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文学研究科村上勝三

国際哲学研究センターは「共生

センター」の活動を受け継ぐとい

う役割をも担って昨年度構想され

ました。そして2011年5月末に

｢私立大学戦略的研究基盤形成支

援事業」として採択され7月lp

oその趣旨として私たちは以下の

ベく努めます。

私たちのおかれている状況は、2011年3月11日の東

||本大震災以降一変しました。この変化には当然のこと

ながら大きく見て二つの側面があります。一つは、どの

ようにして自然災害から復興を成し遂げるのかという側

1mです。しかし、その一方で福島第一原子力発電所の発

災によって私たちはもう一つの側面を強いられることに

なりました。放射性物質に汚染された空の下でどのよう

にして生命の、健康の価値を守ることができるかという

ことです。現実への対処は一筋縄では行かなくなってし

まったのです。私たちが養われ、慈しまれてきた空と大

地が取り返しのつかない変様を蒙ったばかりではありま

せん。本来、見、聞き、触れ、香りを嗅ぎ、味わう、そ

れらが生活上の事柄を判断するための基盤をなしてきま

した。放射性物質は見ることも、聞くことも、触れるこ

とも、香りを嗅ぐことも、味わうこともできません。私

たちは五感で自らの健康を守ることができなくなってし

まいました。しかも放射性物質の人間に与える影響は確

率論的だと言われています。

もちろん国境を易々と越えてしまう金融システムも、

遺伝子組み換え食｢H!も五感から遠く、しかし確かな仕方

で私たちに圧力を加えております。もはや五感への依存

に基づいて健康を保つわけには行きません。確率論的な

現状把捉が求められます。これらのことは何も今に始

まったことではありません｡21世紀を特徴づける一般

的傾lblです。それらを象徴する最悪の事態に面と向かっ

てしまったのが｢1本で生活する私たちです。放射性物質

の拡散は局地的な問題ではなく世界的な規模のもので

す。直接的に影響を受ける私たちは世界中の哲学者の助

けを借りながらこの問題への対処の仕方を探して行かな

ければなりません。本センターに課せられた最も重い課

題です。
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に正式に発足しました。その趣旨として私たちは以下の

ことを掲げております。

「グローバル化が進み、価値観の多様化とともに、未

來への方向性を見極めかねている現代社会にあって、

人間と社会のあり方を根源的に問い直す哲学的探究が

求められています。本センターはこの地球的課題に応

えるために哲学研究の国際的ネットワークを形成し、

井上円了哲学の現代的役割を国際的に発信するととも

に、東西思想の差異するところを踏まえつつ枇界的連

携を創出することを目指します｡」

そして次の三つのユニットをつくりました。

①第1ユニットは、明治以降の日本思想、特に本学の

創立者である井上I'1了の哲学を全世界的に発信します。

そのために円了哲学を深めるとともに国際井上円r学

会の設立に向けての研究事業を推進します。

②第2ユニットは、三つのユニットを理論的かつ実践

的な手立てで方法論的に支えるとともに、世界的に共

有ﾛJ能な諸学の基盤をなす新たな「普遍的方法論」の

構築を目指します。実践的課題としては「ポスト福島

の哲学」を設定しております。

③第3ユニットは、不安定な相対主義とそれの裏腹で

ある一極主義の浸透により争乱と混乱のうちにある現

代社会に対して「共生」を鍵に東洋的思想の特質を積

極的に取りだしつつ、単なる多様性(variety)ではなく

別個性(diversity)を乗り越える新しいillg界観を提示す
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11ﾕﾆｯﾄ紹介
〃日本哲学の再構築に向けた基盤的研究

第1ユニット

W=蔓鬼幽辮型

ll"!jl鯛特質を分怖究耐ることtimL
て、H本近現代哲学の独創性を探究すると|可時に、さら

には、その営みが今後の地球社会を先導する先進的な価

値観の創造にどのように寄与しうるかを、国際的な連携

の中で考察する。特に、本学の創立者である井上l'1了の

業績の本格的な研究は、本学における建学の理念を正し

く自覚するためにも、急務であると考える。

具体的な研究視点としては、井上円了研究だけでも、

①井上円了の思想形成史の解明、②井上円了の哲学の

核心の究明、③井上I1I了における哲学と仏教の関係の

究明、④井上円了の哲学とli1時代の哲学思想との関係

の究明、⑤井上|リ了の哲学および同時代のほかの哲学の

継承すべき点の分析などがある。東洋大学には、その

後、大内青榊、境野黄洋らが出て、円了の思想を継承し

ていった。その状況を追跡するとともに、そのほか、西

田幾多郎、lll辺元、和辻哲郎、九鬼周造など、日本近現

代の哲学の営みに同有の特質をも究明していく。これら

の研究を丹念に進めて行く中で、H本近代哲学史を新た

に書き直す作業をも果したい。

以上のように、西洋スタイルの哲学研究を開始した

時代から、日本人はどのように哲学の営みを遂行して

きたのかをあらためて検証していきながら、その上に

立って、将来の日本の哲学研究の進むべき進路を展望

する。さらには、その研究成果を、ほかの研究ユニッ

トに提供し、討議を重ねていくことを通して、この混

迷を深めている地球社会に対し、新たな哲学の方法論

と価値観を提示することに努めていきたい。そして、

それらを国際的に発信することにより、地球市民のラ

イフスタイルの革新やコミュニティの再生をもたらし、

多元化社会のそれぞれの伝統の尊重と連帯・統合とを

果すことをⅡ指す。

■むけ●ら●●●や●甲早■●｡■母｡｡●●｡ ①●●由■●･心血■CCC●凸●■■■の●■句①●｡●■●●b●のち■●■OGbG◆①膚●● ●●○●●ゆ①｡｡■｡●●

〃東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究

1掛≠
蹴鯛識

流し合う方法の確立をH指すこと、(2)多様な国語相互の

差異がその文化の差異の反映であることを兇失うことな

しに研究が交流される仕組みを明らかにすることである。

(1)東洋大学の哲学的伝統を培ってきた井上|'l了以来の知

的資源を東西哲学・宗教と連接しようとする「第1のテー

マ」と連携しつつ、束IﾉM哲学・宗教の根幹をなすさまざ

まな立脚点を統括的に論じうる議論場・ロゴスの場を形

成するために、諸外国の哲学・宗教研究者と普段に討論

のできる仕組みの構築を目指す。それによって、あらゆる

哲学・宗教的思考が差異を保ちつつ交流し合うことので

きる方法論の確立にli'jけて研究を進める。その際哲学

の方法論とは、学際的研究によるほかの諸個別科学の方

2

法論をも包括的な批判的検討にもたらしうる学問一般の

方法論の基幹たる特性をもちうるのでなければならない。

(2)また、その際、諸言語の多様性にかかわる語彙・文法

構造と思索様式との密接な連関が考慮されねばならない

だけでなく、諸文化における知覚と言語との相互の関係

の仕方の差異と共通性が研究されねばならない。という

ことは、諸文化の核心をなす感じ方と考え方の多様性を

保ちつつ、相互に交流することによってこそ、多様性

と共生との稔りある総合がﾛI能になるのである。このた

めには感性との相互関係における言語的把握の多様性を

喪失することなく、育成しつつ、文化の核心とその結晶

ともいえる哲学的思考を1lt界規模において交流する仕組

みを明らかにすることが肝要である。これを実現するた

めに、複数のニカI玉l語の間（まずは、われわれの文化形

成の基盤になってきた、H・仏、H・独、日・中、日・

韓)での双方|hl的な思索の即時的交流を可能にする翻訳

者を養成することが目的とされる。
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〃多文化共生社会の思想基盤研究

第3ユニット

プロジェクトリーダー

宮本久義

本研究ユニットは、文化的多様

性や宗教的多様'性が現代社会にも

たらす諸問題を、哲学、宗教学の

「共生」すなわちともに幸稲に暮ら視点から捉え直し、「共生」すなわちともに幸稲に暮ら

していける思想基盤を探ることをテーマとする。近年、

社会のさまざまな問題に絡めて「共生」という語が多

用されるようになった。いまだ統一的な定義や概念は

ないものの、この言葉は、抑圧や差別、対立や不平等、

一方的な支配や侵害を超えて、「自立と連帯のなかで、

誰もが十全に自己実現を果たすことがﾛj能な社会」（竹

村牧男ほか編『共生のかたち」誠信書腸、平成18年）

を目指すといった意味合いで使用されていると考えら

れる。「ともに生きる」という人間や社会のあり方は、

利潤追求とは対極の幸福を第一に考える人生観･llt界

観を前提にしなければ成り立たない。しかしその「幸

2011年7月6Hに、東洋大学国際哲学研究セン

ター(IRCP)の第11口I総会が行われた。各研究員、研究

助手、RAとライナ・シュルツァ客員研究員が参加した。

今回は国際哲学研究センターの構成員が一堂に会した

初めての総会であり、事務連絡のほか、今後のセンター

運営の方針が協議された。

総会に先立ち、村上勝三センター長から挨拶があり、

当センターでの研究は、「現実をすぐに変えるというも

のではないが、20年後、30年後、100年後に大きな影響

力を持つ可能性」のある研究活動であり、長期的に見て

大いに意義のある研究活動になりうるという腱望を示

された。また、「哲学の陸|際化」とは、伝統的な文化や

思索を捨てることなく、母国語である'1本語を鍛え、|11

時に思索そのものを深め鍛え上げることによって、相手

との交流関係を構築することであり、「n分の研究のみ

に閉じこもらず、専攻、学科、大学の枠、また3つのユ

ニットの枠をも越えて、協力して進めることにより果た

されるものである」と締めくくられた。

I
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福」も、誰にとっての幸福かを考えると、そこには多

くの難題が表出する。

西洋に端を発する一元的な価値観や合理主義、およ

び市場経済のグローバル化に直面した現代社会にお

いて、人間の根本的生き方が問われる「共生」につい

て考えることは、今取り組むべき喫緊の課題であると

言えるであろう。また、木研究は共生を中心的なキー

ワードとしつつも、人権、公共哲学、民主主義、など

のテーマもともに扱っていくものとする。

具体的な研究視点としては、①多文化社会における

個人あるいは集|寸lのアイデンティティー認識あるいは

帰属意識の問題究明、②異民族間の共生の問題、③異

宗教間の共堆の問題、④多言語使用国家・地域におけ

る構成員|H1の交流の問題、⑤人間と自然・環境との共

生、などを考えている。以kのような歴史的、地理的、

文化的にも多様な領域にまたがる問題を、｜玉I内外の研

究者の複数の視点から考究・検討することにより、今

後の世界展望をともに考えていきたい。

さらに竹村牧男学長より、本センターは「現代社会に

必要な問題解決型の哲学研究」を通じ、「自分たちの思

索を十分に大切にしながらも、国際的な水準の研究拠点

を作」り、「国際交流の日常化を似lっていく」ことが求

められている。かつて「三II1の理財、早稲田の政治、白

山の哲学」と躯われた「白111の哲学」の名をもう一度復

椎してほしい」という強い決意と希望とが述べられた。

今後の国際哲学研究センターの活動に大いに期待さ

れたい。
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研究会報告

白第1ユニット第1回研究会
第1ユニットの第1回研

究会が、7月28口に東洋

大学文学部会議室で開催さ

'れた｡研究会では､三浦節
夫研究員（東洋大学ライフ

｜デザイン学部人間環境デザ

丼上円了に関する研究史」に

着させようとする活動として円了の全体像が描けるので

はないかという見通しが語られた。また、護国愛理を中

心とした東洋大学の建学の理念を、どのように継承し具

体化するかという課題があるということが確認された。

さらに、選集未収録資料や新たに発見された資料の検討

によって、新たな研究の進展が望めるのではないかとい

う話も出された。

また、フロアの古田公平氏からも、今後の研究への提

案がなされた。漢学からl'l了を読む方向、また思想の深

さと現代』性だけに注Hするのではなく、同時代への影響

力という観点から円了像を描き出すという方向が示され

た。氏が指摘したのは、思想史を描くためには、多数の

読者を獲得できなかった専門的で深い思想家を扱うだけ

ではなく、広範な読者を獲得し、l'1時代に対する影響力

が強かったl'l了のような思想家も扱う必要があるという

ことである。漢学関係で言えば、石黒忠息との耆簡のや

り取り、「修身教会運動」における陽明学からの影響な

どのトピックもあるとのことであった。

衝
一

､日

イン学科教授）を迎え、「井上円了に関する研究史」に

ついてご報告いただいた。

発表は、これまでの先行研究の簡単な紹介と、東洋大

学でどのような経緯で円了研究が進められて来たかにつ

いての報告であった。先行研究において特に影響ﾉJの強

かったものとして、家永三郎氏や吉田久一氏のものが挙

げられるが、それは円rを国家主義・国粋主義の枠組み

で語るものであった。円了は「護国愛理」を唱えたが、

｢護国」だけがクローズアップされてきたのである。競

近になってようやく、田村晃祐氏や末木文美上氏の研究

によって、円了の「仏教の近代化」に果たした役割が注

目されるようになってきたにすぎない。

東洋大学では、1978年より井上IIj了研究会が発足し、

三つの部会に分かれて井上円了の研究が開始された。と

りわけ哲学・社会学の分野の研究者を中心にした第三部

会は、基礎資料の収集や現地調査を行い、また積極的な

討議によって井上円了の思想の全体像を明らかにして

いった。その成果は、「井上円了の思想と行動』や「jl:

上円了の教育理念」にまとめられた。また、「井上円了

研究」・季刊「サティア』・「井上円了センター年報』な

どの雑誌の発行を通して円了研究は進められていった。

そして現在、研究がさらに進み、「井上l'l了の教育理念」

とは違う形での円了像を描けるのではないか、というと

ころで発表が締めくくられた。

ここから質疑応答に入り、円了研究の残された課題な

どについて話し合われた。とりわけ、「護国愛理」のう

ち「護国」ばかりが取り上げられる現状に対して、「愛

理」を中心にしなければ円了の思想の全体像が見えない

のではないかということが、重要な課題として浮かび上

がった。哲学思想だけではなく、迷信を打破する妖怪

学や全国巡行の講演旅行などの活動全体を貫いているの

が、「愛理」の思想であり、真理を究め、広く国民に定

鯰
ｆ
一

｝
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懸
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円了の時期区分についても問題にされ、東大時代まで

を初期とし、東大卒業から哲学館退官までの『外道哲

学｣、『仏教哲学系統論」を含む時期を中期とし、全国巡

行期を後期とする区分が示された。ただ、教育勅語や哲

学館事件、日露戦争などが思想の転換期に大きな影響を

与えたということも見落とされるべきではないとされ

た。とりわけ教育勅語は、大衆との関わりを深く持てる

ようになる大きなきっかけになったものであるというこ

とが指摘された。

また、円了を中心とした資料などのデータベース化な

ど、今後の方向性についても話し合われた。第1ユニッ

トの今後の方針を含め、円了の全体像にいかに迫るのか、

熱のこもった討議が行われ、充実した研究会であった。
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白第2ユニット第1回研究会
第2ユニット第1同研

~f"､

i
名称で広く知られている唐代の詩人である。白居易は

2800余首の詩を残しているが、そのうち78首が戯題詩

(詩題や白居易自身による注に「戯」の作であることが

明記されている詩）に該当する。白居易の戯題詩のほと

んどが雑律詩だが、当時は｢詩は苦吟して作るのが尊い」

という認識があったため、苦吟を経ずできあがる雑律詩

を白居易は44歳のころまで軽んじている。しかしそれ

以降に戯題詩は増加している。軽んじられていた雑律詩

である戯題詩が増加したのは、白居易が40歳ごろに母

と幼い娘を立て続けに亡くしており、そうしたことから

白居易の心境が変化した結果と考えられる。

白居易の戯題詩は内容に関しては大きく二つに分ける

ことができる。一つは人(友人）と戯れる詩で、ほとん

どが「宴」に関する春の詩である。つまり春の景色を見

ながら宴を開くというシチュエーションが多くみられ

る。そして多くが人と唱和したものである。こうした戯

題詩には「興｣、「癖｣、「狂」といった言葉がよく出てき

ている。「狂」という言葉は『論語」や『荘子』にも出

てくるが、白居易以前には自分のことを「狂う」と言っ

た人はほとんどいない。ここでの「狂」は自分を卑下し

ているわけではなく、むしろ俗人とはかけ離れていると

いう誇りを示す言葉で、白居易による「狂」という言葉

の使用例は百例以上ある。

人にではなくものを詠んだ詩の中でも、いくつか戯題

詩が見られる。「戯れに新たに栽えし薔薇に題す｣詩(807

年36歳)では薔薇に、「戯れに山石榴に問う」詩(817年

46歳)では山つつじに対して戯れかかっている。さらに

洛陽での連作(834年63歳）では、林同(庭園）を擬人化

して白居易と林園の間で詩を贈答し合うということがな

されており、唱和する相手がいない場合は目の前のもの

を擬人化して相手とし、一人二役で唱和するようなった

ことが分かる。そして「自ら戯る三絶句」（840年69歳）

では、唱和する相手がいないため自分の身と心を分けて

I
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詩を贈答し合っている。晩年(842年71歳）の「池鶴八

絶句井ぴに序」では鵺とそれ以外の烏と対話させてい

る。そこでの鵺は自分をほかの烏から一線を画そうと屍

理屈を重ねるのだが、その鶴に白居易は自分の姿を投影

している。全体を見ると、ものを詠んでいたのが我を詠

むようになっていった、つまり白居易の作る詩が「詠物

詩」から「詠我詩」へと変わっていったと言える。

心
心！

三

､嘗誇”r:1，，“患学、筆;’』.､鴬瀞

フロアからはさまざまな観点から質問が挙がり、白居

易の思想・宗教について、あるいは戯題詩についての理

解が深まった。白居易の思想・宗教について、白居易に

おいて儒教、老荘、仏教が融合しており、老荘や仏教に

傾倒するようになるが儒教的なものがゼロになるわけ

ではない。時期的に見ると地方へと左遷された時期と仏

教に傾倒していった時期が重なるが、こうしたことと戯

題詩の増加は無関係ではないだろう。また戯題詩につい

て、その条件が近代詩であること、詩題や自注に「戯」

という言葉が入っていること、即興詩であることを挙げ

ることができるが、絶対に必要な条件ではない。現代に

生きる私たちには当時における「戯」は非常に分かりづ

らく、少なくとも半分不真面目になっている詩だと思わ

れる。

研究方法の観点からも、データベース化がどれほど

進んでいるのかという質問が挙がった。白居易のみで

なく唐代のあらゆる詩が入っている『全唐詩」が北京

大学のホームページにある。唐代はまだ写本の時代だ

が、清の時代に勅命で「全唐詩」が編纂され、これが

データベース化されており、さまざまなテキストとの

違いも見ることができる。白居易などに関してはウェ

ブ上のデータベースを使った研究がﾛI能になっている

ことが確認された。
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白第3ユニット第1回研究会

耐趣型
1全一画一．._I

長島隆研究員による第

3ユニット第1回研究

会が平成23年7月2211

(金)に開催され、「ドイツ

における自然療法と近代

I矢学一口然治癒説と人工

治癒説をめぐって」と題した報告がなされた。ドイツ観

念論における自然哲学・社会哲学を研究テーマとする氏

は、自然哲学研究には単なる理論史ではなく社会・文化

史の理解も必要であるという問題意識から、自然療法・

民間療法に着目してきた。今回の発表は、ドイツにおけ

る自然療法の歴史をたどり、その原理に光を当て、近代

医学の担い手としてのドイツI矢帥会と自然療法家の関係

を考察したものであった。要旨は以下のとおり。

こんにち世界に広がっている自然療法・民|Ⅲj療法は、

歴史的に長く、ヒッポクラテスやパラケルススが先行者

としてあげられるけれども、ドイツにおいては、直接的

には19世紀の近代医学に根をもっていることが特徴的

である。たとえば、近代医学の祖といわれるフーフェラ

ント(ChristophWilhelmHufeland,1762-1836)は口然

医療を創始し、ハーネマン(SamuelHahnemann｡1755-

1843)は一種のワクチン療法であるホメオパシー(111種

療法)を創始した。

その自然治癒説の理論的基礎は、「生命力」の概念に

ある。18世紀の「生気論と機械論」の対立において、「生

命力」概念は提起され、しかも、物質の運動とは異なっ

た「原瑚」とされていた。だが、フーフェラントは、生

命力は内的に状態変化と結びつき固有の物質を形成する

とし、構成要素の有機的結合を主張する。この生命ﾉJは

18世紀の「生気論」の尾を引いているといえる。他方、

ライル(ChristianReil,1759-1813)にとっての生命力は、

それとは異なっている。ライルは、むしろ生命力の理解

は「化学」の発展に依存することを指摘している。した

がって、ライルは1811t紀「生気論」とは異なり、現段

階では「生命力」についてこれ以上指摘できないことを

指摘し、生命活動の「科学的理解」に基づいて明らかに

なると考えている。いずれの立場も、当時の自然科学的

発見に基づいた主張であること、物質の結合と運動から

｢生命力」が主張されている点で注意される。

ところで、自然療法が大きく浮かび上がるのは1900

I,ｮ叫一ヨー司I……………一
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年前後である。この自然療法は、19世紀後半に広がっ

ていたヌーディスト運動や温泉療法などの自然治癒運動

(Naturheilbewegung)、そこから登場する生活改善運動

(Lebensreform)を背景としており、今日まで影響力を

持っている。その際、口然療法は多岐に渉り、魔術のよ

うなものまで登場したため、自然療法の有効性に対する

危機感が生じ、自然療法家の中で独自に専門教育を行う

こともなされた。他方、近代医学の側にも、自然療法の

隆驍を前にして、近代医学の基礎が崩壊するという危機

感があり、しかも、近代医学は「実験医学」として展開

されながら、「実験医学」の挫折(19世紀後半以来の「実

験｣による犠牲者の問題-1930年の「リューベック事件」

はその典型事例）から、「医学の危機」が認識されるよ

うになった。近代医学派と自然療法派の対立の根底に

は、「自然治癒説」と「人工治癒説｣の争いがある。また、

|]然療法によって誰でも治療できるとなると、医師の経

済的自立の問題も出ることとなった。

さて、ドイツにおける自然療法は「自然治癒説」に

基づく。その自然の治癒力には、弱いバージョンであ

る「穏やかな自然治癒力」と、強いバージョンである

｢超自然的力」とがある。後者は魔術やまじないも含む

が、前者は近代医学が包摂ﾛ]能である。このような状

況であるから、今日の動向として、ドイツ連邦医師会

(Bundessarztekammer)と自然療法家の団体は基本的に

協力協|可の関係にあることが指摘される。実際、ドイツ

では鍼灸や繁体は認められており、ドイツの近代医学の

側の|災師会も、｜'|然療法家と協力する形になっている。

''1然療法家も、1939年のHeilpraktikergesetzが第2次

世界大戦後も生き延び、しかも自然療法はドイツでは大

学教育の中で専門教育を受けることになっており、その

資格制度のもとで「療法帥(Heilpraktiker)」として活

動しており、独自の規則を作って自然療法家の水準を確

保しようとしている。
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||今後の活動予定

11月1日㈹

18:00～20:00

11月28日（月）

18:10～19:40

11月30日㈱

17:00～18:30

第2ユニット研究集会

題目：間文化現象学の方法論

場所：東洋大学白山キャンパス6号館4階文学部会議室

発表者:G.シュテンガー教授(ウィーン大学）

第2ユニット研究会

発表題目：対話形式の著述とスピノザ

場所：東洋大学白山キャンパス6号館4階文学部会議室

発表者：大野岳史研究助手

第1ユニット研究会

発表題目：井上円了の『哲学一夕話』と西田幾多郎

場所：東洋大学白山キャンパス6号館4階6405教室

発表者：白井雅人研究助手

'↑”ﾛ臓鑛筵鑿壼Y騨亨の｢園"華隠量｣(GNH)ぉよ…と…鯛係

12月10B(i)

13:00～19:00

12月17日仕）

1月日時未定

3月日時未定

IRCPNewsletterVo1．1

設寸記念シンポジウム

テーマ：哲学の陸|際化は可能か

場所：東洋大学白lllキャンパス2号館16階スカイホール

基調講演：加藤尚武先生

提題者：吉田公平研究員、山口一郎研究員、菊地章太研究員

第2ユニット第2回WEB国際研究会

提題者：ヴァルデンフェルス先生

ジャン＝リュック・ナンシー先生

第1ユニット研究会

発表者：竹村牧男研究員

第1ユニット研究会

発表者：小路口聡
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研究組織 (2011.7.1)

ﾕﾆｯﾄ’ イ 研究プロジエクトにおける課題I

竹 村 牧男研究員牧男研究員 井上円了の哲学・思想の研究

吉 田 公平研究員 哲学館・東洋大学に関わる哲学者研究

近現代日本の哲学研究

近現代日本の倫理思想研究

明治期の仏教哲学研究

近現代における「仏教学」の形成過程に関する研究

井上円了の行動と思想の研究

第
１
ユ
ニ
ッ
ト

相楽勉研究員0

小路口 聡研究員

岩井昌 I唐研究員

伊吹敦研究員

三 浦 節夫研究員

白井雅人研究助手 西田幾多郎を中心とした近代日本哲学の研究

東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究村上勝三研究員★

現代ヨーロッパ哲学の現象学的方法論研究山口一郎研究員◎
騨鴬

；第
２
ユ
｜
｜
ツ
ト

野間信幸研究員 中国思想における方法論研究

’
沼 田 一郎研究員 インド法制思想の方法論研究

’

坂井多穂子研究員 中国古典における制作方法論の研究

西欧における研究情報集積の研究稲垣 諭研究員

清 水 高志研究員 方法論としての創造的モナドロジー研究

大野岳史 研 究 助 手
I

西洋中世・近世哲学における著述と論証の研究
爆雛

宮本久義研究員◎ 多文化共生社会の思想基盤研究

18-20世紀ドイツ自然観再検討長島隆研究員

第
３
ユ
ニ
ッ
ト

フランス哲学と自然神秘主義の研究永井晋研究員

ネパール仏教における共生思想研究山口し のぶ研究員

インド思想・宗教の共生思想研究橋 本 泰元研究員

渡辺章悟研究員 大乗仏教における共生思想研究

儒教・道教の共生思想研究菊地 章太研究員

ｒ

堀内
I

仏教における共生思想研究’ 俊郎研究助手

播本崇史・伊香賀隆・竹中久留美・三澤祐嗣R.A

★＝センター長。＝プロジェクトリーダー○＝副プロジェクトリーダー

ニ ユーズレター第1 号 平 成 2 3 年 1 0 月 発 ｲ1

編集：東洋大学国際哲学研究センター

住所：東京都文京区白山5-28-20東洋大学6号館4階60466Tel&Fax:03-3945-4209

E-mail:ircp@toyo.jp

Homepage:http://www.toyo.ac.jp/rc/ircp/
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