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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） 

 

 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・基地問題：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、北米を拠点とする、

アジア研究の中心団体 Association for Asian Studies

（AAS）の年次大会において在日米軍についてのパネルに

参加し、沖縄・普天間の基地問題について報告した。そこ

で在日米軍や自衛隊を研究してきた文化人類学者に会う

ことができた。人文・社会科学を専門とする研究者が在日

米軍のような軍隊を取り上げる必要があろう。 

 文化人類学・民俗学（文化人類学、社会人類学）：近年

人間と非人間（動物、モノ、衣服、コンピュータなど）の

関係を探る研究が盛んとなっていて、複数の細目を横断す

る形で研究が実施されつつある。 

 観光研究：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」である。

フクシマの復興との関係で「負の世界遺産」やダーク・ツ

ーリズムが注目されているが、学術的にも包括的な分析が

求められている。 

 ジェンダー研究: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。今

年度は宗教と売春との関係について考察した。 

 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。 

人文学分野に関する学術研究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 

 第一次世界大戦までロシア、オーストリアの二大帝国の

支配下におかれた東中欧（ドイツとロシアに挟まれた地域）

は、第一次世界大戦後の民族自決原則に基づく国民国家形

成、第二次世界大戦中の独ソ占領による国家消滅、戦後の

再独立と社会主義化、1989/90 年の体制転換からヨーロッ

パ連合加盟へと、激動の 20 世紀を経験した。長らく鉄の

カーテンに閉ざされた東中欧では、史料等の公開も制限さ

れ、自由な歴史研究は困難であったが、体制転換後二十数

年をへて、ようやく日本でも現地語に堪能な若手研究者が

育ちつつある。特に、かつて多民族の混住地域であった東

中欧は、少数民族問題の歴史事例の宝庫である。本年度は

イディッシュ語ユダヤ人の民族文化運動に着目して、「イ

ディシズムとイディッシュ・ネイションの創造」をテーマ

とする国際ワークショップを開催したが、東京、京都の２

会場とも若手を中心に予想を超える研究者の参加があり、

当地域のユダヤ人問題、少数民族問題一般に対する関心の

高まりを示すものとなった。 

 上記の潮流とも関連して特筆すべきは、ティモシー・ス

ナイダーの『ブラッドランド』（2015年）に続き、本年度

は『ブラックアース』の邦訳もまた刊行され、2017年１月

には、科研・基盤研究Ｂ「異文化交流と近代外交の変容」

による招聘でスナイダーの３連続講演会が開催されたこ

とだろう。スナイダーは間違いなく今日、世界で最も注目

されるホロコーストならびにロシア・東中欧現代史研究者

の１人であるが、欧米では彼の評価は割れている。しかし、

いまだ東中欧研究者の層が薄い日本では、スナイダーのテ

ーゼに関して批判的議論を展開するにはいたっていない。 

人文学的地域研究における新たな潮流と展開 

 地域固有の伝統文化や工芸技術の継承と革新に関して、

人文学分野からいかなる研究課題の設定が可能か、その模

索を目的とし、金沢大学人間社会研究域附属地域政策研究

センターと中国広東省民間文芸家協会の主催で、中国広州
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市にて国際シンポジウム「アジアの伝統工芸の継承と革新」

を開催した。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、ミュンヘン大学、シ

ュトゥットガルト工科大学、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、研究員による講演も

実施し、聴衆との意見交換も行なった。また国内では、ハ

イデガー・フォーラム(名古屋大学)に参加し、ハイデガー

研究の現状を見るとともに、来日していた Günter Figal

フライブルク大学教授と意見交換も行なった。また複数の

若手研究者との面会を通じて、現在の思想史研究の動向を

調査した。 

 前年度の調査からもいえることだが、思想史の分野にあ

っては、旧態然とした歴史的思想家に立脚した学説研究か

ら脱皮し、問題となる事柄を、他のジャンルとの研究者と

の交流のなかで考察しようとする傾向が芽生え始めてい

る。それはまた、思想をいわゆるテクスト読解にのみ限定

しない方向性との連動している。考えてみると日本文化と

いうことでいえば、海外の関心が向けられているのは、た

とえばアニメや映画であり、食である。それらも人間の営

みから生まれたものである限り、「思想」なしではありえ

ないのであり、こうしたものも考察のなかに取り込まない

ならば、思想研究はぺダンティックな遊戯に終わるのでは

あるまいか。とくに原爆と原発のカタストロフィーを経験

した日本社会が、高度なテクノロジーの発展がもたらす諸

問題に対して、いかなる文化的思想的可能性を示せるのか

という知的関心は、海外で思想に関わる講演を行ってみる

と、研究者からも一般聴衆からも強く出てくる。そうした

可能性は、現在関心を集めている上記のような文化現象の

なかに含まれていることも大いに考えられるのであり、そ

れらを積極的に扱う思想史研究も今後増えてほしいと思

うし、今年度の調査の視野のなかに入ってくるものもあっ

たことを申し添えておく。 

 

 

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 文学部・教授） 

 

 近年、日本列島の各地では、伝統美術、民族美術、現代

アート、障碍者アート、手工芸、土産物といったジャンル

のカテゴリーと階層化を歴史的、あるいはジェンダーの視

座から問い直す試みが進展している。また上記のようなジ

ャンルの壁、階層性に対して疑問を呈し、境界を超えよう

とする研究や展示の試みも見られる。本年度は、設定した

課題に即し、フィールドワークを実施し、研究動向に関す

る以下のような知見を得た。 

加えて②では、アートの社会的機能、「検閲」をめぐる議

論が活性化したことに注目し、この問題にかかわる学術動

向を調査、またシンポジウムを企画・実施した。 

①地域の歴史と切り結ぶ現代アートとその展示 

１）アイヌ文化の振興にかかわるアイヌ・アート巡る新た

な動き 

２）東北地方の風土と歴史をアートによって現代に架橋す

る試み 

東北地方では、視点や場所を変えて興味深い展示が試みら

れている。厳しい自然環境、冷害、地震や津波といった災

害、原発事故など、辛い記憶に向き合う回路として「アー

ト」を生かそうとする意志が伝わる企画、展覧会が重ねら

れている。本年度に関して言えば、青森県立美術館開館 10

周年記念「青森 EARTH2016 根と路」展（2016年 7月）を

挙げる。 

３）「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 

  本年度では「Nous ぬう」展（2016年 5月 金沢 21世

紀美術館コレクション展）が、特に意欲的であった。「針
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仕事」する人々の営みの背景、歴史や社会を批評的に見つ

めようとする作家を多く含み、かつ展覧会の構成そのもの

に批評的な視線が行き届いていた。 

②アートの社会的機能、「検閲」をめぐる議論の活性化 

１）美術評論家連盟 2016 年度シンポジウム「美術と表現

の自由」 

2016年 7月 24日（会場：東京都美術館・講堂） 

２）2016 年ジェンダー史学会第 13 回年次大会シンポジウ

ム「日米関係の中の「戦後民主主義」再考―ジェンダー表

象からのアプローチ」 

2016年 12月 18日（武蔵大学江古田キャンパス 8号館） 

３）イメージ＆ジェンダー研究会 2016年 9月研究会 

ミニ・シンポジウム「孕む身体表象―その身体は誰のもの

なのか？」 

 2016年 9月 17日（土）（武蔵大学８号館 ８５０１教室） 

 

 

哲学・倫理学分野に関する学術研究動向 

檜垣 立哉（大阪大学大学院人間科学研究科・教授） 

 

 本年度は、フランス哲学および日本哲学の動向を調査す

るため、さまざまな文献を購入するとともに、内外の学会

において動向調査および発表などをおこなった。とりわけ

アメリカのインディアナ大学（および出版局）および、ブ

リュッセルでおこなわれたヨーロッパ日本哲学ネットワ

ークでは、現在の日本哲学の欧米でのありかたについて多

くの知見をうることができた。後者では英語における発表

をおこなったが、すでに二回目となる本学会では、多くの

欧米の研究者が日本語を解し、日本語での討議も可能なっ

ている状況であり、グローバル化の進展のなかで、日本の

哲学思想的世界がこれまで欧米の思想を輸入するだけの

時期は終わりをつげ、すでにフラットになった世界のなか

で日本の研究者がどこまでオリジナルなことを対等に発

信できるのかに焦点が移っていることを切実に感じさせ

るものであった。 

 また本動向調査の一環としてインドにおけるフランス

哲学系の学会にも参加し英語において発表をおこなった。

日本はフランス哲学および欧米哲学の摂取という意味で

はアジアで最先端を走っており､深い蓄積がある。しかし

別件で担当者が共同研究もおこなっている韓国や台湾に

おけるフランス哲学やヨーロッパ哲学の摂取の度合いは

凄まじい勢いであり、なおかつ英語論文の執筆という意味

では彼らの方が先を行く感もあり、この点でも協力は重々

必要であると感じていたところであるが、インドやシンガ

ポール地域であってもフランス哲学研究がある種の拡が

りをもって進められていることは、もちろんそことの連携

の不可避さも含めてさまざまな認識を改められた。もちろ

ん導入初期には政治哲学や芸術哲学への偏りが見られる

が、今後のグローバル化の進展は思いもよらない思想動向

を引きおこす可能性があり、日本のアカデミズムが欧米一

辺倒であった過去を急ぎ刷新すべき必然性を感じさせら

れた。 

 

 

言語学の主要領域に関する学術研究動向 －言語

学・日本語学・英語学・外国語教育・日本語教育に

関して― 

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 Syntax of the World’s 

Languages VII (SWL VII) に参加し、研究発表を行うと共

に、北米、中南米、欧州、アジアの言語学研究者との研究

交流及び学術動向調査を行った。また、日本言語学会、関

西言語学会大会、日本認知言語学会大会、朝鮮語研究会記

念シンポジウム「言語学と朝鮮語」、「名詞修飾表現の対

照研究」研究会、言語の類型的特徴をとらえる対照研究会、

動的語用論研究会、公開シンポジウム「日本語文法研究の

フロンティア―形態論・意味論・統語論を中心に―」、

Hisopra 研究会（歴史社会言語学・歴史語用論研究会）に

おいて、言語学、日本語学、英語学、日本語教育、外国語

教育の最先端動向の調査を行った。  

特筆すべき企画として、12月には日本語用論学会の基調講

演者として来日した Gunter Senft 氏（マックスプランク

心理言語学研究所主任研究員）を名古屋大学に招聘し

“Theory meets practice: H. Paul Grice’s Maxims of 

Quality and Manner and the Trobriand Islander’s 
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Language Use”という題目で公開講演会を行った。相互行

為言語学・フィールド言語学・言語人類学を専攻する学内

外の研究者が講演会に参加し、意見交換をする機会を得、

当該言語学分野に関する最新の研究動向を把握すること

ができた。 

また、2 月に大韓民国を訪問し、同国で韓国人を対象と

した日本語教育に従事する日本人専任教員から韓国の日

本語教育の動向に関する最新情報を得、同じ機会に、韓国

外国語大学教授の Seongha Rhee氏（言語学・英語学専攻）

の招聘で、韓国外国語大学で「 Language Contact, 

Linguistic Typology, and Cognitive Linguistics: A 

Cognitive Typological Analysis of ‘see’ in English, 

Japanese, and Korean」という招聘講演を行い、韓国にお

いて言語学、英語学、日本語学、日本語教育、外国語教育

を専攻している研究者たちと交流を深め、韓国においてこ

れらの学問分野で現在どのような研究が行われているか

を把握した。 

さらに、3 月にカンボジア国の研究教育拠点大学である

王立プノンペン大学日本語学科を訪問し、学科長ロイ・レ

スミ教授と面会し、同国における日本語教育および日本語

学の最新の研究動向について伺う機会を得た。 

 

 

文学分野に関する学術研究動向 -  文学研究および

文学教育におけ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） 

 

文学分野に関する学術研究動向をめぐる本年度の調査

によって、大まかにいって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日本を専門

とする研究者とその他の言語圏、文化圏を専門とする研究

者の連携の必要性である。今年度開催したいくつかの領域

横断的な研究会の機会にあらためて認識したのは、日本文

学研究者といわゆる外国文学研究者の間のある種の溝の

存在であった。まずそれを認めたうえで、両者の間に生じ

るさまざまな齟齬を相互に理解しようと試みた結果、その

相互理解はそれぞれの独自性の深い理解につながり、その

理解の過程が日本の文学研究成立の歴史的経緯の解明に

も結びつく点が確かめられた。日本の文学研究領域をより

グローバルに展開させ活性化させることが求められてい

るいま、その方向での検討の意義の大きさを再認識した次

第である。 

 今年度の第二の知見は、資料基盤整備の問題の検討を文

学教育に活かすことの有用性である。資料基盤をめぐる問

題は、昨年度重点的に調査したテーマであるが、今年度は

その成果をもとに文学教育での応用の可能性を探った。学

生たちとのテクスト読解の場に、テクスト供給者としての

視点を持ち込む実践をおこなったところ、ＳＮＳの普及に

よって自ら情報発信できる力を得た学生たちには、身近で

かつ重要な課題と感じられたようで、非常に活発な議論が

展開できた。 

 第三の知見は、文学研究資料をめぐる認識を広く共有す

ることの必要性である。上のような検討を教育に活かして

いくためには、文学研究資料のアーカイブやそれに関する

情報公開といった社会的条件の整備が不可欠である。今年

度の各種調査によって、さまざまな点でその整備の立ち後

れが確認されたが、その立ち後れの要因を探って重要と思

われたのは、整備以前にそもそもいかなるモノを文学研究

資料と見なすのかに関する議論が不足しているのではな

いかという点であった。専門研究者によるそうした理論的

な議論の活性化を考えたとき、やはり第一の知見として示

した日本文学と外国文学の研究者の連携が、ひとつの鍵と

なるのではないかと考えている。 

 

 

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） 

 

 中世和歌研究についての自己の研究をまとめ、単著『中

世和歌史論 様式と方法』を刊行した。和歌が他文芸・思

想と関わりながら次代を超えて持続した様相を考察した

ものである。また、上代文学会シンポジウムで、「『万葉

集』における縁語」の発表を行った。日本文学研究におけ

る顕著な新たな潮流としては、アメリカ・韓国・中国・フ

ランス等ヨーロッパ諸国など、海外の日本学研究者との交
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流が挙げられる。従来は、日本における我が国の研究が動

かしがたい優位性をもち、それが諸外国における日本学に

影響を与えるという図式が主流であったが、近年は、むし

ろ海外からもたらされた刺激に日本人研究者が学ぶ、とい

うことが格段に多くなった。また、時代ごと、あるいはジ

ャンルごとに分断されがちだった研究状況を反省し、時代

を超えた流れや相関を探求する研究も目立つ。美術史学や

宗教学、歴史学、外国文学など他領域の研究との共同研究

も盛んである。たとえば、アメリカの日本文学研究者ハル

オ・シラネ氏の主催する〈作者〉研究会は、さまざまな分

野の日本文学研究者に加え、美術史学や中国文学の研究者

が集い、「作者」とは何かという根源的な問いかけのもと

に共同研究を行っている。ここで「和歌における作者」を

テーマに発表を行った。フランスの INALKO もその中心の

一つとなっており、毎年開催される「源氏物語と和歌」シ

ンポジウムでは、フランス・日本・オランダ等の研究者が、

『源氏物語』を核としつつ、日仏双方の文学についての発

表を行っているが、このシンポジウムでパネラーをつとめ、

「和歌史と『源氏物語』作中歌との相関」の発表を行った。 

同様のことは、国際日本文化研究センターの主催する複

数の共同研究にも当てはまり、例えば共同研究員となって

いる共同研究「投企する古典性―視覚／大衆／現代」では、

文学・芸術・宗教の諸種の研究領域にわたって、日本人の

みならず数カ国の研究者が参加している。ここでの論点の

一つは、現代とのかかわりであり、それは大衆性や教育へ

の問題意識に端的に現れており、日本人の中で時代領域ご

とに閉鎖的になされていた従来の研究との差異化が図ら

れている。つまるところそれは、日本文学研究が、他者を

強く意識し、自己相対化を目指そうとしている動きと捉え

ることができるだろう。 

 

 

アジア史・アフリカ史分野に関する学術研究動向：

イスラーム史と中東地域研究 

三浦 徹（お茶の水女子大学基幹研究院・教授） 

 

 学術研究としての「イスラーム史・中東地域研究」は、

現地の、現地語で書かれた（発せられた）一次資料をエビ

デンスとする研究を基調とし、質量ともに発展してきたが、

研究環境が変化し、いくつかの課題に直面している。 

 第一は、研究分野と資料の多様化である。歴史、宗教、

思想、法、言語・文学といった文字資料を基本とする人文

学分野に加え、国際関係、金融、建築、科学技術、メディ

ア、生活文化といった社会科学・自然科学分野の研究が拡

大し、同時にマテリアルな資料の収集・保存・解析が必要

になっている。 

 第二は、研究のグローバル化である。中東・イスラーム

地域は、人・モノ・情報の移動・交流によって、地域間の

強いネットワークがつくられてきた。2001 年 9/11 事件以

降のイスラーム原理主義団体（ジハード主義者）の活動が

イスラームをグローバル化させたのではなく、イスラーム

地域のなかにグローバルな構造が内包されている。このよ

うな構造をもつ中東・イスラーム地域の研究には、研究

者・研究資料の国際的な協働が不可欠である。 

 第三は、学校教育や社会における中東・イスラーム理解

の道筋を、教員やジャーナリストや行政関係者と研究者が

協働して、つくっていくことである。「高校生のイスラー

ム認識」アンケート調査（2003 年、2016 年）が示すよう

に、イスラーム世界（地域）を「異質で不可解」とする認

識は広く存在する。この壁を突き崩すには、中東・イスラ

ーム地域の諸事象を、日本や他地域と共通するより普遍的

な観点（軸）によって、分析・説明していく必要がある。 

 本調査が検討した「日本における中東・イスラーム研究

文献 DB」（東洋文庫イスラーム地域研究資料室サイト掲載）

や Index Islamicus 電子データ版（有料）といった研究

ツール、日本中東学会・北米中東学会・中東研究世界大会

などの研究者・研究団体のネットワーク、あるいは地域を

横断し時代を縦断する比較研究の国際集会（東洋文庫、国

立シンガポール大学、ジョージタウン大学カタル校、ベル

リン・フンボルト大学）などは、これらの課題に応えるも

のといえる。 

これらをバックアップする研究助成プログラムや研究

機関の強化が望まれる。また、以上の課題は、中国や南ア

ジアなどアジア史・アジア研究の共通の課題であり、そう

した共通の認識のもとに、連携研究を行うことが必要であ

る。 
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日本史分野に関する学術研究動向―日本史研究の

学際化と国際化を中心に― 

坂上 康俊（九州大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

 まず学際化については、特に文理融合的な研究に積極的

な取り組みが見られた。その代表として、「日本古典籍へ

の挑戦」（国文学研究資料館）を挙げることができる。情

報系の分析法を用いるもの、文献資料の中に科学的に有用

なデータを発掘しようというもの、文献に見えることを現

代の理化学的分析方法によって解明しようとするもの、文

化財の理化学的な分析など、多様なアプローチが提示され、

特にシティズン・サイエンスが意識されていたことが印象

に残った。ただ、シティズンに行く前に、そもそも文系と

理系と、お互いに提供しうるデータ・方法について、スム

ーズな情報の共有化を進める必要があると痛感された。 

特に、それぞれの研究者コミュニティの中でのプライオリ

ティを確保しつつ、コミュニティを越えて情報を共有する

ことの困難さを指摘せざるを得ない。文系の立場からは、

さまざまに提示される理系の方法にそれぞれどういうメ

リット・デメリットがあり、それがどの程度理系の研究者

に共有されて認識されているのか、そのあたりが判断しが

たく、同じことは理系から見た場合の文系の研究について

も同様と思われる。お互いに腫れ物に触るような姿勢を乗

り越えた率直な意見交換の機会が必要となろう。 

 次に国際化の方面では、従来から東方学の分野で毎回世

界中から第一線の研究者を招き、多様なシンポジウムを開

催している国際東方学者会議のこれまでの貢献が指摘さ

れるとともに、本年度新たに結成された東アジア日本研究

者協議会による第 1回国際学術大会の開催が特筆され、今

後の動向が注目される。韓国の日本学研究者が主導して結

成された本協議会には、台湾や日本からも多数の参加があ

り、来年度(2017)は国際日本文化研究センターが主催する

ことが決定されている。いささか泥縄式で始められた会議

で、集まること自体に意義があったのではないかと評価す

るしかないが、きちんとした査読雑誌などが刊行されるよ

うになれば、次第に評価が高まっていくだろう。現代政治

の波をかぶらないシステマティクな運営ができるか、そこ

が最大の懸案である。 

 その他、研究員が各方面の協力を得つつ集成しつつある

外国人の前近代日本史研究者のリストについても言及し

ておきたい。現時点では韓国の当該研究者のリスト案を作

成済みで、特に日本での留学先・学位主査などの調査は、

日本史学の国際化にとって示唆するところが大きいだろ

う。このリスト作りは、「学統」調査に発展させて中国や

欧米の研究者に対象を広げ、次年度にも継続していく予定

である。 

 

 

人文地理学分野に関する学術研究動向―国際地球理

解年（IYGU）関連の活動を中心としてみた国内及び

諸外国の研究動向 

岡橋 秀典（広島大学大学院文学研究科・教授） 

 

2016年は国際地球理解年（IYGU）であり、「地球規模の

思考と身近な行動の間に橋を架ける」をテーマに世界の多

くの国々がこの事業に取り組んだ。IYGUの目的は、人々の

身近な行動がどう地球規模の影響をもつかについての理

解を深め、深刻な地球規模の問題に対するより良い改善策

の追求に資することであり、多くの学問分野に関わる幅広

い内容となっている。それは、ICSU (国際科学会議) 、ISSC 

(国際社会科学評議会)、CIPSH (国際哲学人文学会議) が

共同で宣言したところからも明らかである。人文科学にと

っては、自然科学や社会科学との協働により、学際的なテ

ーマを追求しうる絶好の機会でもあった。ここでは、筆者

が中心的に関わった IYGU2016 の活動を通して、国内及び

諸外国での人文地理学や関連する他分野の研究動向を把

握し、今後の展望を得るための調査研究を行った。 

 日本での IYGU の活動領域は広い範囲に及んだ（詳細は

IYGU2016日本地域活動センターのサイトを参照）。主な柱

は、環境保全・環境教育、ESD（持続可能な開発のための

教育）、たおやかプログラム（オンサイトを重視する大学

院教育）、エリアスタディであり、環境、教育、オンサイ

トがキーワードとなっていた。それゆえ、それらを軸とし

て、異なる分野の諸活動を同期化させ、相互に交流を深め

ることが企図された。その結果、このような学際的で広範

な人々を対象とする活動では、教育が大きな可能性をもつ
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ことが明らかとなった。特に ESD（持続可能な開発のため

の教育）には期待されるところが大きいが、地球理解にお

いては、初等教育から高等教育まで、オンサイトに力点を

置いた教育が重要な意味をもつといえる。それゆえ、地理

学の知見が生かされる場面が多いように思われる。 

 この事業を人文地理学という一つの専門分野から見直

すと、この分野と特に関わりの深い事業であったことが注

目される。国際地球理解年の代表に地理学者のベンノ・バ

レン教授（ドイツ、フリードリッヒ・シラー大学）が就任

しており、IYGUの活動目標や活動内容にもかれの地理学研

究の成果が強く反映されていた。つまり、かれの地理学理

論は学際的に受け入れられる素地をもっていることがわ

かる。欧米に比べ日本ではバレンの地理学の認知度は未だ

高くないが、グローバル化時代における人文社会科学、さ

らには人文地理学を考えていく上で多くの示唆を与えて

いる。 

 

 

文化人類学・民俗学分野に関する学術研究動向――

文化人類学における理論的研究の新しい展開 

森 明子（人間文化研究機構国立民族学博物館・教授） 

 

 現代世界の文化人類学研究は、隣接分野と重なりながら

展開していて、その輪郭はとらえにくい。本調査は、この

状況で行われている研究のテーマやキーワードの傾向を

明らかにし、また、学際研究がどのような体制で行われて

いるのか、明らかにすることを目的とした。 

○テーマ、キーワードの傾向：近年の科研、共同研究、学

会口頭発表のデータを整理した結果、テーマとしては、宗

教･儀礼、移民･難民、生態、ネオリベラリズム・グローバ

ル化が上位を占め、医療、開発、災害、モノ、ケア、身体

が、これにつづいた。USA のレビュー誌でも、ほぼ同じ傾

向がみられた。ただし、日本で多い宗教・儀礼は USAで少

なく、UK のジャーナルでは多い。最近年の傾向としては、

USA の論文キーワードに、倫理、イスラム、ネオリベラリ

ズム、国家、官僚制、公共、メディアが急増している。こ

こから、全体として移民、生態、開発など地球規模の現象

がテーマ化する中で、政治、国家、公共を問い直す方向と、

身体、倫理、モラルを問い直す方向があらわれていると考

えられる。 

○学際研究に関する訪問調査 

・ビーレフェルト大学学際研究センター（ZiF）：2016/17

年度は人類学と歴史学の学際プロジェクト「親族と政治」

が展開している。5 名のコアメンバーが 1 年間センターに

常駐し、世界中から社会学や政治学を含む研究者を招聘し

て、ワークショップを連続開催している。ワークショップ

を通して、学際的研究者ネットワークがつくられ、家族・

親族研究の新しい展開もおこりつつある。 

・ケルン大学グローバル･サウス研究センター（GSSC）：

「南」の視点から、学際的、国際的なプロジェクトを推進

するセンターで、現在、人類学者がリーダーをつとめるプ

ロジェクトは、アフリカからアラブ首長国連合や中国への

移民現象を、学生の教育とリンクしながら研究している。 

・ヨーロッパの民族誌博物館に、移民や異文化理解をテー

マ化した、新しい動きが起きている。 

 

 


