.11 と人類学」な

どの分科会にみるように、人類学の社会的還元あるいは応用

的･社会的実践の問いかけは今後の文化人類学研究の一つ

の方向性となりうることが予見される。  

 

人文地理学分野に関する学術研究動向調査研究 

高木 彰彦（九州大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

平成24年度は人文地理学関連の学会に積極的に参加し最

新の学術動向の把握に努めるとともに、人文地理学関連の代

表的学会誌（『地理学評論』・『人文地理』）に掲載された論文

のデータベースを作成し、執筆者の性別・身分別・年齢別・居

住地域別等の特徴とその経年的変化の把握に努めた。得られ

た知見の概要を以下に記す。 

 二つの学会誌に掲載された論文の執筆者の属性について、

10 年ごとの変化(1990-2 年・2000-2 年・2010-2 年)の傾向を把

握した。 

①両誌とも論文掲載数が漸減傾向にある。これは地理学・人

文地理学分野の将来性という点では由々しき事態である。 

②性別では両誌とも1990-2年には女性の割合は１割に満たな

かったのが、2000-2 年以降は１割を越えるようになった。年齢

別にみると、1990-2 年では 30 歳代が最も多かったのに対して

2000-2 年では 20 歳代が最も多くなる。こうした執筆者の低年

齢化は大学院生の執筆者が増えたことに起因するものである。 

③大学院生の執筆者が増えた要因として 1990 年代に進行し

た大学院重点化が考えられる。また、女性が増えた要因として

は、この重点化に加えて、「カルチュラル・ターン」と呼ばれる文

化・社会地理学の流行によって、研究分野が、産業地理に代

表されるような生産者中心的な視点から生活者中心的な視点

へと変化したことも指摘できる。こうした要因については、今後、

研究分野の変化について詳細に検討して解明する必要があ

る。 

④2000-2 年に増加した女性や 20 歳代の執筆者の割合は、

2020-2年になると勢いが止まり、減少すら見られるようになった。

このことは女性の大学院生の数の停滞を物語っている。こうし

た傾向が地理学独自のものなのか他の学問分野にも見られる

のかは今後の検討を待たねばならないが、少なくとも地理学・

人文地理学においては、将来の研究者を目指す大学院生の

研究・教育活動を魅力あるものにしていく努力が必要とされて

いる。 


