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研究会報告

白第1ユニット第5回研究会
第1ユニット第51''1研究会

が、第2ユニット第51''l研究

会と合lilで2月16日に東洋

大学白山キャンパス第2会議

室にて開催された。第1ユ

ニットの発表者は竹村牧男研

究員で、題Ⅱは「ﾉﾄ上円rの

哲学I&想」であった。

円了の哲学観を以下の三点にまず竹村研究員は、井上円了の哲学観を以下の三点に

まとめた。第一に、哲学は諸学を統括する中央政府のよ

うなものであり、諸学の基礎を論究するものであるとい

うこと。第二に、実学のようにI白接の有用'|唯はないとし

ても、大工にとっての物差しのように、尺度としての有

用性が哲学にあるということ。第三に、哲学は,思想練磨

の術として、広い視野や高潔な人格を愛うものであると

いうことである。

竹村研究員は以上のように丼上円了の哲学観を特徴づ

けたうえで、円了がその哲学で何を真理として見出した

のかについて問題にした。それは、絶対と柑対が同じも

のではないが、同時に離れたものでもないということで

あり、ヘーケル哲学と仏教哲学に共通する真理である。

また、円了が妖怪学の探究を通じて見出そうとした本当

の神秘(真怪）も、この絶対と机対が離れないという事

態なのである。1l常にふれる春の花や秋の月こそ、絶対

と離れない現象として、真の神秘そのものなのである。

しかし同時にl'l了は、絶対と相対の両者の関係を観察

するだけには留まらなかった。そこからさらに、活動主

義ともいえる立場に進むのである。円了によれば、哲学

において真理を探究するのも、他脅のために働くことが

|I的なのである。徹底して古今東西の哲学を研究したl'l

了が、ひたすら他者のために働くという単純な境地に辿

り着いたのである。

以上のような竹村研究員の発表を受けて、とりわけ円

rの活動の問題に関して活発な討議が交わされた。多く

の聴講者が来場し盛況の内に研究会は終了した。
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白第1ユニット第6回研究会
第1ユニット第6回研究会が、3月2211に東洋人学|'1

111キャンパス文学部会議室にて開催された。発表者は、

小路口聡研究員、題月は「『現象ﾛll実在」論の淵源一

ljVlⅡ哲学と良知心学について－｣であった。本発表は、
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WIH幾多郎の「現象即実在」論の思想的淵源として、王

畿(1498-1583)に代表される良知現成論の実在観に着目

した大変刺激的な発表であった。

小路口研究j!によれば、「現象即実在」の思想とは、
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日常生活の具体的な場にお

いて、現に、生きて働く人

間の心の上に、常に、佃を

越えた、「意識の厳密なる統

一」として現lii成就する「実

在」への気づきと敬畏、信頼

と順応を促す思想であり、そ

こに、人間の脱白・超越の契機を求めようとする思想で

ある。西田は、そうした「実在」を、「純粋経験｣、ある

いは、その根底で働き続けている「潜勢ﾉJ」「或統一者」

｢潜在的或者」「一般的或者」「普遍的意識」「人格」など、

様々な名称で呼んでいるが、それは、王畿の良知現成論

における「良知」の思想と著しく一致している。また、

｢意識の根底において自己の意識を破りて働く堂々たる

'i豐宙的精神を実験（＝「実際に体験｣)する」ことを「宗

教の真意」とみなす西田哲学は、良知心学が、「万化の

根源｣、「乾坤万有の基」としての「良知」の働きを、時々

｡●●■■由■ ●｡｡｡●●｡●●●由●■

刻々 、「IEI得｣することを通して、「即今当下(今一ここ)」

において、「聖人」としての本来的自己を生きること、

すなわち、「即今脚立」することを目指す点においても、

共通点を持つことが示された。そして、両者の哲学の根

底にあるのは、他でもない、「性善説」という「現象即

実在」論の思想であると結論づけられた。

質疑では、両l11の「純粋経験」論と王畿の「良知現成」

論の違い、及び、両者の倫珂学における「他者」性の問

題、1'l'j荷の哲学における「知識」「知性」の位置づけなど

について、椚発な議論がなされ、盛会の内に幕を閉じた。

寿
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白第2ユニット第4回研究会

一幻
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lノ]23p、東洋大学l'|山

キャンパス文学部会議室で、

清水高志研究員（第2ユニッ

ト）が、「ミシェル・セール

の「生成』を読む」と題す

る発表を行った。－私たち

は通常、なんらかの事物を判ヘヘ1一は皿'吊屋、なん↓つかの器物 を判

断するにあたって、その事物が持っている佃別性の一部

を切り捨てるかたちで、より普遍的な「括り」に包摂す

るという作業をおこなっている。こうした普遍的な「括

り」は、より普遍的な「括り」と重層させられる形で組

み合わされ、判断や推論はそこに立脚して正しい結論を

導き出すとされる。これは個別な事物を、普遍への包摂
トゥリー

を媒介に樹木状に整序していく思考のあり方であり、あ

る意味で伝統的なものでもあるが、これによって本当の

佃別性や多様性が切り捨てられる、とする立場もありえ

よう。セールはこれに対し、個別‘性や｢ありのままの多」

としての多様性が捉えられるのはいかなる条件におい

てであるのかを考察する。そして個別性を媒体として、
トゥリー

樹木状の包摂構造にもとづく整序が限定されつつ、そう

した整序構造そのものが複数結びつく、という状況を老
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えようとしていると、清水研究員は分析する。

『生成』では、バルザックの『知られざる傑作」をモ
トウリー

テイーフに、普遍による媒介(樹木状の整序）と、あり

のままの個別、多様'性(Noiseなもの）による媒介が、ど

ちらかに解椚されることなく、双方の作用を往還するか

たちで成立している構造が力動的に描かれている。こ

の二柿類の媒体を交互に経ることで、多様性にゆらぐ、

ネットワーク状の世界が生成されるが、このネットワー

クを結節させる個別なものを、多様なまま考察していく

ところにセールの意図がある。セールはライプニッツの

モナドロジーを踏まえつつも、整序された内容の調和で

はなく、先述の往還関係のシステムそのものが、多様な
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かたちで共可能的にあるとはどういうことかをIIIい、そ

うした形でモナドロジーを読み換えている。沽水研究員

はこのように指摘し、議論も椚発に交わされる盛況な研

究会となった。
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白第2ユニット第5回研究会
第2ユニット第51''l研究

会が、第1ユニット輔51III

研究会と合'11で2)l16n

に東洋大学白lllキャンパス

第2会議室にて開催され

た。第2ユニットの発表苔

としてフランスから照lllll{{

信客員研究員を迎え、「西

田哲学の方法論」と題された研究報告がなされた。

西田は、「真実在」の定義から、哲学の〃法を導き川

そうとする。真実在とは、「知るもの｣と｢知られるもの」

の二項対立では捉えられないものであり、対象化を通じ

て知ることができないものである。その意味では11II接的

に感得されるべきものであるが、決して神秘的な合一体

験や、すべてを1口I収する自我を意味するのでもない。自

己を否定して自己を対象化しつつ、対-象化された|'|己を

さらに否定していくようなものとして、創造的に新たに

自己を更新していくものなのである。こうした真実在か

ら、世界が自らを知る自覚として、創造的向LLの|'|覚が

哲学の方法となる。これは、常に自己否定を媒介にする

自覚でもあるので、哲学のﾉj法とは杏定的口覚とも考え

られる。また、真実在が自らを知る自覚として、11l界が

llt界口身に対する関係と特徴づけられる。

一方、科学の方法としての「行為的直観」とは、｜Ⅱ界

申 ①｡●O●●q ｡ ● ● 今 今 ● ｡ ｡ ｡ ｡ ｡ ､ ｡ ｡ ● ● ●

と''1己との関係から考えられる。ここで考えられる自己

とは、ポイエーシス的''1己である。しかも、ポイエーシ

ス的自己として働くことができるのも、創造的な自己の

|'|覚が根底にあるからである。ここで、科学の方法と哲

学の方法の違いが浮かび上がる。科学の方法は、自己と

世界の関係の巾でポイエーシス的白己の自覚を遂行する

ことである。さらにそのポイエーシス的自己の根底に、

桝学の方法として、世界''1身の自覚としての創造的自己

の自覚があることになるのである。

以上のような黒IH客員研究貝の発表の後、「否定」と

いう言葉の意味や西山の場所論について、活発な議論が

交わされた。多くの聴講荷が来場し、盛況な研究会で

あった。
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白第2ユニット研究集会
2月20H(月)、第2ユニット研究集会が行われ、黒ⅡI

昭信客員研究員が「テキストの地層学序説一上l1l閑照に

よるエックハルトのドイツ語説教86解釈をめくゞる|川題

群を手がかりにして－」と題して発表した(於l'l111キャ

ンパス第1会議室)。

黒田研究員はエックハルト解釈に先立ち方法論上の問

題を取り扱い、エックハルトのテキストが内容(哲学、

神学、神秘主義など)や言諦（ラテン諾・’'1高ドイツ論）
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などで区別されることを示し、エックハルトにおける根

源的経験に対するアプローチノj法を提示した。

エックハルトは「神」と「神性」を分けているのだ

が、上田剛照によればエックハルトの根本テーゼは「魂

における神の子」から「神性への突破」をなすことであ

り、ここにキリスト教からの離脱がある。こうした上田

の解釈に対して黒田研究員は三つの観点から批判を示し

た。第一にI況教のｲⅡ手がおそらくベギン会の修道女であ
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上陛 り、一般的なキリス

ト教徒のあり方から

逸脱しないよう注意

喚起していたのでは

ないかという、歴史

的文脈が上I{Iの解釈

には欠けている。第

二に、上Ⅲlはドイツ

語著作に見られる神

秘主義的要素を強調するあまりラテン語薪作における神

学的枠糺lみを軽視している。妓後に、禅仏教と比較して

エックハルトを見る場合に三一性(三位一体論)が軽視

されやすいが、最近確認されたエックハルト[｣筆のドイ

ツ語説教からは三一性が見いだされ、エックハルトがH

● ● ■● ■●

指していたのは「神性の無」ではなく、神が魂において

常に生まれているということにある。上記の考察を通し

て、比較宗教的・メタ宗教的アプローチに潜む欺臓や盗

意性から距離をi丹くべきであるとした。

上川によるコンテクストから逸脱するような解釈を提

示する観点と、コンテクストに沿った解釈を目指す黒lll

研究員の観点をめぐって廃んに討議がなされ、実りの多

い研究集会となった。

●｡､｡｡●●●｡●●cc● 卓●●申 ●■●■●･寺●｡｡●●●

白第3ﾕﾆｯﾄ第4回研究会
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2012年2月2011(月)、

東洋人学l'|山キャンパス

にて、「辺境のツーリズ

ムーブータンの近代化と

牧畜民ブロクパのアイデ

ンティティの行方一」と

題する発表が、脇|}l道子

氏（慶應義塾大学）によ

り行われた。

ブータン東部のインドとの山岳国境地帯にある二つの

谷、サクテンとメラには、ブロクパ(Brokpa)とよばれ

る牧畜民の少数民族が住んでいる。長い|H1，外IRI人の

訪問が制限されていたが、2010年9月にツーリズムが解

禁された。脇lll氏は、急速に進行するこの地域のツーリ

ズム開発に焦点を当て、ブータンの近代化とブロクパの

人々のアイデンティティの行方について考察された。

ブータンのツーリズムの特徴は、外貨獲得と雇用対策

への人きな期待からI玉l家全体の開発計IIIIIの中に位満づけ

られていることにあるという。特に雌近ではGNH(The

GrossNationalHappiness、I'il民総幸福度)などでも注目

を浴びている。I]本では、ブータンは幸福の国というイ

メージが強いが､GNHはあくまでも「開発の理念」であっ

て、ブータンの人が皆、幸福だという意味ではない。

ブータン観光の文脈の中では、伝統は、大きな「売

4

り」になっている。ブータンへのツーリストの数は年々

増加しているが、地域に偏りがあるため、開発の遅れた

東ブータンにおける新しい観光ルートの開拓が急務とな

り、サクテンとメラに白羽の矢が立ったという。牧畜民

である彼らの文化は一般のブータン人にも珍しく、「民

族観光｣(エスニック・ツーリズム)の対象となっている。

今年II1に予定されている東ブータンへの国内航空路の

新設やインフラ改善などによるツーリストの増加も期待

されているが、「伝統とモダニティ間の緊張」はこの地

域においても例外なく強まっている。今後、ブロクパが

'1文化兇直しの方向へ動くのか、あるいは一般のブータ

ンの人々への同化に向かうのか、ブロクパ出身の教育を

受けた「此族エリート」が新たな道を開くのか、彼らの

今後は注llに他すると氏は締めくくられた。

癖

＝や
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白第3ユニット第5回研究会
けて院路を行く必要があるというのが氏の問題意識であ

る。その上で、氏は、関連する基本事項に対して丁寧な

解説を加えていった。

最後に、もっとも弱い者に分配するということ（格差

原理）が適用されるには共同体感覚が自己にとって拘

束ﾉJとなることが必要であるが、それを実現するには、

ロールズ流の、自己の本質は自由であり共同体のしがら

みから独立しているという「負荷なき自己」というリベ

ラリズムの自己瑚解では不可能であり、共同体や他者を

IILLの本質的構成要素と考える自己理解が必要である。

これが、コミュニタリアニズムの立場のサンデルがロー

ルズを批判した議論のうち最も強いものであると結んだ。

第3ユニット第5回研究会が、2月28Hに東洋大学

白山キャンパス第1会議室で行われ、村松聡・早稲lll大

学文学学術院准教授と長島隆研究員が発表を行った。

１
１

－
－
零
、

輯

~即

村松氏は、「リベラリズムの自己理解『負荷なき自己』

の限界とコミュニタリアニズムの自己像一サンデルの場

合一｣と題する発表を行った。ロールズの議論を紹介し、

それに対してサンデルがコミュニタリアニズムの立場か

ら徹底的に批判をしていることを紹介する趣旨の発表で

あった。

リベラリズムとは、大まかにいうと、口己決定権・自

律尊重原理に基づき、「自己決定権に制限を加えること

ができるのは危害原理のみである」とする立場である。

その特徴は、多元的価値の支配する社会でお互いを尊重

しようということにあり、ロールズの正義論もこの観

点に立っている。ただ、自己決定権は大切であるもの

の、では自由に遺伝子操作をしてよいのかなど、n律原

則に基づいて解決できない倫理的問題が生じてくる。ゆ

えに、よさ、幸せ、徳などの価値を追求する必要がある

のではないかという議論も出てくる。しかし、その場合

も、独断ではなく共通理解を得られるような幸福理解や

徳論をわれわれが持ち合わせているかという問題が生ず

る。このような相対主義と独断論という両方の危険を避

一一、一ふ

長島隆研究員は、「チャールズ・テイラー、コミュニ

タリアニズムの原則と「近代」の理解」と題する発表を

行った。CharlesTaylorは、1931年生まれのカナダの哲

学苫であり、〃"2/JfJAS""/αγAge等の大著を数冊発

表してきている。

テイラーの問題意識は、西洋近代とは異なった「近代

化｣がありうるし、現にあるというものである。その際、

近代の口己理解こそが近代の出発点であるので、その自

己理解の解明が、近代の諸問題の解明の糸口となろうと

いう。そして、テイラーは、そのための概念装置として

｢社会的想像(soCialimaginary)」を提唱する。それは、

共同で行われるさまざまな慣行を可能にするような共通

理解であり、一般の人にまで無自覚的に浸透しているも

のである。続いて、近代の自己理解の具体例として「世

俗性」などを取り上げ、最後に、テイラーのコミュニタ

リアニズムは、このような社会的想像の概念が物語るよ

うに、理論家の空l111ではなく、一般の人の社会空間を重

視するものであると締めくくった。

一つのｲﾘ|究会で二人が発表することになり、参加者、

質疑も多様で、盛会であった。
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白第3ﾕﾆｯﾄ第6回研究会

ガ

2012年3月16日(金)、伊東多佳子氏(glll大学蓑術文化

学部准教授）により、「自然の歴史化一環境芸術におけ

るnarrativeなもの－」と題する発表がなされた。

環境芸術は、自然環境を主題にして自然を素材に特定

の場所に制作するものであるが、近年、その場所や風景

の歴史に関わり、その物語を語るようになってきてい

るという。発表では、アンディ・ゴールズワージーの

《シープフオールズ(羊囲い)》、デイヴイッド・ナッシュ

の《トネリコのドーム》と《木製の丸石》を取り上げ、

最新の環境芸術のありかたと、環境芸術が主題化する自

然環境について考察された。

《シープフオールズ(羊囲い)》は、英国北部カンブリ

ア州に残る多数の羊囲いの遺構を再建するプロジェクト

である。それがそこに住む人々を再び風景と伝統、とり

わけ牧羊の歴史に強く結びつけることで、歴史的な時間

性をもつ[1然と人間の関係を知るための一つの指針を示

すものになっていると指摘された。

《トネリコのドーム》は、円形に植えたトネリコの木

IRCP|
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の剪定を10年ごとに繰り返してドーム状の空間を形づ

くる「生きた樹」による彫刻作品であり、《木製の凡ｲi》

は、水から削り出した球体を近くの小川に流して、自然

環境の中を移動する様子を記録し続ける作品であり、ど

ちらも30年以上続くプロジェクトである。それらはlﾘj

らかに誕生から死までの時間の流れ、すなわち「自然の

歴史性」を体現していると指摘された。

2人の環境芸術は、｜]然と文化の歴史が複雑に絡み

合っており、それらをばらばらに切り離して経験するこ

とが不ﾛJ能なことを示すものであり、現代の自然がもは

や調和と秩序の''1で循環する存在ではなく、死すべき運

命の中に歴史を持つ人間と|叩じように、不ﾛI逆的な時間

のうちに歴史を有する存在だということに気づかせてく

れると氏は指摘された。そして、私たちは、大急ぎでI『I

然と人|ﾊjの関係に対する実際的な思索を前に進めなけれ

ばならないと結論づけられた。

その後、環境芸術だけでなく現代美術のあり方につい

ても活発な議論が交わされた。

|nlernqlionqIResedrchCenlerforPhilosophy
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今後の活動予定
6月27日㈱

15:00～17:00

6月30日出

7月4日㈱14:40~

7月4日”

17:30～20:30

7月11日㈱

7月25日(洲

第1ユニット研究会「明治期の東京大学における外国人哲学教師」

発表者：村山保史(大谷大学）

国際井上円了学会研究集会(CEEJA、ストラスブール大学との共催）

場所：アルザス欧州[|本学研究所(CEEJA、フランス）
発表者：竹村牧男(IRCP)、三浦節夫(IRCP)、ライナ・シュルツア(IRCP客員

研究員)、黒田昭信(IRCP客員研究員)、フレデリツク・ジラール(IRCP

客員研究員)、市川義則(パリ国際大学都市日本館図書室)、エデイ・
デュフルモン（ボルドー第3大学）

第3ユニット研究会発表者：宮本万里(MINDAS)

第2ユニット「ポスト福島の哲学」講演会①

場所：東洋大学白山キャンパススカイホール

講演者：ジャンーピエール・デュピュイ(スタンフオード大学)、一ノ瀬正樹(東京大学）

第1ユニットワークショッブ

｢西田幾多郎の宗教哲学一キリスト教と仏教の立場から－」

第1ユニット研究会発表者：相楽勉(IRCP)

8月24日園～8月30日附第3ユニット「ブータンにおける国際研究集会および研究調査」

9月12日㈱時間未定第1ユニット研究会発表者：呉震(IRCP客員研究員）

9月15日(土）

9月16日旧）

9月22日出

10月13日出

11月14日㈱

11月日時未定

12月日時未定

国際井上円了学会設立記念シンポジウム

場所：東洋人学白山キャンパススカイホール

発表．講演者：竹村牧男(IRCP)、渡辺章悟(IRCP)、ケレオン・コプフ(IRCP客員

研究員)、ライナ．シュルツァ(IRCP客員研究員)、ミヒャエル・

ブルチャー（東京大学)ほか

東洋大学創立125周年記念国際シンポジウム「グローバルな現実に向き合う哲学」

場所：東洋大学白山キャンパススカイホール

発表者：呉震(IRCP客員研究員)、ケネス田中(IRCP客員研究員)、ジャヤンドラ・

ソーニー（インスブルク大学)、エティエンヌ・タッサン(パリ第7大学）

司会：山口一郎(IRCP)

コメンテーター：村上勝三(IRCP)

第2ユニット「ポスト福島の哲学」講演会②

講演者：エティエンヌ・タツサン（パリ第7大学）

第2ユニットWEB国際会議「哲学の方法としての直観と反省」

講演者：ジョスラン・ブノワ(パリ第1大学)、岡H光弘(慶應義塾大学)、黒田昭信
(IRCP客員研究員)、山口一郎(IRCP)

第1．2ユニット合同WEB国際講義

講師：吉IⅡ公平(IRCP)

聴講者：ストラスブール大学n本語学科の学創

第3ユニット「イラン・イスラーム関係国際シンポジウム」

第2ユニット「<法〉概念の国際比較研究シンポジウム」

12月日時未定第 3ユニット研究会発表者 ： 山 口 し の ぶ ( I R C P )

＊イベント情報は、｜躯時、ホームページ(http://www.toyo.ac.jp/rc/ircp/)にもアップしておりますc
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第1ユニット

竹村牧男

小路口聡◎

三浦節夫

第2ユニット

村上勝三★

沼田一郎○

大野岳史

第3ユニット

宮本久義☆◎

山口しのぶ

菊地章太

客員研究員

黒田昭信

ライナ・シュルツァ

稲垣諭

村松聡

呉震

研究助手

白井雅人

研究組織

吉田公平

岩井昌悟○

山口一郎◎

坂井多穂子

長島隆○

橋本泰元

朝倉輝一

大西克智

ゲレオン・コプフ

フレデリック・ジラール

バフマン・ザキプール

渡名喜庸哲

プロジェクトリサーチアシスタント

播本崇史 竹中久留美

相楽勉☆

伊吹敦

野間信幸

清水高志

永井晋○

渡辺章悟

武内大

ジ ェ ー ム ズ

ケネス田中

小野純一

堀内俊郎

三澤祐嗣

(2012.5.1)

バスキンド

★＝センター長☆＝副センター長。＝プロジェクトリーダー○＝副プロジェクトリーダー
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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lll5-28-20東洋大学6号館4階60466

Tel&Fax:03-3945-4209E-mail:ircp@toy().jp
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