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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　伊藤和行
1.科学史　2.イタリア・ルネサンスの科学思想、近代初期の力学史、
日本近代の科学史　3.「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）、「ガリレオ」・「ポンポナ
ッツィ」『哲学の歴史４ ルネサンス』（中央公論新社、2007）、『ガリレ
オ ―望遠鏡が発見した宇宙』（中公新書、2013）

准教授　伊勢田哲治
1.科学哲学（検証理論、科学的実在論、社会認識論）・倫理学（功利主
義・科学技術倫理）　2.文脈主義的な科学的実在論の構築、ベイズ
主義の科学者集団への適用　3.『認識論を社会化する』（名古屋大
学出版会、2004）、『疑似科学と科学の哲学』（名古屋大学出版会、
2003）、『動物からの倫理学入門』（名古屋大学出版会、2007）

一般論文

　會場健大 因果の多元論を分析する 
　　　̶形而上学的一元論と概念的多元論の統合への試み̶  ----------- 1   

　苗村弘太郎 歴史学における状況証拠による推論はいかなる時に信頼できるのか  ------ 21   
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研究ノート

　鈴木真奈 1980 年代日本における家庭向パソコンと「ホームコンピュータ」  ---------91

書評

　Edger Daylight: Turing Tales ( 河西棟馬 )   ------------------------------------------------------------97

　Mark Hewitson: History and Causality ( 苗村弘太郎 )   ------------------------------------- 101

資料

　杉本舞 科学史・技術史関連科目シラバス（2016 年度）に 
　　　　　　　　　　　　　採用された教科書・参考書一覧  ------- 105

サーベイ論文

　石田歩 シミュレーションと実験の関係̶物質性をめぐる議論̶  ----------------------- 43

　河西棟馬 チューリングの歴史的位置づけを巡って  ----------------------------------------------- 67

　科学哲学科学史専修は、「科学とは何だろうか」ということについて哲学や歴史学
の切り口から考える専修です。科学哲学は、科学のあるべき方法論の考察や、ある
分野で使われる基礎的な概念（たとえば「空間」とか「自然選択」とか）について
の分析などを通して科学への理解を深めていきます。科学史は、学説の移り変わり
やある時期における科学と社会の関わりなど、さまざまな時代・地域における科学
のありかたを見ることで科学の姿を明らかにしていきます。二人の教員がこうした
異なったアプローチから行う授業を通して、学生が科学というものの姿を立体的に
とらえられるようにすることが本専修の一つの特色です。
　科学を対象とする以上、科学そのものについての具体的な知識は不可欠です。し
かも、科学と一口にいっても、物理学、生物学、社会科学、場合によっては数学など、
分野によってそのあり方は非常に多様です。学生は自分が研究対象として選んだ領
域については教員や先輩のアドバイスを受けながら個別に学んでいます。

最近の卒業論文
◯科学者のアドボカシーに関する規範的検討
◯エージェントベースモデルにおける方法論的
　個人主義と存在論的個人主義
◯ブラックホール研究における理論と観測

最近の博士論文
◯古典統計力学の発展の歴史的探究
◯科学的実在論論争の認識論的分析

写真　❶ 研究会風景
　　　❷ 専修の紀要『科学哲学科学史研究』

科学哲学科学史専修
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND HISTORY OF SCIENCE

基礎現代文化学系   DIVISION OF CONTEMPORARY CULTURE

最近の修士論文
◯量子力学と量子ベイズ主義における解釈
◯ドイツ語圏におけるプログラミング言語研究の展開
　̶ツーゼからETHへ̶
◯歴史学における状況証拠による推論はいかなる時
　に信頼できるのか

❷❶
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教授　杉本淑彦
1.フランス近現代史、現代文化学　2.オリエンタリズム論、表象文化論
3.「白色人種論とアラブ人̶フランス植民地主義のまなざし」藤川隆男編『白人とは何
か？̶ ホワイトネス・スタディーズ入門』（刀水書房、2005）『ナポレオン伝説とパリ̶記憶
史への挑戦』（山川出版社、2002）、『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）、『ナポレオン』（岩波書店、2018）

教授　林　晋
1.情報学、数学史、科学技術史　2.情報と論理の歴史社会学，人文情報学
3.「SMART-GS Project: a tool searching, marking up and linking historical 
documents, 科研費特定領域研究「日本の技術革新̶経験蓄積と知識基礎化̶」、第3回
国際シンポジウム報告集（2008）、K．ゲーデル著『不完全性定理』（井訳、岩波文庫、
2006）、S. Hayashi and H. Nakano, PX: A Computational Logic (The MIT Press, 1988)

（兼）教授　ミツヨ・ワダ=マルシアーノ
1.映画研究、メディア研究　2.3.11以降のディスクー
ル、1950年代占領終結後の映画　3.Japanese 
Cinema in the Digital Age（University of Hawai’I 
Press、2012）、『デジタル時代の日本映画』（名古屋大
学出版会、2011）、『ニッポン・モダン　日本映画
1920・30年代』（名古屋大学出版会、2009）、Nippon 
Modern: Japanese Cinema of the 1920s and 1930s

（University of Hawai’I Press、2008）

写真　❶ 全国紙の制作現場。本専修は、朝日新聞社寄付講座「ジャーナリズム論」の運営を担っている。朝日新聞社提供写真
　　　❷ 変わるTV視聴：YouTube の「恋ダンス」（左）を見て、TBSオンデマンドで「逃げ恥」（右）を見る、
　 　　　TVを経ないTV視聴の形が生まれている。
　　　❸ 消えるバーチャル・リアルの壁：ニコニコ超会議に出展されたクラウド型古文書翻刻「みんなで翻刻」に興じるコスプレイヤー。
　　　　（「みんなで翻刻」は本専修の前身情報・史料学の院生が開発した。）

　メディア文化学専修は、情報・史料学専修と二十世紀学専
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
に取り扱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ています。
　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。

メディア文化学専修
MEDIA AND CULTURE STUDIES

基礎現代文化学系   DIVISION OF CONTEMPORARY CULTURE
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教授　永原陽子
1.アフリカ現代史　2.植民地期南部アフリカの歴史，比較植民地史
3.『新しいアフリカ史像をもとめてー女性・ジェンダー・フェミニズム』

（共編著、御茶の水書房、2006）、『「植民地責任」論ー脱植民地化の
比較史』（編著、青木書店、2009）『生まれる歴史、創られる歴史ーア
ジア・アフリカ史研究の最前線から』（編著、刀水書房、2011）

准教授　塩出浩之
1.日本近現代史　2.ヒトの移動や言論空間からみた東アジアの近
代　3.『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）

教授　小野沢  透
1.国際関係史，アメリカ現代史　2.冷戦期のアメリカ外交，米・中東
関係史　3.『幻の同盟―冷戦初期アメリカの中東政策』（名古屋大
学出版会，2016），『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）， 
"The Search for an American Way of Nuclear Peace: The 
Eisenhower Administration Confronts Mutual Atomic Plenty," The 
Japanese Journal of American Studies, no. 20 (2009)

写真　❶ 文学部所蔵の原敬文書に収められている、西園寺公望
　　　　 から原敬への書簡
　　　❷ 1956年8月6日付、スエズ危機開始まもなくの時期の、
　　　　 ブルック書記官からイーデン英首相宛メモ。
　　　　 桃色インクの走り書きからはイーデンの苛立ちが窺える。
　　　　（英国立公文書館、PREM11/1098）
　　　❸ 南アフリカ国立文書館ケープ分館。
　 　　　世界記憶遺産のオランダ東インド会社文書などが所蔵
　　　　 されている。

　現代史学研究室は、20世紀世界史を研究分野とする専修として、1966年に旧史学
科のもとに設置されました。
　古代以来、世界の各地域間にはさまざまな交流が存在していましたが、20 世紀に
入ると、人・モノ・カネ・思想・技術などは、質的にも量的にもそれ以前とは比べ
物にならぬほどの規模で、しかも短時間のうちに、文字どおり世界的に移動するよ
うになりました。したがって、20世紀以降の歴史は、ひとつの国や地域の内部で完
結するものとして捉えることはできません。現代史学専修は、複数の国や地域がたどっ
た政治的・経済的・社会的・文化的変容の相互の関係や、世界的な思想や運動の潮
流などの共時的な展開を視野に入れながら、主として20世紀以降の歴史的事象を分
析し、現代世界の成り立ちを世界史的な視点から考察することを目指しています。
　現代史の研究は、歴史学の他の分野と同様に、研究対象の同時代に生み出された
さまざまな史料（一次史料）にもとづいて分析を進めます。研究においては、各国
政府の公文書（一般に公開まで30年程度を要します）のほか、新聞などの定期刊行物、
組織・団体の刊行物や内部文書、個人の日記や書簡などの私文書や、聞き取り調査
による証言資料など、多様な史料を用います。適切な一次史料を探し出すことが、
現代史研究の第一歩です。

最近の卒業論文
◯ルワンダ内戦とジェノサイド
◯神戸中華同文学校―戦後再建期を中心に

最近の博士論文
◯戦後日本の海外戦没者処理をめぐる史的研究
◯朝鮮独立運動と東アジア―植民地朝鮮における
　社会主義勢力の形成　1910-1925

最近の修士論文
◯戦後初期の西ドイツにおける「難民」問題― 
　連邦共和国基本法の「ドイツ人」規定との関連で
◯橘樸における伝統の創造―1920年代の言説を中心に

現代史学専修
DEPARTMENT OF CONTEMPORARY HISTORY

基礎現代文化学系   DIVISION OF CONTEMPORARY CULTURE
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