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科学哲学科学史専修 

 

教授 伊藤  和行 北大理卒，東大院修了，博士(文学) 

准教授 伊勢田 哲治 京大文卒，京大修士修了，University of Maryland 院修了，Ph. 

D.(Philosophy) 

 

〔主要著書・論文等〕  伊藤『ガリレオ―望遠鏡が発見した宇宙』(中公新書，2013) ，「ガリレオ

の天体観測と新しい宇宙論」(『哲学研究』， 2017) 

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「社会派科学哲学の復権----「ポスト冷戦時代」の科学哲学の進む道の再検討」（『『岩波講

座 現代第 2 巻 ポスト冷戦時代の科学／技術』岩波書店，2017) 

 

 

本専修は，「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

す，日本では数少ない科学哲学科学史の専門家養成機関である。専任のスタッフだけではカバーし

きれない領域については，非常勤講師を招いて，広く科学哲学および科学史の問題が扱えるように

配慮している。本専修の第一の特色は，科学哲学と科学史の両分野が研究の両輪となっている点で

ある。また，科学哲学における特色としては，論理的分析の重視，科学の具体的な題材(たとえば統

計力学，進化論，空間・時間)に即した哲学的問題の重視，科学上の古典的著作の原典読解も踏まえ

つつ現代の科学哲学の問題 設定に即した視野の広い問題の追求が挙げられる。また，科学史におい

ては，ルネサンス以降の近代西洋科学の理論史的考察を中心に，原典批判に基づいた個別研究を踏

まえた，哲学的視点の下での歴史的な科学像の探求が特色として挙げられる。 

大学院生がこの専修で研究を進めるにあたっては，科学の学説内容を理解できるだけの科学的知

識 だけではなく，語学力や文献読解の能力という人文学特有の能力も必須である。科学を知らずに

科学哲学や科学史をやることが無謀であるのと同様に，科学・哲学・歴史学の古典的著作を読みこ

なすための人文学的素養を軽視することもまた無謀である。たとえば，18 世紀以前の西欧科学を歴

史学的に研究するためには理論内容を理解するための科学知識とともにラテン語が必須である。研

究テーマによっては，その他の言語を修める必要が出てくるかもしれない。科学哲学の例を挙げれ

ば，時間と空間の哲学をやるには相対論を学ばずにすませることはできないが，他方で哲学におい

てこの問題がどう扱われてきたのかを理解し，その視点から科学者の著作を読み直す読解の力も要

求される。修士課程に入る段階でこれらの条件を満たすのは難しいかもしれないが，その条件を自

分の研究の必要に応じて将来満たしていくだけの心構えと根気は持っていてほしい。それだけの努

力に値する学際的で面白い問題がたくさん見出されるのがこの研究分野なのである。 

科学哲学・科学史の隣接領域として科学技術社会論がある。これは科学技術についての社会学

的・人類学的・心理学的分析や，科学技術と現代社会との接点で生ずる問題の分析・解決策の提案

などを含む幅広い領域である。当専修の軸足はあくまで科学哲学・科学史にはあるものの，こうし

た科学技術社会論的研究を研究課題とすることも可能である。 
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メディア文化学専修 

 

教授  林  晋      思想史，歴史社会学，人文情報学 （平成３１年３月退職予定） 

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〕 林｢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)，「田辺 元の『数理哲学』」 (思想，2012)  

 杉本 『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) .  『ナ

ポレオン』（岩波新書, 2018 年）. 

 

 

メディア文化学専修は、情報・史料学専修と 20 世紀学専修が合併することにより、2018 年度に発足した新

しい専修です。この新専修の理念・目的を以下に紹介します。 

現代は、様々な新しいメディアにより地球全体がひとつの情報社会となりつつある時代です。メディアの高

速化・大規模化・廉価化・大衆化・グローバル化は著しく、それが現代を特別な時代にしています。この様な

時代には、文化や情報は短時間のうちに伝播拡散し、それが、多様な文化間の接触や融合を生み、国や地

域を超えた新たな文化・価値観・生活様式を出現させています。しかし、同時に、現代においても従来の文

化・国家・制度は存続しており、グローバルな情報社会の出現は、社会的規範や歴史認識などを巡る新たな

政治的・文化的な軋轢を生み出していることも事実です。 

  本専修は、既存の人文学・社会科学だけでなくメディア学や情報学などの新しい方法論により、以上の様

な現代特有の様々な問題を、歴史的文脈も重視しつつ、考察する場です。 

  本専修の教育の大きな特徴は、従来の人文・社会科学が主に取りあつかってきた伝統的メディアである文

書資料に加えて、現代の新しいメディア、たとえば、映像やマンガ・アニメ、ブログ、SNS などを資料として取り

扱うことです。そのため本専修では、歴史学・文学・社会学・哲学に加えて、マンガ・アニメ学、映像学、人文

学系の情報学などの科目が用意される予定です。 

  メディア文化学専修は、この様な学習を通じて、現代社会の多様な問題や現象を新たな方法論によって

分析する力を身に着け、新たな時代に対応する高度の専門的知見を基礎として、メディア産業・IT 産業・教

育・行政などの様々な分野で活躍するための能力を涵養する場所なのです。 

 本専修のカリキュラムは、以上の様な理念・目的を達成するために現在構築中です。また、現在の教員の

定年退職のため、２０２０年度には、新しい２名の教員による専修となります。 
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現代史学専修 

 

教授 永原 陽子 アフリカ現代史・比較植民地史 

教授 小野沢 透 アメリカ現代史・国際関係史 

准教授 塩出  浩之  日本近現代史 

 

上記に加えて，人文科学研究所および人間・環境学研究科所属の下記の教員が教育と研究 

指導に参加している。 

教授    高木    博志    日本近現代史 

教授    石川    禎浩    中国現代史 

准教授 村上  衛   中国近現代史  

准教授 藤原 辰史 農業史・環境史 

 

〔主要著書・論文等〕 

永原『新しいアフリカ史像を求めて―女性・ジニンダー・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』（共編著, 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』（共編著, 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“Formation of American Regional  Policy for the Middle East, 1950 – 1952，” 

Diplomatic History, Vol.29, No.1, Jan, 2005 ; “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』(共編著，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） 
塩出 『岡倉天心と大川周明 「アジア」を考えた知識人たち』（山川出版社、2011 年）．『越境者の

政治史 アジア太平洋における日本人の移民と植民』（名古屋大学出版会、2015 年）．『公論と交際の

東アジア近代』（編著、東京大学出版会、2016 年） 

 

 

現代史学専修は，1966 年に旧史学科の一講座として設立された，文学部の中では比較的新しい専修

である。 

  現代史学専修は，「現代」という時代が，それ以前の時代とは異なる歴史的動態を有し，それゆえ

に，この時代を研究するためには，特定の国や地域を対象とする伝統的な歴史学とは異なる分析上の

視点やアプローチが必要とされるという前提に立っている。19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて，

アジア・アフリカ地域が欧米を発祥とする主権国家の国際システムに取り込まれ，あるいは欧米列強

の公式・非公式の支配下に入ったことで，地球上のすべての地域が相互に結びつけられ，「ひとつの

世界」が出現した。近代以前にも遠隔地域間の交易や情報の伝播は見られたが，19 世紀後半以降に

出現した「ひとつの世界」では，ヒト・モノ・カネ・情報などの国・地域を越えた移動や伝播は恒常
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的なものとなり，その速度と規模は，21 世紀の今日に至るまで，ほぼ一貫して増大し続けている。

この「ひとつの世界」は，地域を越えた人や社会の連携や相互依存を促進する一方で，新たな分断や

対立をも引き起こしてきた。たとえば，地球上のほぼすべての土地が主権国家と植民地という制度の

もとに分割されたことによって，それ以前の人的・経済的な結合が断ち切られる事態，あるいは対立

しあう「国益」を追求するために国家が人的・物的資源を大規模に動員する事態も，逆接的ではある

が，「ひとつの世界」が出現したことの帰結であった。現代史学専修は，人類の歴史が「ひとつの世

界」の世界史として展開するようになった時代を「現代」と捉え，この「現代」に生起する様々な歴

史的事象を世界史的な視野から分析し考察することを目指している。 

  現代史学専修の研究と教育は，分析対象の当事者や同時代の観察者が残した一次史料の精確な読

解を考察の出発点に据える，実証的な歴史学の方法論を取る。現代史の研究では，オーラル・ヒスト

リーや図像・映像をも史料として用いることがあるが，それらについても，文字史料と同様に厳密な

史料批判と合理的な解釈が必要とされる。本専修の特徴は，一次史料から得られた知見を，能う限り

世界史的な文脈に位置づけて考察しようとする点にある。そのためのアプローチは，無限にあると言

ってよい。たとえば，国際関係史や比較史のアプローチ，あるいはトランスナショナルな視点を導入

することが有効なこともあるし，ナショナリズム，ポストコロニアル，ジェンダーなど，社会・政治・

思想などに関する様々な理論を援用することで複雑に絡まりあう事象を解きほぐすのが容易になる

こともあろう。 

  本専修を志望する学生には，史料の読解に必要とされる言語を含む，複数言語の修得が必要と

される。また、研究対象の一次史料を入手できることが研究テーマを定めるための条件となる。そ

れらを踏まえ、現代世界に対する広い関心を持って、意欲的なテーマに取り組んでほしい。 

  


