
 

- 40 - 
 

基礎現代文化学系 

 

 

基礎現代文化学系は科学哲学科学史専修，情報･史料学専修，二十世紀学専修，および現代史学専修の四つから構成さ

れている。科学哲学科学史は，その学問的基礎を哲学および科学の学説史においている。「科学とは何だろうか」という

問いに，哲学と科学史の二つの観点から答えることを目指している。情報･史料学は， 先端の情報技術の基礎を学習し，

それを基に，社会と情報化の関係を，可能なかぎり客観的かつ現実的に研究することを目的としている。情報学と人文学

の融合をめざす，他に類例の少ないユニークな専修である。一方，現代史学は，文学部の旧史学科･現代史学講座の発展

したものである。したがってその学問的基盤は歴史学にあり，二十一世紀にいたる世界現代史，および日本現代史を研究

対象とする。アメリカ合衆国政治社会史，ヨーロッパ現代史，中国･アジア現代史，それに日本現代史を教育研究の四つ

の柱としている。 後に二十世紀学の基盤も歴史研究にある。二十世紀を一つの時代として歴史的視野から眺め，人類の

歴史において二十世紀がもつ意味を考えようとする分野である。したがってこの専修は，現代史学専修と密接な協力のも

とに授業が構成されているが，ただ，従来の歴史学の研究領域に留まらず，映像や文学，思想にも関心を寄せて，二十世

紀を幅広く研究しようとする点に特徴がある。 

基礎現代文化学系はこのように，哲学，情報学，歴史学，また歴史学に文学･思想をくわえた分野と，それぞれ学問的

基礎または研究方法について異なる専修が集まっている。基礎現代文化学系に分属した二回生は，二回生終了時までに各

自の関心とする領域を見出し，目指すべき専修を定めてほしい。それぞれの専修の研究内容を知る助けとしては，現代文

化学系の大学院修了者によるリレー講義形式の基礎現代文化学系ゼミナールが開講されている。二回生では基礎現代文化

学系各講義，二回生向け演習(基礎演習)，ならびに一部の講読･特殊講義･演習を履修できる。講読は，系全体に開かれた

科目であり，二回生から三回生の間に履修する。二回生の秋に専修希望を提出するが，専修によって収容人員を上回った

場合には一･二回生の時の成績等によって選考を行う。なお各専修の詳しい紹介および担当教員については，それぞれの

専修の項をよく読んでほしい。 
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■ 科学哲学科学史専修 

教  授  伊 藤  和 行      科学史，ルネサンス･近代初期の科学思想，古典力学を中心とした数理科学史 
准教授   伊勢田  哲 治   科学哲学，社会認識論，検証理論，科学実在論，社会科学の哲学，認識論， 

科学技術倫理 

 〔著書･論文〕  伊藤「ノストラダムスと医学のルネサンス」(『ノストラダムスとルネサンス』，岩波書店，2000)，        

同『ガリレオ――望遠鏡が発見した宇宙』(中公新書，2013)，伊勢田『認識論を社会化する』(名

大出版会  2004)，同『疑似科学と科学の哲学』(名大出版会  2003)，同「応用科学哲学の問題

としてのリスク」(『科学哲学』，2005 年) 

現代社会が高度科学技術社会と特徴づけられるように，科学は現代の社会のみならず文化の基底を構成しており，その

理解は，専門家のみならず，非専門家にとっても非常に重要な課題である。しかし現代科学が高度な専門化している結果，

各分野の専門家は，非常に細分化された研究に携わっており，そのために専門家には科学の全体像はむしろ洞察しづらく

なっている。本専修では，「科学とは何だろうか」という問いに哲学や科学史といった文系の学問の視点から答えること

を目指す。 

現代の科学哲学の研究対象は科学そのものと同じほど多様であるが，その中心となるのは，「科学的説明」，「仮説の確証」，

「科学的実在論」，「科学の転換」といったテーマである。しかし数学の哲学，物理学の哲学，生物学の哲学，あるいは社

会科学の哲学というように，ある程度研究分野を限定し，その分野での専門的な研究内容に即した哲学的問題を取り扱う

こともできる(たとえば，相対性理論における時間と空間の概念，量子力学における因果性，生物学的種の概念，階級の

実在性のように)。また論理学と数学の基礎，確率と統計の哲学，心の哲学といった重要な分野もある。いずれのテーマ

を研究するにしても，そのために必要なのは，問題把握のセンス，論理的な分析能力と，選んだ研究テーマに関して具体

的な専門知識を掘り下げていく根気である。また科学的営みや知識を分析対象とする以上，科学に関する具体的知識を欠

いた研究は不毛であるといえよう。 

科学史研究は，科学の様々な分野での学説史研究が一つの基本となる。そのためには，やはり学説の歴史的脈絡を的確

に捉えた上で問題の論理的展開を追究する姿勢が肝要である。もちろん，哲学史や思想史の場合と同様，成功した理論だ

けでなく，それと競い合った考えにも目を配り，十分広い文脈を考慮することが欠かせない。正統的な学説史研究と並ん

で，科学的営みを歴史的･社会的な大きな文脈のなかで捉える立場もある。この立場では，主としてアイデアの展開に着

目する思想史の視点よりも，科学の理論も他の歴史的事象と同じような多様な要因に影響されるものと見なす視点が重要

視される。ただし正統的な学説史研究をなおざりにすると，「一時的な評論」に終わるおそれがある。また専門的な科学

史研究には，現代的な意味での「自然科学」以外の様々な学問分野にわたる，原典および研究文献を読解する能力が必要

である。 

科学哲学と科学史は，「科学とは何だろうか」という問いに答えるための両輪である。科学哲学は，「科学的知識」をそ

の主なる考察対象とする以上，科学的営為に関する具体的な知識が不可欠であり，科学史の知識なくしては砂上の楼閣に

陥る恐れがあるだろう。一方科学史は，哲学的な指針を持たなければ，個別研究の迷宮の中に，羅針盤 を失った帆船の

ように迷い込んでしまうかもしれない。 

近年では科学哲学･科学史は｢科学技術社会論｣(STS)と呼ばれる，より広い学際的分野の一部と見なされることが多くなっ

てきた。STS では，社会学や心理学などの研究手法も用いられ，また研究対象も狭い意味の科学に限らず，技術に分類

されるものや，科学と社会の接点において生じる問題なども対象となる。本専修の軸足は(特に大学院においては)あくま

で科学哲学と科学史にあるものの，学部レベルでは，STS も含めた広い意味で「科学とは何だろうか」という問いにア

プローチする研究も歓迎する。  
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■ 情報･史料学専修 

教 授    林  晋  思想史，歴史社会学，人文情報学  

〔著書･論文〕  ｢岩波文庫  ゲーデル    不完全性定理」訳･解説  (岩波書店  2006)，「渕一博――その人とコピュ

ータサイエンス」(近代科学社，2010)，「文献研究と情報技術：史学･古典学の現場から」 (人工知能

学会誌，2010)，「『数理哲学』としての種の論理」(日本哲学史研究，2010)，「田辺 元の『数理哲学』」

(思想，2012)  

 

情報･史料学専修では，Web，ケータイなどに代表される現代情報社会の研究から，それとは一見関連のない論理学･数

学基礎論の歴史，京都学派の思想史，歴史学への情報技術の応用まで幅広い研究と教育を行なっている。その教育･研究

の基本的理念は，第一に「分野･領域に拘らない，特に『情報学』に拘らない」，第二に「現代の現象だけに目を向けず，

歴史的ルーツに目をむけることにより現代の現象をより深く理解する」の 2 点である。  

そのため，哲学，思想史，歴史社会学，理論社会学，近現代史，など何でもやる。  

たとえば 2 回生向けの講義「情報歴史社会学入門」では，Amazon から Twitter までの情報技術の進化の理解を基礎に

して，現代情報技術のルーツが現代資本主義のルーツと共通であること，つまり，コンピュータ技術がアダム･スミス「富

国論」に繋がっていることを学ぶ。そのために，英国ビクトリア朝に実在した蒸気コンピュータプロジェクトの史料の歴

史学的分析，黎明期の SF 映画の文化史的分析，官僚制から感情労働までの新旧の社会学理論，さらには，ピケティの新

資本論までを学ぶ。また，2 回生向けの別の講義ではアリストテレス論理学から現代情報論理学までの歴史を講義し，ア

リストテレス論理学と現代のオブジェクト指向の関係を説明する。  

この様に関心の幅が広いので，卒論では，ゲーム，アフリカのケータイ事情から，江戸期の米相場における通信手段や，

帝国日本の暗号史，さらには、コミュニケーション能力、ハリウッドにおける映画製作システムの社会学、などがテーマ

となっている。また，歴史史料を情報技術で解明する人文情報学の研究や，その教育も行なわれている。二つある情報技

術演習の一つは，そのための演習である。  
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■ 二十世紀学専修 

  教 授  杉 本 淑 彦    近現代フランス社会史，表象文化論 

 〔著書･論文〕 『文明の帝国   ジュール･ヴェルヌとフランス帝国主義文化』山川出版社，1995 年．「現代における

「高貴な野蛮人」」(『岩波講座    開発と文化 3 巻:反開発の思想』岩波書店，1997 年)． 

『ナポレオン伝説とパリ 記憶史への挑戦』山川出版社，2002 年． 

「白色人種論とアラブ人フランス植民地主義のまなざし」(『白人とは何か？』刀水書房， 

2005 年) 

「『あさきゆめみし』にみる現代日本」(『世界の中の「源氏物語」』臨川書房，2010 年) 

「被曝変異譚への欲望  ｢ウルトラの世界」と放射線」(『複数の「ヒロシマ｣  記憶の戦後史とメデ

ィアの力学』青弓社，2012 年) 

二十世紀は，もはや現代ではない。しかも，刻一刻と現代から遠ざかりつつある。しかし，二十世紀の歴史を振りかえ

ることは，現代社会のさまざまな問題を理解するために必要な根元的アプローチの一つである。ポスト･コロニアル社会，

大衆社会，情報社会，そして，ジェンダー問題や環境問題，グローバリゼーション，「国民国家」などなど。これら枚挙

にいとまない現代社会の諸問題は，二十世紀に発現するか，あるいは深化したのである。本専修は，現代社会への強い関

心を出発点にしたうえで，前世紀の，文化や社会などさまざまな現象を研究する場である。 

また二十世紀学は，歴史学や文学，社会学など，既存の優れた諸ディシプリンの方法論を摂取しつつ，トランス･ディ

シプリンを目指す場でもある。さらに，これまでの学問がおもに取りあつかってきた文書資料や造形資料はもちろんのこ

と，二十世紀文化の象徴といえる映画やマンガ･アニメなどの，新しいスタイルの資料と格闘する場所，それが二十世紀

学である。 

本専修の専任教員は，ここ数年，対イスラーム意識を中心にしたオリエンタリズム論を，集合的記憶という枠組みで，

文学･映像･絵画などを素材にして研究している。しかし，このような研究テーマと研究方法に関心を持つ学生ばかりでな

く，現代の文化･社会･政治･経済などの諸問題を歴史的に考察しようとする学生に，本専修はひろく開かれている。 

実際のところ，近年の卒業論文題目は，「阿部和重論｣｢日露戦争後の満州修学旅行｣｢スウェーデンにおける映画振興政

策とその展開｣｢岡崎京子論?視覚表現の飽くなき求道者｣｢戦後日本の CM に見る外国と日本人｣｢戦時下の日本アニメーシ

ョン」など，多様である。専修のカリキュラムとしても，各地域の現代史にくわえて，映像メディア論，観光社会学，マ

ンガ･アニメ学など，多種類の領域が提供される。 
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■ 現代史学専修 

教  授  永  原 陽  子       アフリカ現代史 

准教授  小 野 沢  透       アメリカ現代史 

〔著書･論文〕    

永原 『新しいアフリカ史像を求めて―女性･ジュンダー･フェミニズム』（共編, 御茶の水書房，

2006 年）．『「植民地責任」論―脱植民地化の比較史』（編著, 青木書店，2009 年）．『生まれる歴

史 創られる歴史―アジア･アフリカ史研究の 前線から』（編著, 刀水書房，2011 年）．“History 

as an African Potential: Namibia, Southern Africa and East Asia in Historical Connectedness 

and Contemporaneousness”, in S.Moyo and S.Mine eds,,What Colonialism Ignored (Mankon 

Bameda: Langaa, 2016) 

小野 沢“The Search for an American Way of Nuclear Peace : The Eisenhower Administration 

Confronts Mutual Atomic Plenty,” in The Japanese Journal of American Studies, No. 20, 2009.

『アメリカ史のフロンティアⅡ  現代アメリカの政治文化と世界―20 世紀初頭から現代まで』

（共編, 昭和堂，2010 年)．『幻の同盟―冷戦初期アメリカの中東政策』（上・下, 名古屋大学出版

会, 2016 年） 

現代史学が本学部の旧史学科に講座として初めて設置されたのは，1966 年という，20 世紀の後半へと向かう時期であ

った。現代史学は，20 世紀の後半に入ってはっきりしてきた世界史の展開に対する新しい認識を基礎として，学問的な

自立を目指したのである。現代史学は歴史学の一分野である。しかし，それは 19 世紀に成立した国民史的な歴史学とは

明確に一線を画している。現代史学は，20 世紀初めからの世界史が地域や国家を超えた地球的規模の人類史として，互

いに深い相関性をもって展開しているという新しい観点に立っている。もとより 20 世紀においても国家システムは厳然

として存在し，国家が区分する境界が社会，文化あるいは世界政治の大きな規範となっている。しかし，同時に，各々の

国家･社会の動きは，常に互いの国境，地域の区分をこえて広域的に行き交う人やモノ，科学･技術や情報，あるいは世界

的な規模の政治的･社会的動向によって影響を受けている。その相関的影響を十分に把握せずして，現代世界の歴史的ダ

イナミズムを解明することは不可能なのである。以上のような意味で，現代史学専修は常にグローバルな視点をもち，国

家単位の政治史を検討するにも「比較」や「相関」の視点を導入する。また歴史を動かす大きな要因として国家を超えた

種々の社会的，文化的，経済的，科学的動向，および国際関係，国際政治に注目する。 

日本現代史も本専修が対象とする重要な研究領域である。明治以来の日本の近代化は西洋との相関関係なくしてはあり

得なかった。また，現代日本の様態も，東アジアの政治社会動向，アメリカ合衆国や西欧との関係を抜きにしては考え難

い。日本現代史は，そのような世界的連関を認識の基礎において，近代から現代へと展開する大正から昭和期の日本社会

の歴史位相，さらには第二次世界大戦期から戦後日本の政治･社会動態を，歴史学が及ぶ限りの広い手法をもって総合的

に分析･検討しようとする研究領域である。いたずらに主観的とならず，日本現代史を世界的連関を視野において，国際

関係の場を通して研究することを，本専修は目指している。 

卒論のテーマとしては，いずれの分野あるいは特定地域を選ぶのも自由である。しかし本専修を志望する学生は， 

世界史への広範な知識と人類史という観点での歴史認識が求められるため，複数言語の修得が必須となる。また， 

20 世紀世界史，日本現代史が世界的連関を通してこそよりよく理解できるものである以上，本専修を選ぶ学生は幅広く

現代史にかかわる講義･特殊講義･演習を履修してほしい。専修のカリキュラムとしては，現代史学概説をはじめ，アメリ

カ合衆国現代史，ヨーロッパ現代史，日本現代史，アフリカ現代史，中国現代史，朝鮮現代史などの特殊講義が開講され

ている。演習には，専修所属の学生が全員参加する演習Ⅲの他に，東洋現代史演習，朝鮮および日本の史料演習などがあ

る。加えて本専修を志望する学生は歴史学全体への深い関心をも保持してほしい。つまるところ歴史研究は，幅広い知識

と史料の正確な読解を不可欠としている。それに加えて，現代史研究は，現代世界･社会そして人間に対する豊かで生き

生きとした感性を必要としている。 

 

  


