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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フィール 

ドワークとエスノグラフィーを方法的基盤とする人文 

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） 

 

文化人類学は、近年大きくその関心を変化しつつある。そ

れは、人の領域を超えて、物や動物、機械の世界にまだ対

象を拡大して、従来の人間中心あるいは異文化中心の傾向

を脱しようという試みである。これとの関係で生物学、AI

やロボット工学、さらにアートなどとの積極的な連携が認

められる。この動向は、分野横断的・融合的なものとして

今後も継続するであろう。6 月に弘前大学での文化人類学

会研究大会に参加し、このような動向を確認した。また新

たな動向は『現代思想』などの雑誌に逐次取り上げられて

いることからも、文化人類学の動向は注目されていること

が推察される。 

災害や戦争、性暴力の被害について、トラウマや PTSD と

いう観点からの研究が、すでに心理学や精神医療で注目さ

れてきたが、継続的に続く差別や文化的特質がもたらす影

響については、十分に論じられてこなかった。この点を考

慮して、文化人類学を中心とするトラウマ研究の成果が近

年注目されている。これに関して田中雅一・松嶋 健編『ト

ラウマ研究 2 トラウマを共有する』を京都大学学術出版会

より出版した。 

中国・南京の東南大学で開催された中国芸術人類学会の学

術集会では、フェティシズムについて基調講演を行った。

この講演を通じて多くの研究者と交流することができた。

中国では、若い研究者が物質文化、アート、伝統芸能など

の分野で極めて重要な研究に従事していることが明らか

になった。 

最後に、LGBT など、性的なマイノリティの研究が日本で

も盛んになりつつあるが、それに加えてジェンダーに基づ

く暴力、主として女性への暴力への関心が高まっている。

戦時性暴力の研究や第三世界、移民社会における女性への

暴力への学際的な研究は今後も継続するであろう。本テー

マについては、1 月に開催されたソウルの成均館大学校で

のアジアの女性についての国際シンポジウムで発表し、ジ

ェンダーに基づく暴力への関心の高さを認識した。 

 

人文学分野に関する学術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 

 西洋史学では、2014 年の第一次世界大戦開戦 100 周年

を起点として、2017 年のロシア革命 100 周年、2018 年の

第一次世界大戦終戦ならびに東欧諸国家の独立 100 周年

と続いたが、それも今年度末で一段落を迎える。その間、

重要な研究成果として、山室信一・岡田暁生・小関隆・藤

原辰史（編）『現代の起点 第一次世界大戦』全 4 巻（岩波

書店、2014 年）、松戸清裕、浅岡善治、池田嘉郎、宇山智

彦、中嶋毅、松井康浩（編）『ロシア革命とソ連の世紀』全

5 巻（岩波書店、2017 年）が刊行された他、それぞれの 100

周年に関連して、研究書の出版や、欧米で話題になった大

著の翻訳も相次いだ。 

 学会活動では、同じくそれぞれの 100 周年に関連して、

東欧、ロシアの現代史研究者による合同研究会が盛んに行

われたことが着目される。2018 年 4 月開催のロシア史研

究会・東欧史研究会共催のシンポジウムは、「ロシア・東欧

の第一次「戦後」――移動する人びとの視点から」をテー

マとして、スロヴァキア史、ロシア史、オーストリア史の

研究者が登壇し、10 月開催のロシア・東欧学会 2018 年研

究大会では、共通論題に「ロシア・東欧における国のかた

ちとネーションのゆくえ」を掲げ、チェコ、ウクライナ、

ポーランド、エストニア、ハンガリー、ロシアの歴史や文

化にかかわる研究者の報告が行われた。 

 しかし、東欧・ロシア史研究者間での共同研究の進展が

見られた一方、ドイツ史研究者との共同研究はいまだ不十

分である。東欧・ロシアの現代史はドイツとの関わりを抜

きにして語ることはできないことを考えれば、今後の課題

とすべきであろう。 

人文学的地域研究における新たな潮流と展開 

 地域研究は、学術研究であると同時に実践的な応用可能
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性を問われる研究でもある。本年度は、都市景観をグリー

ンインフラとして捉え、金沢大学人間社会研究域附属地域

政策研究センター主催で、国際シンポジウム「都市景観を

グリーンインフラから考える――金沢市における活用と

協働」を開催した。紙幅の関係上、多岐にわたった議論に

ついては地域政策研究センター発行の報告書を参照され

たいが、シンポジウムには一般市民から多数の参加者があ

った。地域に根差した地域研究に対する社会的関心の高さ

を示すものである。 

 

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（千葉大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

近年、世界各地の各博物館・美術館では、共同体のアイ

デンティティとそこに暮らす人々の多様性、歴史・文化的

背景に積極的に関与する展示への積極的な取り組みが顕

著である。歴史展示と美術展示の垣根は未だ存在するが、

両者の接近、交差・融合の試みがさまざまに行われるよう

になった。その背景には、観客の感性に働きかけ、その創

造力や共感を刺激するアート（美術作品／視覚表象）の機

能への関心と期待があると言えよう。また、かつてのマジ

ョリティによる一方的な「異文化」「他者」表象ではなく、

歴史的・社会的文脈を踏まえた個人の経験を重視し、個人

が展示に積極的に関わる新たなプロジェクトも進んでい

る。 

さらに国内外のさまざまな地域においては、地域住民の

アイデンティティが模索され、観光産業の重点化が課題と

なる中で、アートに注目する事業（芸術祭）が継続して盛

んである。現代アート、伝統的美術、民族美術（先住民ア

ート）、障碍者アート、手工芸、土産物といったジャンル

のカテゴリーの生成、階層化の歴史と現在、未来の可能性

を問い直す試みが進行している。とりわけ現代アートの分

野では、境界を越えてさまざまなジャンルと交差し、展示

空間の変容を促す試みが増加している。 

学術研究の動向と切り結ぶ成果として、国立歴史民俗博

物館の基盤研究として 2019 年 3 月末に終了した「日本列

島社会の歴史とジェンダー」（代表は、同館教授・日本近

世史研究者の横山百合子氏）を挙げることができる。報告

者は、特に美術史・芸術学の研究者として本共同研究にか

かわることで、重要な課題を再認識した。それは、歴史像

の構築と提示（観客との共有）に果たす美術作品、視覚表

象の重要性であり、併せてそれらの扱い、展示方法の難し

さである。視覚表象は、特定の人々、彼らが帰属する集団

の価値観を背景に、選択的に現実を取り上げ、解釈を施し

て構築された「イメージ」である。過去の社会に存在した

複数の価値観の異なる集団の存在を浮かび上がらせ、また

偏見やステレオタイプに気付かせる。しかし、博物館や美

術館の展示において、こうした過去の偏見やステレオタイ

プを「現実」、もしくは（変化しえない）「本質」として

再生され、現代の私たちのものの見方、価値観に働きかけ

てしまう可能性がある。これをいかにして防ぎ、過去の「実

態」に迫りつつ、批判的な検証の成果を展示に反映できる

かが課題となっている。このことに自覚した果敢な展示の

試みが、目下の課題である。 

 

日本史関連分野に関する学術研究動向――史跡の保

存と活用に関する調査研究―― 

坂上 康俊（九州大学大学院人文科学研究院・教授） 

 

 文化財、特に埋蔵文化財の保存・整備・活用については、

昨年の文化財保護法の改定にともない、観光に重点を置い

た活用への注力が求められることになった。この動きに対

しては、学会においては危惧が表明され、さまざまな議論

が交わされてきたが、一方で、従来の文化財行政において

活用の面が薄かったことも否定できないだろう。学術のた

めの保護は大前提とした上で、地域でともに守る文化財と

して整備していくには、遺跡の本質的価値を理解した上で

親しんでいただくことが欠かせないのである。 

ただ、活用への取り組みは、これまで必ずしも疎かにさ

れてきたわけではない。また、他国の文化財行政の進展ぶ

りも注目に値する。そこで、まず、主として日本の古代宮

都とその関連遺跡、古代山城、国府等の地方官衙遺跡の整

備・活用の事例、及び中国の唐代・宋代の遺跡の現状を調

査した。日本古代の遺跡に関しては、国指定ともなると、
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解説や附属便益施設、併設の博物館、あるいはＶＲなどを

通じて史跡の意義を伝えようとする点での熱意が伝わっ

ては来るものの、やはり景観としての保全には問題が多く、

更に自治体指定レベルのものの中には、残念ながら野球場、

ゲートボール場となってしまっているものもまま見られ、

史跡ごとの扱いに相当の偏差が見られる。史跡の本質的価

値を理解しつつ親しんでいただくには、史跡の特性に応じ

た相当の工夫が求められ、当然ながら用地買収、修復・整

備の費用もかかることになる。おそらく再編された文化庁

において、活用面での方針については検討されるのであろ

うが、事例を集積・検証していくシステム作り、特に土木・

建築・造園・都市計画の諸学問分野、更には博物館学、観

光学等の分野、関連業者をもメンバーに入れた、学際的な

文化財学・遺跡学を立ち上げる必要があるだろう。 

 韓国の史跡の活用については概ね日本のそれと同様と

見なしうるが、中国でのそれは、やや突出した観を呈して

いる。なんといっても史跡の数が多く、かつ国家的な施策

として整備と「見える化」が図られている。大同を初めと

する城郭の復原、古鎮の生きたままでの保存・活用、大明

宮や未央宮のテーマパーク化、更には洛陽定鼎門・長安啓

光門・杭州宋代御道・大同天壇などの、発掘現場そのもの

を見せるあり方の普及は目を見張るものがある。もちろん

牡丹江近郊の渤海上京龍泉府の整備が、哈爾浜近郊の金上

京会寧府の整備より遙かに進んでいるように東北歴史行

程という政治的課題をそのまま反映している事例もあり、

また分かりやすさの追究と学術的真正性との矛盾も垣間

見える。文化財の保存・活用と国家の威信との兼ね合いは、

今後とも難しい問題となろう。 

 

哲学・倫理学分野に関する学術研究動向 現代フラ

ンス思想及び日本思想のグローバル展開を中心にし

て 

檜垣 立哉（大阪大学大学院人間科学研究科・教授） 

 

日本哲学に関するグローバル展開の調査としては、今年度

も例年参加しているヨーロッパ日本哲学ネットワークの

学会（９月、ドイツ、ヒルデスハイム大学）に院生ともど

も参加し、西田幾多郎の後期の思想研究について英語で発

表をするとともに、関連研究者との議論などにより、現状

の日本哲学の世界的な規模での研究の進捗状況やその展

開可能性についての考察を深めることができた。研究員は

これに毎年参加しており、京都学派にかたよらない戦後日

本思想を含む、グローバルな連携についての課題や問題点

について、さまざまな討議を行うことができた。さらに研

究員は、この学会がおこなっている出版関係から自身の日

本語の著作を英訳として出版する計画を立てており（本年

度に投稿、現在、査読審査中）、これらのことを実現させ

ることにより、これまで日本国内に閉じこもりがちであっ

た日本哲学研究をグローバルな連携のもとに推し進め、同

時にそこでの日本哲学研究の相対化を通じ、その発展を導

くことができると考えている。今回の発表や院生の派遣も

そのための一助になるものと考える。 

またフランス現代思想に関する動向調査としては、３月に、

自らの研究室と協定をむすんでいるパリナンテール大学

で、研究員とパリ側の教員と共同で院生ワークショップを

開催し、院生の派遣などをおこなった。これも毎年開催す

る慣習がほぼできつつあり、これまでフランス側の思想の

受容に偏っていたフランス思想研究を、何とか日本側から

の発信をも加えるというかたちに展開し、それを継続した

かたちにもっていく意義があると考えている。同時にそこ

での意見交換等などにおいて、翌年度にフェリックス＝ガ

タリを中心とするシンポジウムの大阪大学での開催が検

討され（フランス・カナダ・ブラジルより研究者が参加の

予定）日本におけるフランス哲学研究の広がりをさらに形

成していく意味があったと考えられる。 

 

文化人類学・民俗学分野に関する学術研究動向―社

会人類学の新潮流 

森 明子（人間文化研究機構国立民族学博物館グローバル

現象研究部・教授） 

 

文化人類学・社会人類学の他者像は、20 世紀後半以降、

大きく変化してきた。より広い世界に他者を見出すように

なった人類学は、その研究領域もあらゆる方向に拡大させ

ているように見える。広範な研究領域に展開しつつ、その

研究を人類学研究にしているものとは何か。換言すれば、
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人類学研究は広範な領域において、何に問題を見出し、ど

のように問題を設定しているのか。このような問題関心か

ら、本動向調査研究では、社会人類学における近年の問題

設定の傾向を把握することを目的とした。国内外の研究者

の意見聴取によって状況を把握するとともに、主導的な文

化人類学・社会人類学専門誌として、連合王国の Journal 

of the Royal Anthropological Institute（JRAI）誌、ヨー

ロッパ大陸の Anthropos 誌、アメリカ合衆国の American 

Ethnologist（AE）誌をとりあげ、近年の掲載論文の問題

関心、問題設定について、データベース分析を通して傾向

を明らかにした。 

まず、近年の新しい研究傾向としては、国家の再編成を

とらえる研究（移民、難民、国境、国境）、ローカリティの

編成をとらえる研究（観光、文化遺産）、人と人以外の関係

をとらえる研究、科学との境界領域の開拓、身体をいかに

とらえるかという研究（新生殖技術、生命、身体、ケア、

パフォーマンス）、食をとらえなおす研究、といったテーマ

の上昇がみられることは、多くの意見が一致するところで

ある。これらが、JRAI 誌、Anthropos 誌、AE 誌の 3 誌に

どのようにあらわれるかを、数年ごとのコホートとして集

計し調査した。最近 10 年間の 3 誌の比較については、以

下の結果が得られた。近年の社会人類学できわだった潮流

のひとつとされている存在論、ANT、物質文化に関わる論

文は、JRAI 誌と AE 誌に多く、Anthropos 誌には少ない。

政治学、政治思想に関わるテーマも、同じく JRAI 誌と AE

誌に多い傾向がある。ただし、ネオリベラリズムや商品化、

メディアなど、マクロな政治や国家に関わるものになると、

AE 誌に多く JRAI 誌には少ない。一方、審美やアートな

ど文化研究に深く関わるワードは、Anthropos 誌と AE 誌

に共通する。Anthropos 誌には、他の 2 誌に比べて、民俗、

神話、シャーマニズムへの関心が際立って強い。3 誌に共

通して安定的にあらわれるワードとして、body, Christian, 

ethnography, gender, global, history, human, identity, 

Islam, kinship, religion, ritual, women などがあげられ、

これらは現在の人類学研究の基底をなしていると考えら

れる。 

 

 

「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） 

 

昨年度の報告書において、私は、日本文学研究の近年の目立

つ新傾向として、国際的交流、学際的交流、研究基盤の見直

し、古典教育への関与、の四点を挙げた。第四点目の「古典

教育」はさらに「国語教育」へと広げるべきだと考えられる

が、基本的にはこの四つの方向性を、今年度も顕著にうかが

うことができた。しかもこれらが相互に深く関連している、

という点に現在の研究動向のこれまでにない特色が見られ

る。例えば、「世界遺産と東アジア文学委 文学遺産として

の日本漢文」（2018～21）のプロジェクトである。日本漢文

という、それ自体学際的な研究領域を中心としつつ、東アジ

ア全体の文化交流へと視野を広げており、さらにそれをヨー

ロッパの研究とリンクさせようとしている。しかもそれは古

典研究・古典教育の今日的な意義を追求することにほかなら

ず、それはまた、日本文学研究の基盤を問い返すことにも繋

がるのである。個人的な国際的交流の活動としては、ニュー

ヨークのコロンビア大学での交流があった。同大学での講演

に加えて、ハルオ・シラネ、鈴木登美両教授との対話と、研

究員として在籍していた、平野多恵成蹊大学教授、兼岡理恵

千葉大学准教授とも意見交換を行った。明星大学日本文学科

シンポジウム「古典は本当に必要なのか」のパネラーを務め、

「古典に、参加せよ。」の発表を行った。古典不要論を唱え

る理系研究者との真摯な対話は、海外からの反響も生んだ。

教育に関しては、会員である日本学術会議の言語・文学委員

会でも、提言に向けての大きな活動目標となっている。英語

教育ではあるが、言語・文学委員会主催で、大学入試におけ

る民間試験導入に関してのシンポジウムが行われ、同委員会

の「古典文化と言語」分科会でも、平成 30年度に告示され

た高等学校学習指導要領「国語」についての問題点が議論さ

れた。荒木浩氏の主催する国際日本文化研究センターの共同

研究「投企する古典性―視覚／大衆／現代」では、今年度は

『太平記』をめぐる、日本史学・日本文学の学際的シンポジ

ウムが大きな試みとして注目された。 
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人文学（イギリス文学、比較文学）分野に関する学術

研究動向——イギリス文学研究におけるグローバリゼ

ーションとマルティエスニシティ（継続） 

新井 潤美（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

21 世紀においてグローバリゼーションとマルティエスニ

シティが進む中で、イギリス文学をどのように研究し、教

えるべきかというのは英米においても日本においても重

要な課題となっている。グローバリゼーションが進む一方

で、ナショナル・アイデンティティへの関心や意識が高ま

り、「イングリッシュネス」や帝国主義の研究も後を絶た

ない。特に周知のようにイギリスでは Brexit をめぐる混

乱の中で、「移民問題」や「ヘリテージ」、「イングリッ

シュネス」と「ブリティッシュネス」、「ナショナル・ア

イデンティティ」の概念と意識が見直されつつある。また、

いわゆる ‘Woke’とよばれる、「アウェアネス」に関する

こだわりが文学研究においても顕著になる一方で、それが

過激化したり、あるいは激しいリアクションをもたらした

りといった、政治的な要素を無視することはできない。 

 この状況の中で、イギリス文学研究および比較文学研究

がどのような展開をしてくのか、日本および海外の研究の

動向を引き続き調査した。国内では日本英文学会、日本比

較文学会、ヴィクトリア朝文化研究学会等に出席し、テク

スト分析、作家研究、カルチュラル・スタディーズ、歴史

研究の各分野における研究の傾向の調査を行った。学会誌

の編集活動と投稿論文の審査を通して、主に若手の研究者

の研究の傾向を考察するとともに、日本および海外の、学

術図書の調査を行った。国外ではオーストラリアのシドニ

ー、イギリスのカンブリアにおいて国際学会に出席し、最

近の研究動向について調査すると共に、ロンドンの

British Libraryにおいてマルティエスニシティとナショ

ナル・アイデンティティの概念を中心に、教育、学術の動

向調査を行った。 

 

アジア史およびアフリカ史関連（アジア史）分野に

関する学術研究動向 
森部 豊（関西大学文学部・教授） 

 

 アジア史のうち、大国・中国の歴史像は、従来、古代中

国語（漢文）史料を中心に構成されてきた。20 世紀後半か

ら、古い時代になればなるほど、編纂典籍史料にくわえ、

考古学的見地や出土した文字史料が加わり、その歴史像が

より具体的かつ豊かなものに変化していったことも事実

である。さらに、中国中古史といわれる南北朝隋唐五代の

歴史時期においては、墓誌をはじめとする石刻史料がおお

いに活用され、正史やその他の編纂史料では不明であった

歴史事実が掘り起こされ、歴史像が書き換えられてきた。 

 このような史料状況の変化をふまえ、21 世紀におけるア

ジア史（中国史）研究は、どのような方向に進むのか、依

然として明瞭な大道は見えていない。研究者個人がつけた、

細い「けものみち」のようなものが、いく筋も交差してい

るのが現状ともいえるのではなかろうか。 

 そのような中で、今後の学術研究の同行の一つの方向性

として指摘できるのは、広い意味での人文学分野内での

「学際」的研究である。これは、あるテーマを歴史学、言

語学、芸術学（美学）、考古学、宗教学（思想）といった人

文系の諸学問から多角的にアプローチしていくものであ

る。 

 このような研究は、絶対的個人研究者数の少ない欧米の

アジア学（特に中国語を使用した学術研究）では見られる

が、中国や日本など、専門が細かく分かれ、それぞれに一

定数の研究者が存在する地域では、あまり見られなかった。

しかし、2018 年度に関して言えば、中国の深圳で開催され

た、中国中古時期のソグド人に関する資料（石製葬具およ

び墓誌）をめぐって開催された国際シンポジウムは、まさ

しくこの「学際」的研究に少し近寄ったものであった。文

字史料や出土文物を単独で研究するのではなく、それらの

専門家がそれぞれの観点から研究するものの、それを一堂

に会して成果を報告し、その後の議論を通じ、互いに理解

を深めあい、中国史（アジア史）の理解をより豊かなもの

にしていくという試みがみられた。これは、今後の学術研

究における新動向の一つとしてとらえることができる。し

かし、今後の課題としては、多角的にアプローチできない

研究対象はどうするのか、またこのような発表の場があっ

ても、個別研究発表の、一方通行になってしまう可能性も

あることに留意せねばならない。 
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言語学分野に関する学術研究 動向 －アフリカ諸語

研究の現状と展開－  

米田 信子（大阪大学大学院言語文化研究科・教授） 

 

2018 年度は、3 年に 1 度開催される世界アフリカ言語学会

議と隔年で開催される国際バントゥ諸語学会というアフ

リカ言語学の 2 大国際学会に加え、5 年に 1 度開催される

国際言語学者会議が初めてアフリカ大陸で開催されると

いう、アフリカ言語学にとって極めて重要な年度であった。

そこで 2018 年度の言語学分野に係る学術研究動向調査は、

アフリカ言語学に焦点をあて、国内外の学会に参加し、ア

フリカ諸語研究のテーマや研究手法の世界的な動向と、そ

の中での日本のアフリカ言語学の動向について調査を行

った。 

今回の調査で、言語学の分野においてアフリカ言語研究が

確実に重要度を増していることが明らかになった。またア

フリカ言語研究は、長年ヨーロッバとアメリカの研究者を

中心に行われてきたが、近年はアフリカやアジア（主に日

本）の研究者の数も増えてきた。アフリカ諸語研究は新た

なステージに向かっているように思われる。アフリカ人研

究者による研究の増加も著しいが、日本のアフリカ言語学

も活発化しており、上記の国際学会には日本からも多数の

参加者があった。世界アフリカ言語学会議は、アメリカや

かつての旧宗主国である英国やドイツからの参加者が中

心であるが、今回は日本からの発表が 18 件あり、国別で

はアメリカに次いで 2番目に多い件数という快挙であった。

日本のアフリカ言語研究者が国内にとどまらず国際的に

発信するようになってきたことの表れである。 

バントゥ諸語研究については、国際的な研究ネットワー

クが確立されたことも確認できた。全世界の言語の約 1/4

がアフリカ大陸の言語であることを考えれば、アフリカ諸

語の研究者の数は現在の何十倍もいてしかるべきである

が、研究者の数は世界的に見ても圧倒的に不足している。

そのような状況である限り、アフリカ諸語研究の国際的な

研究連携は必須である。現在は国際的な研究ネットワーク

の拡大と強化、また国際的な共同研究の推進という望まし

い動向が見られるが、今後これらがさらに進んでいくこと

が期待される。 

 

宗教学分野に関する学術研究動向──新たな境界領

域としての人工知能における潮流と展開 

小原 克博（同志社大学 神学部・教授） 

 

 2018年度においても人工知能（AI）やロボットに関連す

る書籍が国内外で多数刊行され、学術界のみならず、一般

社会における関心の高さをうかがい知ることができる。そ

こでは、AIに対する楽観的な期待論も見られるが、それと

拮抗する形で、新しい技術に対する懸念も見受けられる。

AIブームの中で、その熱狂から距離を置いた学問的な観察

と評価が求められていると言えるだろう。 

 AIに関しては情報系の分野からの発信だけでなく、近年、

人文系からの対応も徐々に現れてきている。2018年度に刊

行された岡本裕一郎『人工知能に哲学を教えたら』、Ｗ・

ウォラック、Ｃ・アレン『ロボットに倫理を教える──モ

ラル・マシーン』などは、その代表例である。また、AIが

人間社会にもたらす影響を考えるためには、学際的な視点

が欠かせない。人工知能研究は、人工生命の研究と密接に

関係しており、人工物と生命を合わせ見る学際性が求めら

れる。 

たとえば、松田雄馬『人工知能はなぜ椅子に座れないのか

──情報化社会における「知」と「生命」』（2018年）は、

そうした課題を整理している。 

 AIは、ビッグデータとの連係が前提とされているが、そ

れは大学評価にまで及んでいる。キャシー・オニール『あ

なたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』

は、近年、話題となっている大学ランキング評価がどのよ

うになされているかを明らかにし、そこに深刻な問題があ

ることを指摘している。大学関係者は、こうした事情にも

通じておかなければ、大学運営を間違った方向に誘導され

る危険性がある。 

 日本の宗教学分野では、AIやロボットに対する取り組み

は、まだ萌芽的な段階である。しかし、今年度の日本宗教

学会の報告によれば、2019年度の日本宗教学会の学術大会

テーマは「宗教と科学の新たな世界」であり、その趣旨説

明の中で、人工知能やロボット工学が取り上げられている。
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我が国の宗教学関連分野においても、こうした領域に対す

る関心が高まりつつあることがわかる。 

 

地理学関連、人文地理学関連分野に関する学術研究

動向―地理情報システムと地理情報科学の展開― 

矢野 桂司（立命館大学文学部・教授） 

 

1990年代後半から米国の大学図書館は、従来の図書のリ

ファレンス業務に加え、デジタルデータのサービスを提供

するようになる。その過程で、デジタルデータで提供され

る統計データや、GIS データとして提供される地図データ

や統計データを図書館サービスとして提供する必要に迫

られた。その結果、米国の大学図書館では、デジタルの図

書館資料を GISや統計パッケージを用いて、学生、教員な

ど大学構成員全員に提供するサービスを実施しはじめた

とのことである。そのために、大学図書館は、図書館内に

GIS/Data Centerを設けて、これまでの伝統的なライブラ

リアンに加え、スペシャリスト（Data Librarian や GIS 

Librarianなど、Functional Librarianと呼ばれる）を配

置するようになる。 

大学内に地理学関連学部を持たない、スタンフォード、

コロンビア、イエール、MIT、ライス大学などでは、図書館

の中に GIS センターなどを設置し、GIS や統計パッケージ

の講習会や相談受付を全学の学生・教員を対象に行ってい

る。ハーバード大学の場合は図書館ではないが、全学に開

かれた研究センターとして、地理解析センター（Center for 

Geographical Analysis; CGA）が設置されており、CGAが

中心となって、GIS の講習会やアドバイスなどを行ってい

る。 

一方、英国の大学では、そのような図書館による GISの

サービスはあまり見られない。その理由としては、英国で

は経済社会研究会議 ESRC などの基金を基礎に、エセック

ス大学など中心となって作成してきた Casweb（現在は UK 

Data Service）によって、国勢調査などの地理空間情報が

研究・教育用に提供されてきたことによる。このように各

大学ではなく、UK Data Serviceが、研究利用のための GIS

データの利活用を推進してきたことによると考えられる。 

以上の動向調査の結果、日本の大学図書館にも米国やカ

ナダの大学図書館のように、ICT の高度化に合わせて、従

来のライブラリアン以外に、データ・ライブラリアンや GIS

ライブラリアンを配置していくことを提案したい。 

 

 


