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1.　はじめに

2020年前半に始まるパンデミック─ひとからひとへ感染する新型コロナウ

ィルス感染症（COVID-19）の世界的な蔓延─において，教育界においては，

世界中で多くの教師たちがさまざま手持ちの技術を使って遠隔授業（リモート

授業）を行う状況に立たされました。それは，対面による接触を避けいのちを

守るためであったと言えましょう。電気の供給，通信技術基盤の整備された「持

てる」国では，インターネットを通じたオンライン授業が積極的に導入されま

した。

オンライン遠隔授業の導入，拡大は，学ぶ権利を守るための緊急措置であっ

たにしても，教育にどんな長期的影響を与えるのか，2021年 8月現在，いま

だ事態が進捗する中で全体を展望することは困難なことです。

また，新しい方法に順応することに手いっぱいで，顧みる余裕もない，これ

も多くの同僚教員とともに共有する思いです。

とはいえ，年度を越え，さまざま，情報共有，報告が世界から届いています。

まず高等教育におけるデジタル化は，今回初めて起きた課題ではないことも

教えられます（DESA（2020）；文科省（2018））。日本では，2000年 11月，

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（「IT基本法」）第 18条に（文部省

（2000），文部科学省（2001）並びにその後の白書をも見よ），さらには，中曽

根康弘首相の下で1985年以降進められた臨時教育審議会，第4次答申（1987）

2.3.（2）「情報社会への対応」にまでたどれます（臨時教育審議会（1987）

19-20）。
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もちろん，遠隔授業に対応できるように通信基盤が十分整備されてきていた

とは言えないでしょう。パンデミックにより教育の遠隔化が加速度的に進めら

れることとなり，とりわけ，遠隔会議システムの導入による，新たな教育方法

への適応と習熟が短期間の間に，生徒，学生，教員に要請された，これが実態

に近いところではないでしょうか（文科省（2020a））。

世界全体では，教育機会の格差という社会問題が，通信施設，機器の両面に

おける格差によって，改めて浮き彫りになったとも言えます（UNESCO

（2020）；DESA（2020）；Wenczenovicz（2020））。

確かに，デジタル化を可能にする諸条件が整っている国々では，オンライン

遠隔授業は，教育の機会に関する従来の時間的空間的制約を根本的に緩和する

ものとして，今回を機会に加速度的に移行する社会体制整備が提起されていま

す。しかし，同時に，「デジタル化」と叫ばれる技術導入の社会的費用はすで

に問題化されています（EU（2021））。

そのほか，デジタル化は，管理，監視，検閲という国家統制，盗聴，流出等

に対する脆弱性など，教育，学問，科学の普遍性，公共性を脅かし，民主主義，

学問の自由を危機に晒すという警告も発信されています（大嶋ほか（2020）

17）。

さらにデジタル化が人間的関係を電子的に抽象化，いわば「情報」化するこ

と，そして，瞬時に交換されるモノと化することの本質的問題も問われていま

す。例えば，オンライン遠隔授業は，大学教育のデジタル化を加速化させ，新

自由主義的な大学再編の流れに掉さすものとも批判されています。中でも，学

生間，学生─教師間の社会的相互関係の価値を抽象化することのみならず，高

等教育を機械化し，人格的交流を希薄化させ，熟練も専門性も不要にし教育を

代替可能な，大量生産商品に化していくという声も上がっています（Water-

meyer et al.（2021）629-632）。特に，成績評価の面では，テクスト読解や言

語理解を評価基盤とする教育の場合，オンライン遠隔授業ではいかに困難を伴

うかも報告がなされています（Dixon（2020））。

その一方，経済という限定的合理性の範囲ながら，個々の学習を AIに管理
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制御させる学校教育統制を基幹に，市場労働の変化に対応する労働者の再教育

を，個々人の生涯教育ふくめ，統括し，延いては，労働力を再編成する教育・

労働行政全体をシステム化してしまうことも構想され，究極的には，個々の大

学組織等，個別組織の内に閉じていた高等教育を解体して全体化，社会システ

ム化する未来図まで提出されています（OECD（2021））。

こうした状況にあって，局所的なデジタル教育方法の開発を顕揚すること

は，もし社会的課題に無頓着に論ずるならば，技術論的産業的効用のあまり，

教育の本質を見失いかねません。英国教員の声が示唆する通り（Watermeyer 

et al.（2021）），多岐にわたる技術の変化において，教育自身の新たな可能性

を探るにしても，最終的に高等教育そのものの課題にも答えることが倫理的に

求められます。

このような健全さの好例としては，国際学会の事例があります。オンライン

会議への移行によって，従来の国際的社会的参集が抱えてきた諸条件を見直す

契機となり，植民地主義（西欧中心主義），世代間不当差別，地球温暖化等の

実践的課題の解決にとって，デジタル化が積極的機能を有するとの報告もなさ

れています（Goebel et al.（2020））。

本稿では，以上の内外の教育現況を基に，人文系教育において，将来の教育

方法への新たな展開を探ると同時に，今次デジタル化推進以前から内包してい

る人文の学びそのものの課題にも展望を示すことを試みたいと思います。

1.1.　オンライン遠隔形式の特性と課題

資料を分析する，とりわけ，文書資料を読んで，理解し，その理解を共有し

て，理解の妥当性を検討するという過程は，人文（humanities）の学びにとっ

て，基盤的なものでしょう。母語であれ第二言語であれ，また，初等教育から

高等教育，専門家間の研究会にいたるまで，質も水準も多様ではあるものの，

また，教授法として慣習化されているものもあるにせよ，文書資料の分析はだ

れもが経験することではないでしょうか。

読書や文献の研究というものは，個人で，孤立した働きとしてもなされてき
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ていますが，文章読解を教師から教わったり，学習者で協働で行ったりという

事になると，他者との間で相互的なコミュニケーションのもとで行われます。

従来は，こうした資料分析，文章読解の相互的コミュニケーションは，同じ

場所に会して，例えば，教室などで，行われることが多かったといえます。し

かし，インターネット以前の時代でも，電話で行ったり，手紙で行ったりする

ことも可能であったことを，思い起こせば，遠隔コミュニケーションには，不

便さはあっても，対面と同様の目的を一定果たせていました。

したがって，電話やそのほかの遠隔通信手段の延長線上，オンライン同時双

方向会議システムで，文章理解含め，資料分析について，協働作業を行うこと

は，順応可能な方式でしょう。

教室での今までの授業に比べれば，電子ファイル化して録画再生できるよう

にすることまで加えれば，手紙の時代同様，繰り返し学びなおせもする媒体と

なります。この復習できる点は，今回も学習者から評価されたことでした（文

科省（2020 b））。

もちろん，オンライン遠隔会議に欠けていることもあります。コミュニケー

ションに参加するひとが同じ場所に居合わせているときには─たがいの接触，

へだたりにおいて─身体性が備わっています。この点，映像など活用してコミ

ュニケーションの身体性を想起させることはできても体感することはできませ

ん。これが，オンラインでの特性となりましょう。体育，音楽，美術，実技，

実習，実験，フィールドワークなど遠隔，オンラインで代替することの困難が

明らかになった教育分野が示す通り，オンラインによる学習では満たせないも

のがあることも事実です。

したがって，文章の意味理解という視聴覚，体感による直接体験を必要条件

とはしないコミュニケーションであるとしても，先の教育分野が示唆する通

り，直接性において充実できていないという意味では，経験の全体性になお欠

けています。

実際に，文章読解において，「実演」，「再現」による理解の確かめ合いが有

効なことは，ものの名前ひとつとっても容易に想像がつくでしょう。したがっ
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て，オンライン遠隔教育の総合的な評価は慎重にならなければなりません。

その一方，従来であれば，同じ場所に集まらなければできなかったことの制

約について，どういうことが積極的に拡張されることになったかを次に考えて

みます。

2.　人文系テクスト講読における新しいオンライン授業学習方式の構想

従来の物理的な教室でなされる，一対多のコミュニケーション回路による授

業を録画して配信する方式はすでにパンデミック以前に行われていました。

当然，語学や文章読解の分野でも，オンライン，遠隔の同時双方向コミュニ

ケーションまたは録画された視聴ファイルの配布方式で，教育サービスを提供

することは，商業的サービス産業ですでにさまざま商品提供がなされていまし

た。

こうした以前から実践されていたコミュニケーション方式が，社会的通信基

盤が整っている国々では，教育全般において拡大したことは，今次の教育実践

諸報告から明らかです。

その中で，大学の人文系講読授業でのこれからの可能性については，一部，

早々報告された内外の事例から推定されるとおり，世界でさまざま試みられた

と考えられます。そうした実践の中から，積極的な可能性をいくつか明らかに

したいと思います。

2.1. 　2020－2021年オンライン授業経験並びに諸報告から見えてきた人文系

テクスト講読授業形態の新たな可能性

以下述べるところは，個人的には，人文系講義担当科目について，青山学院

大学で担当するキリスト教政治倫理ほか，本務校で講義する倫理学，人間学等

の科目で，気づいた事です。また，他の人文系授業実践報告からも，その可能

性を確認できたところの事です。

私含め，多くの人文系講義科目を担当する教員は，専門研究から，哲学であ

れ文学であれ歴史であれ，テクストの取り扱いに始まり最終的なテクスト本文
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の理解を基盤にしています。テクスト本文理解があってはじめて，諸知見を批

判し，自説を組み立てることができます。その上で，個々の講義にあっては，

多くの人文系教員は，特定の主題について，問いの連鎖，連携として問題を対

話的に構想するでしょう。

したがって，講義で語る最終的な根拠は文献資料の批判的解釈に負うもので

あり，講義の中心的な内容にとって鍵となるテクストとその解釈を受講生に提

示して，その理解を共有する学習過程は必須ではないかと考えます。

そうだとすると，同時双方向であれオンデマンドであれ，講義内容に沿った

中心テクスト並びにその理解をどのように，受講生とさまざまな共有するか

は，それぞれの専門分野の講義のもとで，工夫がなされたのではないかと思い

ます。

この過程で，個人的には，限られた時間の範囲内で，どのように文献資料を

共有し，そのうちのどの部分を取捨選択して講義本体で活用し，そのほか関連

個所を，受講生の予習復習に委ねるかは，試行錯誤ながら，講義構成上の重要

な課題でありました。

以上，今回，講義における資料構成を考案する過程が，今度は，オンライン

同時双方向でテクスト読解の協働作業を行う際に，いわゆる文献講読のゼミ・

授業を実施する際に，どのような可能性があるかを考えるための予備的な経験

になりました。

また，それと並行しつつ，さまざまなテクスト講読に関連する学内外での同

時双方向会議システムを用いた研究会等により，その具体的な経験を積み重ね

ることになりました。

2.2.　テクスト講読をオンラインで行うことによる利点

すでにオンラインでインターネットから得られる諸情報を授業現場で利用す

ることは，教員，学生ともに，人文系に限らず様々な分野で行われてきている

ところです。また，今回のオンライン授業実践報告からも，そうした以前から

の流れが活かされていることは明らかです（文科省（2020b）スライド 26-27，
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早稲田大学の事例；池田（2020）；岩田（2020）；河西（2020）；Klautau（2020））。

人文系（humanities）諸分野では，とりわけて，従来の物理的図書館におけ

る，紙媒体を基本とした資料，図書に加えて，1990年代から，現在に至るまで，

電子複写情報資源が，オンライン上，累積的に，飛躍的に拡大して来ています。

多くの研究者は，個人的な専門分野に特化しているために，近隣の領域にお

いてさえ，どのような電子的情報資源が日々新たに増し加わっていっているの

か，これを最新情報に更新していくことは，個人だけでは困難なところでもあ

ると実感しています。研究情報サイト，図書館情報，専門家間共有情報に頼る

ところでもあります。

したがって，研究者個人が，こうした研究情報の加速度的増大と利用可能性

の拡大を，個人研究の日常に取り入れていくだけでなく，教育者として，担当

する講義等にもどのように活用していくかは，課題としては，すでに共有され

てきていたと思います。

インターネットを通じた情報は，インターネットを利用できる端末につなげ

られればアクセス出来てきている現況があったわけですから，こと学術情報に

至っては，学びの共同体のメンバーである受講生にも，その取扱いの仕方含め

て，利用法を伝えていくことは，教育上の義務の一端でもすでにあったといえ

ます。

問題としては，物理的アクセスから解放され膨大であるがゆえに，必要な情

報にどうたどり着けばよいのか，初学者に習熟の機会を提供することも必要で

しょう。また，それぞれの授業にあっては，情報資源の総体のうち，何をどこ

まで，協働参加者とともに，共有して利用するかが課題であり続けています。

その場の教育的諸条件によって，適切な度合いを考慮して，教育的に情報提供

していくことが求められています。

このように学術上の公共資料に関するリテラシーを確立することは，教育，

研究の水準にも関わってきます。大学は，学問において，国内水準に留まるも

のではなく，世界に開かれている機関であります。日本関係の研究ですら，オ

ンライン上の情報は日本語以外のものが莫大に広がり，また，世界に分散して
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います。人文系に限らず，オンライン上の学術情報の総体に対する最新の見取

り図を持てるか否か，これは，学術，教育の世界基準として重要です。

このようなリテラシーの基盤形成を怠れば，大学の学びの場は，人文系にお

けるテクスト講読に限らず，一層，閉塞的な内側だけで通ずるものと化し，貧

困なものになりはしないでしょうか。

改めて，今回，オンライン授業が明らかにしてくれたことは，人文系のテク

スト理解の場でいえば，日本語であれそれ以外の言語であれ，テクスト理解に

ついて，オンライン公共情報資源について参加者が同時に共有し，利用できる

状態にあれば，テクスト上の疑問について，原資料，辞書，事典，注釈からそ

のほか 2次，3次資料，視聴覚資料まで，関連資料の総体を，自由に参照する

場を形成できる，また必要があれば追加資料をオンライン上で共有することが

できる，ということです。

具体的には，15世紀以降の印刷時代にあって，印刷図書資料ばかりでなく，

法律文書，行政資料なども，世界各地の資料館において，所蔵資料について，

版権そのほかの問題があるものを除けば，精度の高い電子複製として，公開さ

れていっています。それ以外にも図書検索サイトは，公共的にアクセス出来て，

閲覧だけでなく，無料ダウンロード・サービスも提供しています─今や専門的

には物理的図書館の物理的にしかアクセスできない重要資料が却って有用情報

となっています。

手稿についても，印刷時代以前のものも欧米の図書館でも，日本の図書館で

も，電子化され公開することが進捗しています。そのほか考古学資料はじめ多

様な文化資源が，電子複写資料として，公開されアクセス可能になっていって

います。

またさまざまな電子データベース，検索エンジンが開発され，利用にはライ

センス料が伴うことが多いとは言え，大学等研究機関では，所属学生，教職員

に利用可能となっている場合も多くなりました。

確かに膨大な資料の壁に圧される感覚も拭えないでしょう。情報化されたが

ゆえに断片的な集合として消化しきれない塊に心理的な圧迫や忌避感すら生じ
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てくる可能性は気をつけなければなりません。

しかし，この事態が，人文学の学びの歴史において意味することは，何でし

ょうか。それは，学習の場で，参加者が，知的資源には平等にひらかれていて，

権威者のだれかの記憶や権威ではなく，証言，証拠を直接権威として，対等に

議論を深める場が開けたということではないでしょうか。

学習の場で，参加者全員に，諸資料の同時参照可能性が平等に高まったとい

うことは，人文の学びの質と倫理を飛躍的に根底から高めていることになるの

ではないでしょうか。オンライン後の時代においては，大学において学ぶ者同

士の倫理において，そうしたものの総体の所在についてはおたがいに一定の認

識をもって，講義やゼミなど日常の学びを形成していくことが常態となるので

はないでしょうか。

そのほか，世界で行われたさまざまな大小研究会，勉強会から見えてきたこ

とは，場所の移動に困難なひとでも，インターネットに接続できる端末があれ

ば　学習に参加できることになったことです。物理的な社会的移動がパンデミ

ック下のように危険が伴う状況でも，オンラインによるコミュニケーションな

らば，危険を冒さず，年齢を問わず多くの人に参加可能なものとなりました。

もちろん，コミュニケーションの主体が増えれば，回線の制御や，発言の整

流，音質画質の確保など技術的な問題が発生するでしょう。それでも，国境を

越えてすべてのひとに開かれた学びの場を創成することが可能になったと言え

ないでしょうか。

また，文献講読上，重要なことは，資料は紙媒体ではなく電子化されること

によって，空間的，重量的制約がなくなったことも大きいと思います。紙媒体

の使い勝手とは異なる面があるにしても，一か所に同時に参集して会を整える

場合には，資料を参照するにしても，空間的，重量的制約がありました。

3.　今後の課題

以上，オンライン上の情報資料を共有可能とする同時双方向会議システムに

よるセッションは，医療，設計，経営等他分野と同じように，教育分野でも，
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パンデミック以前にすでに進んできていたデジタル化の特質を，開花させたと

も言えましょう。

判断形成に関連する基盤資料総体へのアクセスが参加者に権利上平等化さ

れ，証言，証拠の評価力という人間力を相互に吟味できる場が開かれたという

ことです─この人間力も当然システム化にすでにひらかれていますが。

もちろん，テクストの学びの場を運営するには課題が多くあります。テクス

ト関連資料総体といっても仮想的なものです。逐一すべての資料に実際にアク

セスすることが要請されることはありません。実際，オンラインにおけるセッ

ションにしても，参加者は，時間的にも社会的にも制約されています。テクス

ト理解の何に主眼を置くかによって，資料の参照にも選択的にならざるを得ま

せんし，より多くの参加者のインタラクティヴィティを大切にするということ

もあるべき選択のひとつです。

その上で改めて確認しておくべき課題があります。教育方法が対面中心だっ

たあり方から，デジタル通信に比重を移し，その比重が不可逆的に進行してい

る事態にあって，教育を今後どのように展開していくべきか，この問題はなお

ざりにされてはならないということです。

実はこの問題は，そもそもの出発点にもあった 1987年臨時教育審議会第 4

次答申に書かれていることから変わっていません。産業，経済，社会について

は，当時「情報化」という術語で表現されていました。また同時双方向デジタ

ル通信を見据えての議論であった点で本質的な違いはありません。答申の議論

をたどってみると，産業の「情報化」の時代にどのように対応すべきかという

議論がなされていますが（臨時教育審議会（1987）esp. 19-20），教育までを「情

報化」するとは書いていません。

したがって，パンデミック後，将来社会に向けて，教育を，さらには，人文

学の教育を，構想していくときには，パンデミック以前から起きてきている教

育のサービス産業化，教育内容の断片的情報化をそのまま受け入れ，サービス

提供の方法を競う前に，一呼吸立ち止まって考える必要があります。

それでは，何を創成していくことが求められているのでしょうか。
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「情報化」の議論の初めに戻って，現在，「情報」という言葉でわたしたちが

ものを考え行動している枠組みをできる限りとらえ直すことを試みてみましょ

う。

「情報」という漢語は，漢語文献の歴史において，先秦時代の文献には確認

できませんが，出来事の様子という意義で，16世紀『朝鮮王朝實録』に出現

を確認できます。

日本における明治維新以降の近代日本語においては，『大日本國語大辞典』

（1916）には見出しがないものの，第 2次世界大戦前においては，intelligence

に相応する言葉として「諜報」に密接に関係する言葉であったとの報告もあり

ます（『日本国語大辞典』第 2版（2000-2002）s.v.「情報」）。第 2次世界大戦

後，1950年代以降，「情報」は英語の ‘information’ に相応する言葉として理解

されてきています（ibid.）。

では「情報」と翻訳されることになった元の言葉 ‘information’ は，もとも

と何だったのでしょうか。英語としては 15世紀ごろ，伝達される内容として

の知識や事実の意味をもつようになりました。より古い意味は，人間のこころ

や信仰を形づくることであって，‘form’「かたち」を与えることでした（Murray

（1901）s.v. ‘inform’；‘information’）。「知識」や「事実」として確立したもの

を伝達するという意味を，確かに，早くから有していました。しかし，明らか

に，そのもとになっているのは，ひとをひととしてかたちづくる教育という生

きた交わりの働きにほかなりません。中世ラテン語においても，「教える」と

する項が，情報伝達の意味に先だてられています（du Cange（1885）s.v. 

‘informare’）。古典ラテン語にあっては，明確に「かたち」（forma）が意識さ

れている言葉であって，考えを〈かたち〉づくったり，また，既存の知識を授

けることを含むにしても，ひとを〈かたち〉づくったりすることの意義へと派

生して行った言葉でありました（Lewis and Short（1879）s.v. ‘informatio’；

‘informo’）。例えば，キケローでは「霊魂は自然によって形づくられる」のよ

うに使われています（‘animus bene informatus a natura’（De officiis, IV 13）。

また「形相（forma）を与える」といえば神の働きをも想起させるものでした（cf. 
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Thomas Aquinas, Summa Theologiae, III.sup.Q1.A1.R2）。

こうした歴史に対して，‘information’ は，1920年代からは数学的な量化さ

れたものとして，また 1930年代からは，情報工学的な通信上，伝達，蓄積さ

れる電子信号として，用いられました（OED, 2021, s.v. ‘information’；

‘inform’）。例えば，通信上，信号伝達に関わる物理的障害を論ずる際に，量的

なものとして，伝達内容には無差別のものとして論じられました（Nyquist

（1924）；Hartley（1928））。こうして伝達の工学的特性を論ずる際に，伝達対

象を量的にとらえ，便宜上，既定性，確定性を前提とすることを，不当に一般

化するところから，私たちの ‘information’ に対する理解も，さらには，「教育」

やその根本にある「知識」や「学問」に対する理解も，影響を受けてきている

可能性が見えてきます。

思考の形式化（in-form）の歴史においても，推論過程が二値論理の回路に

分析され設計されることを，「脳のはたらき」そのものの表現としてとらえた

り，dichotomyや命題論理を絶対化することと受け止めたりする誤解も見据え

ておかなければならないでしょう。伝統文化では，思考の形式化には言明のみ

ならず，問いも命令も含まれていましたし，情報伝達の信号化は，内容そのも

のには無差別であることには変わりがないと言えます。

以上の「情報」という言葉の歴史からわれわれの今をとらえなおしてみる時，

パンデミック後のデジタル通信利用にあっても，教育，そして，人文がなすべ

きことは，20世紀に情報工学で整理されてきた「情報」という考え方やそこ

から派生する誤解に，安易に無反省的に「知識」や「学び」を重ねて理解する

ことではないでしょう。

知識，学習の要素還元主義的な断片的単純化，サービス産業化，さらには，

学習過程の機械化から AIによる操作制御など，これらの便益化によってはな

し得ない価値を明確にしていかなければなりません。また，そうした教育本来

の普遍的価値を，国境を越えて形成していくことが人文（humanitas）の人類

的使命ではないでしょうか。

現在，教育を単なる技術の進歩に合わせ，市場の価値に還元するという近視
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眼的な趨勢も報告されています。この趨勢に，当事者として，自己の人格まで

取り込まれ，積極的に関与する状況も広がっています。しかしながら，人文知

（humanities）の未来があるとすれば，こうした趨勢に抗い，教育の本質にお

いて求められる人間性（humanity）を，力強く取り戻すことが必要ではない

でしょうか。

人文知の本来のはたらきは長期的な社会的規範的価値への反省と再創造で

す。人文知に関わるひとびとが，国境を越えて開かれた学びの共同体を形成し，

集合知として日夜，再創造して行く努力を今怠れば，「情報」の通俗的誤解の

中で，日々の教育，学習が消費されて，人文知は「デジタル化」の謳い文句の

もとで断片化されて本来の働きを失うでしょう。「問い」において知そのもの

を活性化させてきた力を失い，人文知はまさしく，機械的に，電子的な信号化

されたモノと化し，ヒットしては消える bitとなり終えるのではないでしょう

か。

図書館はじめ各種資料館も，その所蔵資料，各種目録も，物理的な現実空間

に成り立ってきたものとして歴史的に人文知の社会的基盤となって来ていまし

た。これらのアクセス権は，以前は，時間，空間的に，また，利用資格によっ

て，いつでも，だれにでも開かれてはいませんでした。デジタル化は，電子複

写物を通して，仮想空間上で，アクセス権を平等化して，通信インフラの制約

以外の従来の物理的制約を取り除きました。所蔵資料の制限的利用で成り立っ

ていた知の偏在は大きく塗り替えられました。自然科学の世界は措いて，人文

知の風景が一変したことは否めません。

それと同時に，この新しい時代は，人文知の危機の時代でもあります。では

どのような海路を選べばよいのでしょうか。

過去を振り返れば，ビザンツ帝国の崩壊の時期に，イタリアでギリシア語を

学ぶ熱が高まり，ビザンツ帝国から逃れてくる知識人とともに，古典ギリシア

語の膨大な写本がもたらされたり，新たに写されたりすることが広がり，印刷

術の発明とともに，人文知の基盤，延いては学問全体が一挙に根本的に変化し

ました。そのことが現代にいたる近代をもたらしたとも言えましょう。
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かつての世界的構造変動とは異なり，現代のデジタル化においては，世界中

のあらゆる地点が希望の灯となり得ます。小さな試みとして「学び」の深化が

胎動して，やがてさざ波のように伝播して，あらたな知の方向性が切り拓かれ，

社会全体が変革されていくかもしれません。

パンデミック下にあっても，人文知とは時代の暗闇に対してあらがうことだ

と謳うノリスの言葉は，現代，人文学に関わる学徒にとって，時代の危機と対

峙する上で，希望のありかを教えてくれているのではないでしょうか（Norris

（2021））。
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