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人文学分野（とくに日本史を中心とした日本学）の

分野に関する学術研究動向及び学術振興方策―日本

学におけるグローバル化と情報発信― 

古瀬 奈津子（お茶の水女子大学基幹研究院・教授） 

 

 日本学のグローバル化の例として、日本古代を東部ユー

ラシアとの関係で捉え直す試みの一環で、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」

を科学研究費助成事業（基盤研究（Ｂ））と共催で開催し、

学術研究動向を調査したことを挙げたい。近年、天聖令を

用いた日唐令比較研究が行われているが、その中でも特に

喪葬令と喪葬儀礼の比較研究が日本、中国、台湾などで盛

んである。近年の特徴としては、従来の律令制成立期では

なく、その後の展開期を対象とするようになったことが挙

げられる。唐代にとどまらず、唐滅亡後の中国、たとえば

呉越国や宋代との関係を研究する例もある。 

海外文化の受容としては、海外から将来された典籍の国

風化の問題もある。従来、国風化は、遣唐使廃止後に中国

との関係がなくなってから起きたと考えられてきたが、唐

風化により齎された中国文化を基盤として国風化が行わ

れたことが近年指摘されている。このように、国際関係の

中の日本、海外との比較研究、海外文化の受容の問題は、

古代におけるグローバル化の問題であり、古代だけではな

く近現代に至るまでわが国では共通性のある研究テーマ

と言えよう。 

平安時代史（９－１２世紀）の再構築も、昨年度いくつ

かの学会の大会で取り上げられた研究テーマである。その

際、儀式の変化と摂関政治の関係が切り口となっている。

律令制成立以後の時代について、院政期も含めて古代史・

中世史双方の視点からの検討が望まれる。 

「日本学におけるグローバル化と情報発信」については

国際日本学コンソーシアムを「異文化研究と日本学」のテ

ーマにより開催し、中国・台湾・韓国・イギリス・フラン

ス・チェコ・アメリカ等から教員・院生を招聘して、日本

および海外の日本学研究者養成に貢献した。情報発信とし

ては、日本史史料のデータベース化についても調査検討し

た。アルファベット表記など国際発信の際には注意すべき

点も多い。 

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） 

 

 地球環境問題や広がる社会格差、難民問題といった社会

問題に真摯に応えるためには、地域密着型の人文学の創出

が求められている。本研究では、文化人類学、宗教学、ジ

ェンダー研究の分野を中心に、社会問題への取り組みとい

う観点から調査を実施した。 

 文化人類学・民軍研究：戦争や軍隊、平和構築は重要な

研究課題であるという認識に基づき、テル・アビブとコペ

ンハーゲンで開催された民軍関係のワークショップに参

加し、意見を交換した。さらに、ノルウェーでは、軍隊と

宗教との関係についての比較研究の企画があり、2016年 4

月に予備会議が開催されている。日本では「戦争社会学研

究会」の取り組みが注目されている。 

 文化人類学一般：摂食障害、鬱、引きこもり、アトピー

性皮膚炎、イタリアでの脱施設化、トラウマなど医療人類

学の分野での研究が注目されている。また、リスクや災害

に関わる研究の書籍刊行が相次いでいる。観光に関しては、

アウシュヴィッツや広島、長崎など、大量の死者を出した、

いわゆる人類の「負の世界遺産」や、こうした出来事の記

憶をめぐるポリティクスが注目されている。 

 ジェンダー研究: 2012年以後、日本社会においても貧困

に苦しむ女性（シングルマザーや若年層）と売春が社会問

題としてルポルタージュなので取り上げられるようにな

った。国際的には人身売買との関係で売春が注目されてい

るが、他方で、売春を犯罪かすべきではなく、仕事の一つ

と捉え、その労働改善を目指す動きもある。最近では日本

の占領期における米兵相手の売春、戦時での性暴力などの

研究が相次いで公刊されている。 

 宗教学：東日本大震災以後宗教の社会貢献が重視され、

宗教者や宗教団体の活動とともに、研究も盛んになってい

る。学術的には、近代仏教やオカルトといった言葉で総称

される一連の宗教実践についての研究が、国際シンポジウ

ムの開催などを通じて飛躍的な発展を遂げつつある。 
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芸術学（美術史）分野に関する学術研究動向―美術

史学の研究における近年の潮流と２１世紀の展望 

坂上 桂子（早稲田大学文学学術院・教授） 

 

 美術史の学術動向を牽引する美術史学会の全国大会は

2015年 5月 22日(金) ～ 5月 24日(日)、  岡山大学・津

島キャンパス にて開催された。大会内容について分析す

ると、以下のようになる。 

        2015年    2014年    2013年 

①日本美術    15件     26件     14件 

②西洋美術    15件     22件     17件  

③東洋美術     1件      2件       6件 

 東洋美術関係の発表の急激な低下が昨年度も見られた

が、本年度は、さらにその傾向が強まった。東洋関係の美

術史研究について、発表の場が必ずしも美術史学会に限ら

れずほかにもあることを考慮しても、美術史研究の核とな

っている美術史学会全国大会においてのこうした結果に

ついては注視されるべきと言えよう。美術史学会の活動に

おいてはまた、永青文庫で開催された「春画 Shunga 展」

の開催に合わせ、2015年 11月 9日（月）シンポジウム「美

術史研究における春画の位置」が開催されたが、展覧会と

の連携による有効な学術活動として注目できる。 

美学会は、2015年 10月 10日(土) ～ 10月 12日(月)、 早

稲田大学・戸山キャンパスにて開催された。美学会の特徴

は、「若手フォーラム」と称し、修士課程の学生など若手

研究者にひろく発表の機会を設けていることである。2014

年までは当番校企画としてあったが、2015年より美学会の

正式な企画となり、発表のなかから簡単な審査を経て、論

文をウェッブサイトに掲載する新たな取り組みもはじま

った。これにより発表機会の少なかった若手研究者にとっ

ては貴重な機会が提供されるようになり、若手の育成にお

ける貢献が期待されよう。実際、若手フォーラムの発表数

は 29 件となり、分科会も「西洋美術」「音楽」「20 世紀ア

ート」「美学」と多様な発表に対応するための枠組みをつ

くることとなった。このことは若手の研究者で、発表を試

みる意欲的研究者が多数存在する現状があることを示す

ものである。また、主として博士課程以上の研究者による

研究発表についても 29件の発表があり、分科会は、「造形

美術」、「写真・映像」、「身体」、「美学」、「デザイン」、「映

画」と幅広い分野の研究をカバーするものとなり、研究内

容における多様性が目立った。これらの発表内容について

さらに踏み込んでみると、文化政策と芸術、障害と美学、

映像と食、生命科学とメディア、美学と精神医学といった

例にみられるような、分野横断的視点が目立ち、今後の研

究動向は、より多様化するうえに学際的な要素が高まるよ

うに考えられる。 

 

 

哲学・倫理学分野に関する学術研究動向 –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） 

 

 国際的な研究集会に関しては、1５年度においては、特

に後半より学内の管理職に就任したために昨年までのよ

うな海外での調査活動は激減したが、センター長を務める

「京都大学文学研究科附属応用哲学・倫理学教育研究セン

ター」における各種の国際的研究集会やセミナーを通じて、

情報を収集し、意見交換を行った。これについては、数が

多いので、センターのウェブサイトを参照願いた

い。http://www.cape.bun.kyoto-u.ac.jp/ 

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。 

 

 次に国内の倫理学関係の学会の動向につき報告する。倫

理学の領域においては、個別発表においては従来の伝統的

な規範倫理学に関する報告の他に、応用倫理学系の報告が

増加の傾向にある。また、倫理学教育、道徳教育への関心

が高まっており、複数の学会において、それらに関するシ

ンポジウム、ワークショップが開催されたことも、人文学

http://www.cape.bun.kyoto-u.ac.jp/
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の社会的役割の再考が求められている現在、特筆すべきこ

とだろう。また、いずれの学会においても、3.11というこ

とが、今なお連続して問われ続けていることは高く評価で

きるものである。 

 

 

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） 

 

 本調査は、ともすると散乱的傾向をもつと見なされがち

な「思想史」研究の可能性を吟味すべく、「学際性」と「国

際性」の二つをキーワードとし、研究の現状と課題を調査

の焦点に据えて、実施された。具体的には、海外諸大学の

研究者を訪問し、インタビューを行い、意見を収集すると

ともに、それら大学で行われている研究集会、シンポジウ

ムに参加するだけでなく、研究員自身も日本精神史に関す

るそれぞれ異なる 4件の講演を行って、参加した海外研究

者の反応を測った。国内では、注目に値する若手研究者を

訪ね、インタビューを行い当該研究分野の現状と課題につ

いて調査した。 

いずれの調査からも浮かび上がってくる思想史研究上の

キーワードは「越境」である。従来の思想史研究といえば、

著名な思想家のテクストに内在的に沈潜し、その展開を追

跡するというイメージが濃かったが、今日、思想という営

為が他の知的分野と緊密に結びついていることの自覚が

深まり、それに伴いジャンル的に、あるいは科研細目的に、

異なる分野の研究者とコラボレートしていく傾向が、顕著

なものとなってきたといえる。歴史的な思想家自身が同時

代の多様な知識人・芸術家たちとの交流のなかで育ってい

ったことを考えれば、そうした傾向はむしろ自然なものと

いえよう。一個の《思想家》という存在を「確たる基体」

と考えること自体、特殊かつ歴史的な人間存在論によって

規定された研究スタイルであり、そうした存在論の説得力

の喪失が、こうした傾向に反映されているといえるかもし

れないし、旧来のスタイルの研究が、そうした反省的自覚

を伴わないまま、ただ継続されているだけだとするならば、

それは学問的怠慢もしくは浅薄さの表れともみなしうる

とさえ、研究員などは考える。調査に応じてくれた海外研

究者および国内の若手研究者たちも異口同音に「越境」を

語り、さらに既存ジャンルの解体(とまでいわなくとも変

容)への志向を持ち合わせていたことを記しておく。 

 

 

日本文学分野に係る学術研究動向に関する調査研究

━特に日本古典文学に関して 

鈴木 健一（学習院大学文学部日本語日本文学科・教授） 

 

○どの学会に行っても、若い学生・研究者の数が減り、年

齢層があがったという印象を受ける。その分、緊張感も減

ったと感じるのは、穿ちすぎだろうか。学会が、内輪の人

たちによって構成されているため、未知の人にも自分の学

説をきちんと伝えなくてはという必死さが欠けてはいま

いか。自己への反省・戒めもこめて、そう記しておく。 

○既成の研究の枠組みは、それが妥当かどうか常に問われ

なくてはならない。その枠組みを「破壊」する研究と、「破

壊」した後、再び「建設」する研究があるように思う。前

者が華やかでもてはやされがちだけれども、後者も評価さ

れないといけない。「破壊」した結果「建設」もできると

いうのが一番いいと思うが、ただ「破壊」しただけという

場合もある。「破壊」と「建設」両方を一人でやらなくて

もいいのかもしれないが。 

○文学研究は劣勢だと言われて久しい。それを打開するに

はどうしたらよいか。一つは、文学固有の問題にあくまで

も拘って、とことん突き詰めて行くことが必要だろう。一

方、どこかでそれを開いて行かないといけない。そのバラ

ンスをどう取るか、よく考えてみたい。 

○ひらめき☆ときめきサイエンスの視察で、日本大学松戸

歯学部へ行った。ふだん会えない理系の先生方とお話しで

きて、大変有益だったし、啓発された。理系の発想や成果

を文系もいい意味で摂取できたらいいと感じる。 

○フランク・フェルテンズ氏（コロンビア大学大学院生。

琳派の研究者）と話し合った。大きい構想力と緻密な資料

調査がある研究内容に感じ入った。文学研究も美術史との

関連を視野に入れないといけない。 

○外国への発信ということが重視されつつある。理系では
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とうの昔になされており、人文は遅蒔きながらということ

なのかもしれない。ただ、日本人としてきちんとした日本

語で論文、著書を書くということも疎かになってはいけな

い。日本人の研究者は日本語のきちんとした業績があるこ

とも重要な評価項目であってほしい。もし、それを軽んじ

ると、日本人としての独自性が失われ、ひいては日本の人

文学も廃れてしまうし、日本の社会も衰退してしまうだろ

う。 

○資料を整理するなどといった、モノを扱う研究が幅を利

かせていて、テキストの精読が疎かにされている。テキス

トをきちんと読むことこそが文学研究の王道ではなかっ

たか。ただ、若い研究者たちに文芸的な思考が薄れている

のも事実で、いたずらに嘆いてばかりはいられない。どう

やって自分の思いを伝え、どの程度現実と妥協するのか、

思案のしどころだ。 

 

 

言語学の萌芽的研究領域に関する学術研究動向―相

互行為言語学・認知類型論を中心に― 

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、国際学会として国立国語研究所国際シンポジ

ウム「文法化：日本語研究と類型論的研究」、国際語用論

学会、2015 Summer Joint Conference of the Linguistic 

Science Society, the Korean Association of Language 

Sciences, and the Mirae English Language and 

Literature Society (conference theme: “Variousness 

and Uniqueness of Cross-Linguistics")、International 

Conference on the Japanese Language and Cultural 

Studies in Pune: Past, Present, and Future 、

International Symposium on Noun-Modifying Expressions 

in South Asian Languagesに参加し、国内学会として日本

言語学会、日本認知言語学会、日本語文法学会、日本語用

論学会に参加し、各学会において研究動向調査を行った。 

これらの動向調査の中で、「相互行為言語学」に関しては

12月に名古屋大学東山キャンパスで開催された「日本語用

論学会」年次大会において、また「認知類型論」の領域に

おいては、12月にデカン大学（プネー市、インド）で開催

された「 International Symposium on Noun-Modifying 

Expressions in South Asian Languages」において、それ

ぞれ特に重要な知見が得られた。具体的には、前者におい

て、シドニー大学の Nick Enfield 氏がラオ語の詳細なフ

ィールド調査に基づく相互行為言語学の最新の知見を基

調講演、公開講演会、シンポジウム、ワークショップにお

いて発表した。同氏の近著の邦訳である『やりとりの言語

学』（大修館書店）もこの機会に出版され、相互行為言語

学研究の最新の動向を把握する上で重要な契機となった。 

また、後者の国際学会では、南アジア諸語の「関係節」「名

詞補文」などを含む名詞を主要部とした複文構造に関して、

多くの研究発表がなされた。これまでの日本語を中心とす

る東アジア言語においてこれらの複文構造が発達した文

化的動機付けや語用論的な解釈の融通性に関して認知類

型論的な観点から先駆的な研究がなされてきたが、今後南

アジア諸語の名詞を主要部とした複文構造に認知類型論

的な分析を援用していく積極的な展望が得られた。 

 さらに、3月にタイ国における「相互行為言語学」「認知

類型論」の研究動向調査を行い、特に前者の領域において

生産的に研究が行われていることが確認された。今後、日

本とタイの相互行為言語学研究者同士一層の研究交流の

促進が期待される。 

 

 

文学分野に関する学術研究動向 

— 資料基盤の整備をめぐる領域横断的な新たな潮

流 

明星 聖子（埼玉大学大学院人文社会科学研究科・教授） 

 

 今年度は、文学研究の領域横断的な活動のなかでも、と

くにその資料基盤をめぐる問題に焦点をあてて、最新の学

術動向を調査した。 

 今回もっとも重要な知見を得たのは、共同研究プロジェ

クトとして自ら企画した国際シンポジウムにおいてであ

る。10月 11日と 12日の 2日間、埼玉大学東京ステーショ

ンカレッジで、ディルク・ヴァン・ヒュレ教授（アントワ

ープ大学）とジョアン・ディオニシオ教授（リスボン大学）

を招いて、「近代日本の教養形成とテクスト編集」をテー
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マに開催した。基調講演のタイトルは、それぞれ「英米独

仏の狭間の文献学」、「国境を越えた文学古典と文献学」で

あり、両講演ともドラスティックに変化する情報メディア

環境下での資料基盤整備において、グローバルな文献学的

検討の重要性を強調するものであった。 

 このときの議論で得た学術動向の情報のひとつとして、

ヨーロッパの人文学における文献学再考の傾向が挙げら

れる。philology という学術分野名は、ナショナリズムと

のかつての関連を想起させるとの見解から、1980年代以降

ヨーロッパ各地の大学の学部名や学科名からほぼすべて

抹消された。現在でもそれを「古い」学問と見なす点では

変わりはないものの、昨今の人文学再興へ向けての世界的

取り組みのなかで、その人文学の起源や伝統をめぐる考察、

とくに件のネイション概念を思考する文脈で、再評価がな

されているようなのである。 

 その他インタビュー等の調査を通じて得たもうひとつ

の重要な知見は、人文学研究の土台となるテクストを、た

んなる文字情報の集合体ではなく、物理的資料として扱う

方法論の社会的有用性である。デジタルメディアの普及に

よって書き言葉での情報収集やコミュニケーションが主

流になった現在、「テクストを正しく読む」技術は、専門

家や学生のみならず一般の人々まで深く身につけるべき

ものとの認識が生じてきた。この点で、これまで文学研究

が書物論やメディア論まで組み合わせて発展させてきた

テクストの精読や読解をめぐる理論や技法を、いかに広く

一般にも伝えていくかという、いわば文学研究のアウトリ

ーチ活動の検討が今後重要となってくるといえるだろう。 

 

 

ヨーロッパ史・アメリカ史分野に係る学術研究動向

に関する調査研究 

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

を実証的に確認し、日本の史学史・歴史学界の現状と比較

するとともに、国際的な信頼醸成措置の構築に対して西洋

史学が貢献する方策について検討する。 

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 1980 年度から 1983

年度までの 4年分データ化した。 

1.2.2.課題(2)：国際シンポジウム「東中欧・ロシアにお

ける歴史と記憶の政治とその紛争」を共催するとともに、

メイントークに対してコメントをおこなった。また、国際

歴史学会の最終セッション「歴史と倫理」において、コメ

ンテータを担当した。これらにより、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、今日の国際関係の

なかで信頼醸成措置構築のために東アジアの西洋史学が

なしうることについて知見を得た。さらに、2016年 4月に

開催予定の「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）について、準備のための意見を交

換することにより、日韓西洋史学界の交流の促進に貢献し

た。これら活動をおこなうなかで、「ナショナリズム促進

の手段から信頼醸成措置構築の手段への自己転回」という

西洋史学の課題を再確認し、また西洋史学（のみならずひ

ろく人文社会科学総体）にとって制度・財源などインフラ

ストラクチュアが重要であることを理解した。今後は、こ

れら成果のうえに立ち、西洋史学の社会的意義について検

討を進めてゆきたい。 

 

 

考古学、日本史分野に係る学術研究動向に関する調

査研究 

鋤柄 俊夫（同志社大学文化情報学部文化情報学科・教授） 

 

 2015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

の中から今後の歴史研究にとって重要な、次のようなテー
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マが見えてきたと考える。それが地域史研究の枠をこえた

「全体史を照射する地域学」であり、キーワードは「境界

研究」「復興学」そして「国家と宗教」である。 

 「境界研究」は、近年地球規模の研究テーマとして注目

されてきているが、文化伝播や文化変容のメカニズムとそ

の影響など、国内においても普遍的かつ現代性をもった研

究テーマである。 

このキーワードに関係する研究活動として北海道考古

学会 2015 年度研究大会では、北海道の文化変化の背景に

ついて、サハリンとオホーツクの文化変化との関係が、空

間的かつ時間的にも広い視野で再検討され、東北学院大学

アジア流域文化研究所シンポジウムでは、畿内と北東北の

文化の交錯の様々な形が議論された。また九州考古学会長

崎大会では、有明海を巡る土器文化の意味について瀬戸内

との関係が検討された。 

「復興学」については、10世紀代に２つの大きな噴火に

見舞われた北東北の状況について、岩手県立博物館の『火

山灰から社会をよむ』が、その復興のメカニズムを具体的

に示し注目された。 

「国家と宗教」については、中世都市研究会上越大会の

放生津と放生津八幡を中心とした報告が、秀吉以前に全国

統一をなしとげたともいえる足利義満の再評価とあわせ

て注目された。 

これらの研究に共通する視点が「地域を起点に全体史を

考える」である。この研究を通じて、政治の中心地とそれ

以外の地域とが、有意な関係でニュートラルに全体史を語

る、「全体史を照射する地域学」とも言うべきテーマの展

開が期待される。 

以上のような研究の動向は、福岡市立博物館の『新・倭

国展』など在野の研究者の活躍もふくめた研究の深化が、

世代交代期を経て進行してきた結果とみられる。また分析

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、中塚武氏の『酸素同位体比年輪年代法がもたらす新し

い考古学研究の可能性』は大きなインパクトを歴史研究に

与えているが、名護屋城博物館が公開したＡＲ展示も、歴

史研究の新しい形として注目された。これらはこれからの

総合研究の新しい姿となろう。 

この「全体史を照射する地域学」は地域創生の原動力と

言えるものでもあり、その推進のためには、今後一層広い

範囲で、この分野に関わる研究環境の充実をはかる施策が

必要であると感じた。 

 

 

文化人類学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究―先住民研究分野を中心に 

窪田 幸子（神戸大学大学院国際文化学研究科・教授） 

 

 キーワード：先住民／少数者、美術工芸、表象 

先住民／少数者研究は、特にアメリカ、カナダ、オースト

ラリアにおいて盛んであり、近年大きな展開と、関心の集

中がみられる分野である。本年度は、とくに彼らが製作す

る美術工芸品にかかわる研究の展開が大きくあり、その問

題を中心とした国際シンポジウムが複数開かれた。この一

年にこのような展開がみられたことは、先住民についての

学術的興味が各国で高まってきていることを象徴してい

る。5月にはイギリスで、10月にはカナダで大きな展覧会

とシンポジウムが開催された。ここでは、博物館と少数者

の問題、少数者の表象、彼らのエンパワーメント、など多

数の論点が出ており、文化人類学だけでなく、芸術学、博

物館学、開発学などの分野との議論が重要な点となってい

た。先住民／少数者をめぐる研究は今後も学際的な学術研

究が展開されることが予想される。 

 国内の文化人類学会年次大会は、600 人ほどの参加者を

集め、例年通りの盛況ぶりで開催された。国際学会では、

英語による若手研究者の発表が顕著に増えていることが

指摘できる。テーマとしては、開発、教育などにかかわる

応用人類学への関心の高まり、少数者に関するテーマが目

を引いた。 

 世界文化人類学会連合の会合では、各国の文化人類学の

現状について知る機会を得た。そこでは、多くの地域で、

日本と同様の人文科学への風当たりの強い状況を経験し

ており、その中において、特に若手教育にどのようにとり

くめばよいかを模索されていた。財政的にとくに若手が困

難な状況におかれていることは日本と共通している。その

中にあって、積極的な活用がみられる地域もあり、このよ

うに、各国の状況を比較し、知見をえることは、国内のこ
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の分野の発展にも重要であると考えている。 

 

 

人文地理学分野に係る学術研究動向に関する調査研

究―人文地理学における研究者の再生産と学際的研

究の動向をめぐって 

岡橋 秀典（広島大学大学院文学研究科・教授） 

 

 今年度は、近年の人文学全般にも関わる問題として、①

若手研究者の育成と、②学際的研究の動向を、地理学、人

文地理学にしぼって調査した。 

 ①は、日本地理学会、人文地理学会の会員データにもと

づき分析を行った。判明したのは、大学院後期から PD に

あたる 25-29歳の層のシェアおよび実数は大きく減少して

いないことである。他方で、我々の実感では、基幹的な大

学院での学生数の減少、学会誌掲載論文数の減少という事

実がある。この両者はどのように整合的に解釈されるだろ

うか。考えられるのは、後期課程の学生でも、大学院が増

えたこともあり研究者をめざさない者が少なからずみら

れること、母国への帰国を前提とする留学生が増えている

こと、それらと関連してか学生の論文生産性が低下してい

ることである。これらのことは 30 歳代の会員数の顕著な

減少とも調和的である。以上のことは、地理学、人文地理

学における研究者の再生産と水準の維持について危惧を

抱かせるが、同時に、現行の大学院教育の見直しをも示唆

する。 

 ②は学際的な地域研究、中でも筆者が関わってきた現代

南アジア地域研究をとりあげる。平成 30 年度からは大型

の科学研究費で大区分、中区分といった学際的審査が実施

される予定であり、研究の企画にも学際的視点が強く求め

られる。しかしながら、そこには多くの課題も認められる。

ここでは学際的成果の強い「地域研究」、中でも筆者が関

わってきた現代南アジア地域研究をとりあげて検討した。

地域研究は総合化を求めるが、個別学問分野とのバランス

が難しい。「変貌するインド」のような、学問分野を超え

て関心をもちうるテーマを軸にすることで、学際的な対話

や問題関心の共有がある程度可能になると思われる。ただ、

地域研究全体に懸念すべき兆候を感じたことも事実で、こ

れは昨年度の調査報告で北米の日本研究の衰退に関して

河野勝氏が指摘された、社会科学全般の「脱地域化」傾向

と関わる。このことは、これからの日本の地域研究に徐々

に影響してくるように思われる。人文地理学と地域研究と

の関係では次の２点を指摘しておきたい。一つは、学際的

な地域研究で予め地理学的な問題が不可欠なものとして

位置づけられることは少ないため、分野を超えて問題提起

する姿勢が求められる。二つ目は、地域研究の国際化は著

しく、英語による国際集会、研究成果の海外における英語

での出版などが強く要請される。この２点は人文地理学が

学際的な共同研究に関わる際に特に留意すべき点といえ

よう。 

 

 


