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人文分野 

古東 哲明（広島大学大学院総合科学研究科・教授） 

 

研究協力者たち４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、担当を分担しながら調査した。 

 国内では、日本哲学会、日本現象学会、東方美学会、日

本美学会、宗教学会、日本倫理学会、日本イギリス哲学会

などを起点に、各専門領域の重鎮と面談し、最近の学問動

向、および若手並びに女性研究者に対する本国の学術支援

のあり方について、意見交換をおこなった。 

 海外では、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イタリア、

スペイン、ポルトガル、韓国、アイルランドなどの大学、

研究所、博物館、文化財保護団体などを訪問し、多くの研

究者や院生たちと意見交換をし、それぞれが学術研究に対

し知恵と工夫をこらしながら、独自で真摯な学術支援策を

編み出し実践しているありさまを、実地調査し貴重な知見

や資料を収集した。 

 学術動向に関して特記すれば、ベルギーの人文学におい

て、日本と同じような困難な問題──たとえばグローバリ

ズムと自国アイデンティティの齟齬や、英語中心主義との

葛藤とか、社会貢献を求められる痛苦とか──に逢着し、

困難な中でもしたたかに真正面から課題に取り組む姿勢

の重要性を教えられた。 

 学術方策に関して特記すれば、ブルガリアの学部教育の

充実した在り方を学んだ。さらに、スペインのサンチャ

ゴ・デ・コンポステーラ大学の在り方には目を見張るもの

があった。この大学は、痛苦の巡礼者への救済事業と一体

化して樹立され、身体や法律や制度の痛苦や桎梏と対面す

る中に、その学術や研究や教育の営みを構築しており、こ

こにこそ学術の神髄があるということを、現物にて教えら

れた。少なくとも人文学という学問には王道なし。こうし

て生まれて生きて死ぬ、その生死の光と影、痛苦と愉悦と

に、愚直に対面する姿勢から、すべてが生まれることを確

信した。 

 

 

 

人文学（とくに日本史を中心とした日本学）の分

野 
古瀬 奈津子（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学

研究科・教授） 

 

日本史を海外との関係から捉え直す試みの一環として、

国際研究セミナー「東アジアにおける礼・儀式・支配構造

の比較史的研究」を科学研究費補助金（基盤研究（B））と

共催で２回開催して新しい学術研究動向を探った。古代の

国際関係において、日本と中国の二か国間の関係だけを考

えるのではなく、中国を中心とした新羅や渤海、東部ユー

ラシアの国々の関係の中で日本が占める位置づけを全体

的に考察する必要があることが改めて認識できた。すなわ

ち、日本側からみた国際関係では一面的なのであり、国際

関係全体の中で日本の動向を位置づけることが重要なの

である。その結果、日本を相対化することが可能となる。

同様のことは、古代史だけではなく、近代史においても言

えることが確認できた。なお、律令国家成立期だけではな

く、９世紀以降の律令国家の展開期においても東部ユーラ

シア世界という視点が有効であること、仏教という視点が

この時期の国際関係においても意味があることが明らか

になりつつある。 

 また、日本古代の文字文化など日本の基盤的文化の形成

期である７世紀には、中国の直接的な影響ではなく、朝鮮

半島の影響を強調する説が近年示されており、今後の研究

の深化が期待される。 

儀式は、歴史学・文学・思想・民俗学・文化人類学など

の諸分野において、重要な研究テーマであり、地域や時代

を問わずに設定できるテーマでもある。中国の礼と比較し

た外交儀礼や喪葬儀礼の研究が盛んであるが、その他の礼

や儀式についても研究の進展が望まれる。 

  「海外の日本学研究」は、現在では日本側が啓蒙すると

いう段階ではなく、海外で行われる日本学ならではの斬新

な視点や成果を吸収することが可能な段階に達している。

近年、日本の日本学関係研究教育機関では、毎年のように

国際シンポジウムが開催され学術交流が行われている。国

際日本学コンソーシアム（於お茶の水女子大学）において、

海外における日本学研究は語学を道具化することなく、社
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会的文化的文脈における相互理解、自己相対化を行うとこ

ろに意義があるという講演があった。これは、日本史を海

外との関係から捉え直すことにより、日本を相対化できる

という前述した意義とも共通している。海外における日本

学研究の意義と日本における海外を見据えた研究の意義

は、自己を相対化することができるという点で一致するの

である。 

 

中国哲学・印度哲学・仏教学分野 

二階堂 善弘（関西大学文学部・教授） 

 

 グローバル化の波は筆者の専門とする中国哲学の分野

にも押し寄せてきている。またインド哲学・仏教学におい

ては、早くからのグローバル化、ネットワーク化に対応し

ているところが多く、参考にすべき点が数多くある。 

 特に、仏教学における SAT（『大正大蔵経』データベー

ス）、INBUDS（インド学仏教学論文データベース）はい

ち早くネットワークに対応し、いまでは世界中のインド

学・仏教学研究者に必須のツールとなっている。グローバ

ル化の成功例とも言えよう。 

 一方で中国哲学の分野においては、横断的なデータベー

スや論文検索ツールなどは存在しない。これらは中国や台

湾・香港に負っているところが多い。これからの改善が待

たれるところである。特に中国大陸の CNKI（中国論文デ

ータベース）は非常に網羅的であり、桁違いの情報量を持

つものである。日本でも参考にすべき点がある。 

 海外の研究者からは、日本の論文が検索してもヒットせ

ず、かつ論文もダウンロードが出来ないという点が不満で

あると常々聞いている。中国学や仏教学においては、日本

研究者の論文の評価は高い。それだけに利用面でグローバ

ル化に対応が遅れているのは残念である。むろん、大学や

研究機関におけるリポジトリによる論文アーカイブズは

それなりに進展してきているものの、まだ十分とは言えな

い。特に学会における取り組みが散発的であるのは問題で

あろう。 

 ところで科学研究分野に大きく影響を与えた問題と言

えば STAP 細胞問題である。これは人文系の諸学会の会合

でも大きな問題として取り上げられた。特に、研究者のコ

ンプライアンスについては、人文系分野でも問い直さなけ

ればならない問題となっている。 

 人文系のコンプライアンスのあり方、グローバル化、ネ

ットワーク化に対する対応など、これまで以上に研究者自

身が考えていく必要があると思う。 

 

芸術学（美術史） 

坂上 桂子（早稲田大学文学学術院・教授） 

 

１、「日本におけるアジア美術研究の現状と未来への展望」 

日本における美術史研究の現状は、相変わらず“西高東

低”にある。我が国で最大規模の美術史を扱う学会「美術

史学会」の 2014 年全国大会における発表分野をみると、

日本美術 26 件、西洋美術 22 件とほぼ同程度であるのに対

し東洋美術は 2 件と極端に少ない。これは同大会の前年度

における 6 件に比しても少なく、東洋美術専門学会の存在

を加味したとしても、アジアへの関心はさらに低くなって

いるようだ。美学会においても、全国大会でのアジア美術

関連の発表は 2 件だけであった。一方で、本大会には「福

岡アジア美術トリエンナーレ」の見学会が含まれていたが、

展覧会ではアジアの近現代作家を扱う新たな研究視点が

近年展開されている。日本における東洋美術研究は、中国

を中心とした伝統美術について世界をリードするきわめ

て高い質の研究を誇る一方で、同分野の担い手の少なさ、

さらには地域的・時代的広がりについてもいまだ限定的で

ある点が指摘できよう。現在美術館主導で展開されつつあ

るアジア美術への新たな視点による関心が、若手の研究者

の間でさらに本格的研究として展開されることが望まれ

る。 

２、「海外における『日本の戦後美術』という領域への関

心の高さ」 

海外では日本の戦後美術への関心が、近年ますます高ま

りつつある。最近のニューヨークのグッゲンハイム美術館

における「河原温展」や、ソウルの芸術の殿堂における「草

間彌生展」はその例だが、欧米にはじまった関心はアジア

にも広がりつつあることを示している。こうした世界的関

心の高さは、今後、この領域における本格的研究へつなが

っていくと考えられる。 
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３、「アメリカにおける現代美術への関心の高さ」 

アメリカでは現代美術への関心が高く、2014 年夏ホイ

ットニー美術館で大々的に開かれたジェフ・クーンズの個

展やディア・ビーコンの展示にかかる話題性の大きさと人

気の高さは、それを示す一端だろう。またニューヨーク大

学大学院の学生および教員を通して行った調査によると、

若手研究者の多くが、20 世紀美術を研究対象としているこ

とが明らかになり、同様の傾向はやがて日本でもみられる

ようになると考えられる。 

４、「アジアの研究者たちにみられる新たな学術交流の傾

向」 

近年アジアの研究者の交流は盛んだが、中国、台湾、韓

国、日本の大学で構成される「アジア人文学フォーラム」

に参加したところ、アジアを対象とする研究者だけではな

く、欧米文化を専門とするアジアの研究者たちの参加が目

立ち、新たな学術交流が展開されつつあることに注目でき

る。 

 

哲学・倫理学分野－東アジアにおける応用哲学・

倫理学の研究動向に関する調査研究 

水谷 雅彦（京都大学大学院文学研究科・教授） 

 

 近年、日本、中国、韓国、台湾、シンガポール、インド

などの東(南)アジアにおける哲学研究者の連携が開始され、

多くの国際研究集会が開催されるようになっている。その

多くは、古典的な哲学研究のトレーニングを積んだ研究者

が、西洋の古典的な哲学者を哲学史的に研究するという伝

統的スタイルから離れたものであり、そこでの成果は東ア

ジアにおける哲学研究の新しい潮流を形成しつつあると

いっても過言ではない。とりわけ、応用哲学あるいは応用

倫理学と呼ばれる研究領域において、その進展は目をみは

るものがある。しかし、それも現在のところは、分析哲学

や現象学といった既存の研究分野別に別れた形での共同

研究が主流であり、新しい東アジアの哲学を総合的に構築

するという点では不満が残る。本調査研究においては、こ

のような現状を、各研究集会の実地調査とそれに参加して

いる東アジア各国の研究者からのヒヤリングをもとに実

証的に把握した。 

 全体としては、東(南)アジアの哲学研究は、自国内で大

学院教育を受け、そのまま自国で研究職につくといった従

来のパターンから、欧米（とりわけ英語圏）で学位を取っ

た後に自国で教職につくというパターンへと大きく変化

しているといってよいであろう。しかし、その研究内容は、

欧米圏での議論を「翻訳」、「輸入」するといったことにと

どまるものではなく、それぞれ独自の「アジア哲学」を構

築しようとする意欲にあふれたものが多い。今後の共同研

究の進展によって、新しい哲学の研究動向が生まれること

が期待される。 

 ただ、問題点としては、ほとんどすべての研究集会にお

ける使用言語が英語に限定されていたということを挙げ

ることができよう。これは世界的な動向としてはいたしか

たのないことなのかもしれないが、哲学という学問の性質

を考えたときに、この英語偏重主義はいささかの反省を必

要とする。日本語、中国語、韓国語等のアジア諸語を母語

とする哲学研究者が国際的な共同研究を行う際の使用言

語という問題は今後も議論されるべきであろう。 

 

日本文学分野－日本文学研究への展望 
鈴木 健一（学習院大学文学部・教授） 

 

○作品をていねいに読むことが文学研究の最も根幹にあ

らねばならない。伝本、文壇、伝記、また出版、情報伝達

のありかたなどできるかぎり詳しく解明されるべきだが、

作品の読みが伴っていないと文学研究としては物足りな

い。今の研究者はそこから逃げていないか、自戒をこめつ

つそれを問いたい。 

○分野間連携、国際化に乗り出していくと、いきなり議論

が大きくなりすぎて、これまで培ってきた国内の研究者に

よる充実した研究のよさが生かされにくくなる。それは国

内の研究が細分化されすぎているからでもある訳だが、細

分化（専門化）は研究が進展しているということでもある

わけだから、必ずしも否定的にばかり捉えられるものでも

あるまい。大きい視野と細かな分析、そのバランスをどう

取るかはこれからの課題である。 

○韓国でも日本語を学ぶことに比べて日本文学への関心

は薄いという。実用性が優先されるということらしい。韓
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国での工夫でおもしろいと思ったのは、日本語しか使って

はいけない寮があるということ。そこで暮らした学生と話

をしたが、留学経験がないのに日本語が堪能だった。 

○日本文学協会が、従来の大会運営を大きく変えようとし

ている。シンポジウムのみだったのを、ラウンドテーブル

五つを新たに加えた。これによって、若手の積極的な参加

を促すということらしい。 

○日本近世文学会では、和本リテラシーの活動が盛んで、

今年度の春季大会でも「翻刻の未来」というシンポジウム

が行われた。 

○これからは、専門教育も大事だが、リベラル・アーツ（教

養教育）も重要になってくる。ただ、その場合でも、教員

の専門に即して深めた上で、幅広い教養を身につけられる

ように授業をするべきだろう。そのためのコンテンツとし

て、千年以上の歴史があり、多彩な内容を含む日本文学は

きわめて有用である。そのことを日本文学研究者はもっと

積極的に訴える必要がある。 

 

言語学・応用言語学分野－対照言語学研究と応用

言語学研究の接点－ 

堀江 薫（名古屋大学大学院国際言語文化研究科・教授） 

 

本年度は日本語学会、言語学会、関西言語学会、言語科

学会、認知言語学会、日本語文法学会、語用論学会、国立

国語研究所国際シンポジウム「移動事象の言語化における

類型と認知」、第１０回話しことばの言語学ワークショッ

プ、第１回京都語用論コロキアム、社会言語科学会、「こ

とば・認知・インタラクション３」において研究動向調査

を行った。 

その中で、言語間の相違点・類似点を体系的に解明する

ことを目指す「対照言語学」と、母語と異なった外国語を

習得する過程の観察・分析や効果的な外国語教授法の開発

を目指す「応用言語学」の両方の分野の交差する研究領域

の最新動向を反映するものとして、国際シンポジウム「移

動事象の言語化における類型と認知」（7 月）に注目した。

同シンポジウムは、諸言語が「移動」という出来事を言語

化する際に、「移動の経路」を into のような不変化詞（例：

英語の前置詞）によって表し、動詞は「移動の様態」を表

す英語のような言語（walk into of the room）と、日本語

のように「移動の経路」が動詞によって表される言語（「部

屋に歩いて入る」）という２つの言語のタイプに分かれる

という仮説をめぐって、「対照言語学（言語類型論を含む）」

と「応用言語学」（第一言語習得・第二言語習得）双方の

分野の最先端研究者が様々な共同研究の成果を討議・共有

した。言語間の相違・類似を記述・説明する「対照言語学」

分野と母語と外国語の習得パターンの相違の解明を目指

す「応用言語学」分野の双方の課題を一つの仮説において

探求できる不易流行というべき研究課題であり、今後の新

たな展開を期待させるものであった。 

これ以外に、本年度は、「対照言語学」「応用言語学」の

境界領域で生産的に研究を展開している２名の研究者に

よる公開講演会を名古屋大学で企画実施した。張麟声氏 

（大阪府立大）「言語の類型的特徴を捉えるための対照研

究：その可能性と限界をめぐって」（3 月６日（金））；南雅

彦氏（サンフランシスコ州立大／国立国語研究所）「テキ

ストと語り・談話¬¬ — 空間的・時間的距離のある事象の

語りの日英両語の比較対照から認められる言語多様性・固

有性」（3 月 25 日（水））。 

 

文学分野 

明星 聖子（埼玉大学教養学部・教授） 

 

 本年度は、人文学のなかでも文学研究分野の動向をめぐ

って、国内の文学関連の諸領域の研究者たちとの情報交換、

また関連学会への参加、さらには海外の重要な文学研究拠

点の研究者たちとのインタビューを重ねながら調査をお

こなった。その結果、大まかに次の三点の知見を得た。ひ

とつは、文学研究という中区分領域の内部における分野横

断的な交流の必要性である。学際的な研究といえば、文理

という大枠を越えた融合がよく語られるが、しかし人文学

の枠内における小規模な越境はあまり着目されていない。

とくに人文学のさらに内部の文学研究は、国別、言語別、

時代別、ジャンル別とじつに細かく分化しているのだが、

それらの小さな隣接領域相互の交流ですらほとんど試み

られてもいないのが実状である。文学研究が「文化」とい

う独自性の探究に関わる学問である以上、細分化は必然で
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はあるのだが、しかし今後は、通底する課題に共同で取り

組みながら、文学研究領域ならではの連携、いうならば独

自性をそれぞれ保ったままのゆるやかな融合のあり方を

模索してみる必要があるように思う。二つめは、その共通

課題のひとつと見なしうる問題、すなわち文学研究資料基

盤に関わる問題の重要性である。ここ二〇年ほどで急速に

発展した情報メディア環境は、文学研究の土台を成す「書

物」に非常に大きな変容をもたらしている。それ自体は繰

り返し指摘されているものの、その変化に対して文学研究

者がいかに関与していくか、受け身ではなくいかに主体的

に働きかけていくかの検討はまだあまりなされていない。

欧米ですでに広く認識されているとおり、その方向での取

り組みは、文学研究が高度な専門性を保持し続けるための

不可欠な課題なのであり、その部分における日本の現状は

若干立ち後れているといわざるをえないだろう。第三点は、

文学研究の読解手法をメディアリテラシー教育につなげ

ていく可能性である。現代のメールやＳＮＳといった書き

言葉が主体のコミュニケーションが抱える諸問題につい

ては、書き言葉の信頼性をめぐる分析や検討に関わる文学

研究の手法が有効に機能する可能性がある。人文学全体が

大幅な縮小傾向にあるなか、もっとも有用性が乏しいとい

われる文学研究に社会的貢献の道があることを示すのは

重要であるように思われる。 

 

ヨーロッパ史・アメリカ史分野 

小田中 直樹（東北大学大学院経済学研究科・教授） 

 

1.1.本事業の課題は、以下の二点である。 

1.1.1.課題(1)：第二次世界大戦後の日本において、西洋史

学はいかなるテーマに取り組んできたかを、数量的に明ら

かにするため、日本における西洋史学のデータベースとも

いうべき『史学雑誌』「文献目録」に掲載されている西洋

史学関係アウトプットのデータ化を進める。 

1.1.2.課題(2)：日韓の西洋史学者による意見交換の場を設

け、「アジアで西洋史を研究する」という点で同様の条件

にある韓国の西洋史学界は今日いかなる状況にあるかを

実証的に確認するとともに、日本の史学史・歴史学界の現

状と比較する。 

1.2.本事業の成果と知見は、以下のとおりである。 

1.2.1.課題(1)：当該「文献目録」を 1984 年度から 1999 年

度までの 16 年分データ化した。 

1.2.2.課題(2)：Japan-Korea Joint Seminar on Western 

Historical Studies in East Asia II の組織、第 2 回日韓西

洋史フォーラムの主催を通じ、韓国西洋史学界の現状およ

び史学史について知見を得るとともに、昨年度に引き続い

て日韓の歴史学史の比較を進めた。さらに、第 2 回日韓西

洋史フォーラム後の研究打合せにおいて、第 13 回国際歴

史学会（2015 年 8 月、中国・山東大学）におけるイブニ

ング・セッション「歴史と倫理」（オーガナイザ：イム・

ジヒョン）への参加や、2016 年 4 月に「国際レビュー・

シンポジウム『国民を記述する』」（韓国・西江大学）の共

催を決定するなど、日韓西洋史学界の交流促進に貢献した。

さらに、これら過程を通じて、日韓において支配的な歴史

意識・歴史認識がともに一定程度ナショナル・ヒストリー

をこえた地点に達していることや、日韓両国におい西洋史

学界の世代交代が、労働市場における定量的および定性的

な需給ギャップ（超過供給）という問題を孕みながら進行

しつつあることに気づいた。これら知見を生かしながら、

日韓西洋史学界の異同の確認と交流の促進を進めること

が、今後の課題である。 

 

考古学、日本史分野 

鋤柄 俊夫（同志社大学文化情報学部・教授） 

 

2014 年度の調査では、各地の博物館や遺跡を訪れ、ま

た歴史学研究会、日本考古学協会、史学会などに参加し、

その中から大きく３つの特徴が見えてきたと考えている。

第１点は「地域研究の新たな展開」であり、第２点は「総

合研究の具体的な姿」であり、第３点は「東アジア視点に

よる新しい文化概念の創造」である。第１点は東北史学

会・福島大学史学会・史学会の共催による、シンポジウム

「東北史を開く－比較の視座から－」と鹿児島県歴史資料

センター黎明館で開催された特別展「南からみる中世の世

界」を象徴とする。前者は東北を起点とした研究発信とい

う新たな方向を探求した、きわめて意欲的なシンポジウム

であり、後者は東アジア文化圏の玄関口としての南九州の
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歴史的意義に注目し、同じ標題のシンポジウムとあわせて、

やはり地域に立脚した積極的な研究発信がおこなわれた。

このような研究は、昨年の特徴であった「総括」とその背

景にあった世代交代を経て、これまでの研究を再評価する

中で、いずれも地域に根ざしながらも、その成果を、ひろ

く日本列島をこえた世界に発信することが意識されてい

る点に特徴がある。 

第２点は歴史学研究会で開催された「いま、歴史学に何

ができるかⅡ」の「特設部会 資料保全から歴史研究へ」

など、地域との連携もふくめた実践的な総合学の形で、こ

れまでは主に考古学分野で多くおこなわれていた地域連

携活動とあわせ、多彩な研究領域を巻き込んだ新しい総合

学として期待される。 

第３点は、九州考古学会と嶺南考古学会による「海洋交

流の考古学」に象徴される。まさに東アジア交易圏の中核

となる沖縄という場所の意味をふまえ、活発な議論がおこ

なわれた。また、海に囲まれた日本列島という地勢的な面

に着目した沖縄県立博物館の特別展「水中文化遺産」は、

沖縄を中心とした海底遺跡を網羅したものであり、とくに

中世後半における東アジア交流の活発さを確認させてく

れるものであった。 

以上のような学会および博物館企画から研究動向をま

とめると、分析科学などによる客観性の高い情報共有が一

般化していく中、世代交代期を経て、地域における研究の

深化が、博物館関係、学校、埋蔵文化財センターなどに在

籍する、いわゆる在野の研究者の活躍もふくめて進行して

いるように考えられる。これらの研究をさらに発展させる

ためには、広い範囲での研究環境の充実をはかる施策が期

待され、それをふまえて地域発信の研究と全体史視野の体

系的な研究との関係などが、今後どのように進化するか注

視してゆきたい。 

 

人文地理学分野－ボーダースタディーズを中心と

して 

高木 彰彦（九州大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

1990 年代以降、グローバル化が進行するとともに旧社

会主義諸国の解体により新たな国家が成立し、多様な学問

分野において国境線や国境地域に対する関心が高まって

きた。それは、国境や国境地域という物理的な境界にとど

まらず、内なる境界、つまり社会集団や空間に対するアイ

デンティティや認識の差異化への関心をも喚起し、いわば

ハードな境界とともにソフトな境界に対する関心も高ま

ったのである。 

そこで、2014 年 6 月にフィンランドのヨエンスーとロ

シアのサンクトペテルブルクで、初めて世界大会が開かれ

た「境界地域研究学会」 (Association for Borderlands 

Studies, ABS)に参加・発表するとともに、学術研究動向

の把握に努めた。 

 本学会の特筆すべき点は、ボーダースタディーズの研究

内容の幅広さである。一般にボーダースタディーズという

と、国境紛争や国境管理・政策など、かなりハードなイメ

ージを持つが、こうした側面だけでなく、国境地域の表象

やイメージ、国境線を隔てた人々の移動の問題や文化的・

社会的差異の問題や芸術の対象としての国境など、いわば

ソフトな側面に関する研究も多く、ボーダースタディーズ

の内容的豊富さや幅の広さを指摘できるとともに、本学会

は多様な学問分野の研究者が集う学会だといえる。 

さらに特筆すべき点は、参加者には地理学者が多いこと

に加え、国境線を挟む二地域で開催し、途中で国境線を越

えるフィールドトリップを設けるなど、地理学が持つ特徴

もふんだんに活かされており、地理学と密接な関わりを持

つ学会だということである。日本の地理学では国境や国境

問題に関心を持つ研究者は少ない。これは、海外の地理学

では、例えば都市計画など応用的・政策的な側面について

もカバーするのに対して、日本では基礎的な部分のみを地

理学が担当し、応用的・政策的な側面は工学が担当すると

いう学問のナショナルカラーの違いをも反映しているが、

見習うべき点であろう。 

 

文化人類学分野 

窪田 幸子（神戸大学大学院国際文化学研究科・教授） 

 

文化人類学分野の複数の学会に出席、セッションの動向

や発表内容についての調査を行った。アメリカ、 ワシン

トンでのアメリカ人類学会(ＡＡＡ)年次大会は、世界中か
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らの６０００人の参加者を集める大規模なもので、現在の

文化人類学の代表的な国際学会である。近年の学問動向を

知るのに最も適切なものであった。 

学会発表のテーマは多種多彩であったが、新しい理論的

枠組みに対して昨年度から継続して大きな興味が集まっ

ていた。全体的にいって、博物館、観光、先住民、物質文

化、環境、開発などの応用人類学的なテーマの研究が中心

的になってきており、現代社 会の現実的問題に対応しよ

うとする傾向が強まっていた。現代社会との具体的対応を

模索するテーマが中心的といえた。  

日本の文化人類学会は５月に幕張メッセにおいて、

IUAES の中間会議と文化人類学会年次大会が、国際会議

として合同開催された。日本文化人類学会の学会員数は約

２０００人であるが、この大会には、内外から１０００人

の参加があり、熱意ある発表が数多く行われた。ここでも

アメリカ人類学会と同様の傾向がみられ、開発 や少数者

政策など応用人類学的テーマが増加していた。また、日本

ではグローバル対応が議論の一つのポイントになってき

ていることも併せて特記される。 

オーストラリアではオーストラリア国立大学、クィーン

ズランド大学の人類学動向について担当教官にインタビ

ューを行った。少数者(先住民)研究が若干下火になってき

ており、開発、環境問題への関心が高まっているという。 

アジアでの研究動向についての調査も行った。台湾、韓

国では国内の少数者(先住民、移民)の研究の高まりがみら

れるとのことであった。タイなど数か国についての文化人

類学動向の聞き取り調査と、少数民族表象についての動向

調査も行った。多くの国で、現地研究者による文化人類学

研究はまだ数が少なく、少数者文化の保護の問題、観光と

少数民族などのテーマが中心的な傾向がみてとれた。 


