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国際シンポジウム「共生の哲学に向けて」

白一 雷語を通じて古代アジアの人々の価値観を探る－

瀞

．、陛蝿塵 2013年6H22II仕)、東洋大

r "
表者は、アジヤ・リンポチェ師(チベット・モンゴル仏教文化セ

ンター所長)、後藤敏文氏(東北大学塙誉教授)、斎藤明氏(東

京大学教授、IRCP客員研究員)の3名であった。これは、多文

化共生の思想基盤研究を行う第3ユニットが主体となって、イ

ンドやチベットにおいて古代の人々が構想した価値観にどのよ

うな意味があるのか、また、現代のわれわれがそれらを探るこ

と、つまり研究すること自体にどのような意味があるのかを明

らかにする、いわば、言語を通じて過去と現在の共生の実態を

探る、という趣旨のもとで開催されたものであり、100名程度が

集う盛会となった。宮本久義研究員(東洋大学教授、IRCP第3

ユニット長)による開会あいさつの後、竹村牧男東洋大学学長

(IRCP研究員)による学長あいさつがなされた。基調講演を行っ

たアジヤ・リンポチェ師は、「AllLivingBeingsCanCo-Exist

UsingTheirOwnLanguageSystems」と題する講演を、チ

ベット語にて行った。なお、アジヤ・リンポチェ師はその前日の

6月21H(金)に、センター主催の特別講義にて、「智慧と空性」と

いうテーマでご講演をいただいた(於''1山キャンパス6号館3階

6306教室)。その内容は「|玉I際哲学研究」に掲載予定である。

日本語への同時通訳には、両nとも、ダライラマ14IU:の法話集

の翻訳など多数の訳書のある三浦順子氏が当たられた。

師は、仏教の観点からみて、さまざまな言語を使う人々が、

どのように共存することができるかについて講演を行った。人

は言語を使用し、知性や思考があり、ほかの動物にはない優れ

IRCPNewsletterVol､6

た点をもっている。しかし、それだけに、善いことも、悪いこ

とも、ほかの動物よりもより多く行うことになる。環境破壊・変

助等は、欲望の追求の結果、悪いことが起こった例といえる。

ところで、そのような間違いを正すことを、仏教ではどのよ

うにするか。それについて、一番人切な概念の一つは、四無量

心(4つの際限のない心、慈・悲・喜・拾の4つ)である。仏教

修行者は、身内のみならず誰に対しても等しくいつくしみ(慈）

の心を起こす。「悲」は、生きとし生ける者が苦しみから解き

放たれてほしいというあわれみの心。「喜」とは他人の喜びを

喜んであげること(随喜)。「拾」とは平等心のことである。

師は続いて、9.11のテロの後、各宗教の宗教者が集まって、

宗教とは何かということについて真筆に対論したことに言及し

た。その結論は、宗教は、社会・民衆に対して役立つものであ

るべきであって、宗教をl1実として用いさせてはいけないとい

うことであった。また、キリスト教と仏教では、創造神を立て

るか立てないかの相違があるが、ほかの生き物に対するあわれ

みが人事ということでは共通している。その考えによって、さ

まざまな宗教が共生できるのではないかと、師は提起した。

続いて、後藤敏文氏は、「インド・アーリヤ諸部族の背景とイ

ンド文化、そして現代」と題する講演を行った。「インド・アー

リヤの諸部族は、紀元前2千年紀中頃、ヒンドゥークシュ山脈

を越えてインダス'2流域に進出し、讃歌集『リグヴェーダ」と、

それに続く祭式文献群を遺した。その中から、彼らの世界観、

価値観の一端を紹介し、それらが、仏教をはじめインド文明の

展開中に果たした役割を

たどる。また、背景にあ

るインド・ヨーロッパ語

族共通の世界理解の中に

額
は、今日の「グローバル

化」にまで連なる饗素が
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確認できはしないか、問題を提起する」という趣旨の発表であっ

た。氏は、インド・アーリヤの諸部族が、菩遍原理・共通の生

活習慣を持つ者(＝アーリヤ)という自分たちに対する''1覚のも

と、生存をかけてインド亜大陸に侵入・略奪を繰り返した経緯

を説き明かし、最後に、フロンティアを必要とする略奪は経済

行為の一つであり、現代のグローバル化の要素の一つであるが、

その背景に、インド・アーリヤ語族の拡大の歴史があるのでは

ないかと結んだ。

斎藤明氏は、「仏教思想は甦るか－仏典、翻訳、そして現

代一」と題する発表を行った。

「人文学という分野において翻訳がもつ意味は大きい。このこ

とは外来の宗教思想、哲学文献、文学作品等を受容する際にか

ぎらず、古典と呼ばれる多くの文献を近現代の言語に翻訳する

ケースに目をやりさえすれば、容易に理解されよう。そのなかで

も、宗教思想や哲学文献のば

ふ‘……
あいには、キーワードとなる

術語に対する的確な理解がき

らの術語を、文化史や思想史

上の背景を考慮しながら、個

患

I

別の文献に即して、当該

の術語が登場する文脈の

もとに的確に即解するこ

とが、まずは求められる。

その上で、信頼に足る、

しかも可能なかぎり語感

紗

吟

軸

の冴えた訳語を択びとる必要にせまられる」との問題意識のもと、

仏典を例にとり、「世掌」と訳されるサンスクリット語bhagavat

のチベット語への翻訳例や、苦集滅道の囚諦のうちで「集」と

訳されるsamudayaの語義解釈を紹介した。その上で氏は、み

ずからが近年、上記のような問題意識をもって主導している「仏

教用語の現代基準訳語集および定義的用例集(バウッダコー

シャ)の構築」プロジェクトを紹介し、「仏教の思想的な理解は、

まずは術語の意味を、個々の文脈に即し、思想史的な背景を常

に念頭に世きながら、翻訳上の微妙な意味上の差異・語感・実

際の川例等を考盧したうえで、可能なかぎり適切で、なるべく､|え

易な訳語を求め、論じ、択びとる作業が基礎になる」と結んだ。

引き続いて行われた総合討論では、渡辺章悟研究員(東洋大

学教授)が司会を、宮本研究員がコメンテーターをつとめ、フ

ロアからの質問にも応答しつつ、充実した討論が行われた。

lll国際井上円了学会アメリカ研究集会

白一井上円了の哲学と間文化の哲学一

国際哲学研究センター第1ユニットは、2013年5月24日か

ら3日間にわたり国際井上円了学会アメリカ研究集会をアイオ

ワ州デコーラのルーター大学にて開催した。企|曲iにあたって大

いに協力いただいた同大学のケレオン・コプフ客員研究員を含

初日24Ⅱ窃の午前中は、井上l'l了著作の欧米諸言語への翻

訳計画についての集中的な討議に充てられた。南カリフォルニ

ア大学のクリントン・ゴダール教授もこの会議にインターネット

を通じて参加した。ゴダール教授は国際間文化研究所(IAIR)

のメンバーであり、円了著作の翻訳経験もあることから、英訳

計l由iに関する私たちのこの最初の協議にあたって多くの貴重な

助言をいただいた。円~r著作のスペイン語への翻訳についての

2

具体案はアグスティン・ハシントーサバラ教授によって提案さ

れ、実現への道筋が話し合われた。

同H午後は、「間文化哲学とは何か？」というテーマで円卓会

議が催された。この会議には、ルーター大学の哲学科に所属す

る研究肴7名も加わった。会議は二つの短いプレゼンテーショ

ンによって開始された。まずコプフ客員研究員が理論的側面か

ら間文化哲学について語り、シュルツァ客員研究員が倫理の領

域における間文化哲学にかんするいくつかの所見をそれに付け

加えた。シュルツァ氏は円了のlﾉLI聖(ソクラテス、孔子、釈迦、

カント)を哲学の比較研究の枠組みとして提案したが、これは参

加者たちの大いなる関心を呼び覚ました。その後、活発で発見

に満ちた意見交換が15人の参加

考間で行われた。11本から参加

したわれわれは、率直で端的な

意見表lﾘlにおいても思いやりと

礼儀を|-分わきまえたディスカッ

F－
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ションの仕方にアメリカの文化風土を見、強い印象を受けた。

25日仕)は「井上円了の哲学」をテーマとするシンポジウムが

開催された。最初に相楽勉研究員がこのシンポジウムに関する

趣旨説明を行った。それに続いて、7名の研究発表が行われた。

順に、三浦節夫「井kl~'1了の妖'|染学｣、ゲレオン・コプフ「禰

理門の中にいる幽霊｣、ライナ・シュルツァ「初期井|:円rに

おける良心の比較倫恥学的考察｣、アグスティン・ハシントー

サバラ（ミチョアカン大学院大学）「国家の再教育：井上IIIrと

西田幾多郎における教育理念の素描｣、遊佐道子(西ワシントン

大学）「哲学、哲学会、哲学館一日本の桁神的近代化における

井上円丁の貢献｣、リーア・カルマンソン（ドレーク大学）「哲

学の庭の中で－井上円了と実践不可能なものの実践｣、スコッ

ト・ハーリー（ルーター大学）「佛性：教義か哲学か－印ll旧法

師と井上II]了との対話」である。いずれも興味深い発表|人I容を

もち、それに対して多くの有意義なフィードバックがなされた。

また参加者すべてから、井上円了研究を深めていくためのさま

ざまなアイディアが示された。

26II(H)は研究集会参加肴全員で、デコーラ近郊の文化遺産

を見学するツアーに出かけた。午前中はこの地方の禅堂(龍門

寺)における座神会に参加し、昼食後は新緑のミシシッピ渓谷

と、渓谷沿いに点在するアメリカ先住民の墳墓を訪ねた。

この研究集会は、アメリカとメキシコの研究者たちとの研

究交流を深め、今

後の円r研究やI1I

了著作の翻訳プロ

ジェクトの基礎を築

き得た点で大きな意

義があった。

東アジア文化交渉学会パネル参加
『東アジアにおける西洋思想受容の初期段階」

白一井上円了の役割を中心に一
同際哲学研究センター

第1ユニットは、2013年

5HIOH(金)、llH仕)の2

日間にわたって香港城市

大学でlIl1催された東アジ

ア文化交渉学会第51''l年

次大会にパネル参加した。東洋大学から三浦節夫(IRCP研究

員)、ライナ．シュルツァ(IRCP客員研究員)、白井雅人(IRCP

研究助手)が参加し、また北京の中同社会科学院哲学研究所か

ら王青研究員を招聰し、近代初期の東アジアにおけるI川洋思想

の受容の問題を、井上円了の役割を中心に見ていくパネルセッ

ションを開催した。

大会初日は、午前9時の開会式の後、二つの基調講演と、一つ

の特別報告が行われた。これらは東アジアの文化伝播について、

言語．芸術．歴史の側面から見ていくものであった。揺食と写真

撮影をはさみ、各パネルセッションが開催された。

大会2pHは、午前9時よりパネルセッションが開始された。

井上円了のパネルセッションは10時40分から開催され、多く

の来場者と質問が寄せられる廃況なパネルとなった。

このパネルでは、まずシュルツァ客員研究員がﾉ|鷲上円了の良

心論について論じた。シュルツァ客u研究uは「良心」と訳さ
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れた「conscienCe」を語の111来から解き明かした。次いで、井

上円了が影響を受けたのは、「conscience」を人の行為を導く情

感と考えた英語圏の倫理学的伝統であることを明らかにした。

さらに、井上円了が進化論を使って、孟f-の良心論(側隠の心）

を批判的に議論したが、エゴイズムを主張したホッブズなどに

対する反論にもなったとシュルツァ客員研究員が指摘した。

次いで王氏が、近代中匡lの両洋思想受容における井上円了の

影響について論じた。l呵聖としてカントを祀り、また仏教を哲学

として論じた井上円rは、近代中国の思想家たちにさまざまな影

響を与えた。カントを中国に紹介した梁啓超、哲学としての仏教

を川いて社会改革をH指した章太炎など、清末・民国期の中国

の近代化への努力に、井上円了の思想は影響を与えたのである。

三浦研究員は、井上円了の東アジア巡1口|講演について紹介

し、その旅行がどのようになされたのか、またどのような性質

をもつものであったのかを論じた。三浦氏は、6度にわたる東

鱈”
アジア巡講についての詳細な表を提

示しながら、どこを|側lり、誰に向けて

語ったのかを紹介した。同時に、今

後の束アジア巡講研究の課題などが

陰－－＝率直に語られた。

最後に白井研究助手が沖上円rの

3



進化論受容が、宇宙論としての受容であり、退化と一体をなす

ものとしての受容であったことを論じた。このような進化論受

容には(1)東アジアの伝統が大きな役割を果たしたこと、(2)同

時に東アジアの伝統に対する批判的視点の獲得の契機になった

こと、の2点が指摘された。

各''1の発表の後、フロアとの質疑応答が行われ、議論が深

められた。また、パネル終r後も参加者と議論を続けるなど、

東アジアの研究者との交流をもった。井上l'l了研究が深められ

研究会報告

るとともに、東アジア

の研究者に井上円了の

恩想を紹介するよい機

会となった。

なお、この大会のプ

ログラム・予柚集等は、
＝函ざ

東アジア文化交渉学会のホームページの第5回年次大会のペー

ジ(http://www.sciea.org/meetingO5)からダウンロードできる。

白第1ユニット(2012年度)第8回研究会

2013年3月14日耐、東洋大学口

山キャンパス6号館第3会議室にお

いて、小坂国継客員研究員(II本

大学教授)をお招きして研究会を開

催した。発表題目は、「井上|'｣了の

もる。ご発表の後には、熱のこもつ相含論とスピノザ主義」である。ご発表の後には、熱のこもっ

た討議が交わされた。研究会には20名を超える参加者があり、

盛況な研究会となった。発表肴による要旨は以|､.のとおり。

井上l'l了の「相含論」は清沢淌之の「有限無限論」や両III

幾多郎の「純粋経験説」とともに、井上哲次郎のいう「現象即

実在論」の系譜に属している。円了の相含論というのは基本的

には宇宙の本体である一如と現象との間の相含(象如柑含)を

説くものであるが、それは同時に物的現象とその本体である物

如、心的現象とその本体である心如との間の相含関係(体象州

含)を、さらには物吻||と心如、物的現象と心的現象との間の*|｜

含関係(如々相含・象々相含)を説くものである。この意味で宇

宙の本体と現象は重々無尽の相含関係にある。しかしそこでい

う相含の意味も多様である。それを大きく分ければ因果関係と

箙行関係とに分類することができるだろう。｜両lじく柑含といっ

ても、原因のなかに結果が含まれるという意味の相含と、結果

のなかに原因が含まれているという意味の相含ではその意味内

容が異なるし、物如のなかに心如が含まれ、物象のなかに心象

｡◆●■●●■｡●●●｡ 申●●●申●●●●●■■●●■■ ●■

が含まれる(その逆も含めて)という意味での相含ではその視点

や力点が異なっている。

こうした間係はスピノザの哲学における実体と属性と様態の

関係にきわめて類似しているといえるだろう。一如と現象との

関係は実体と様態との関係に、物如と心如の関係は属性である

延長と思惟との関係に、物的本体と物的現象(心的本体と心的

現象)との関係は延長と物体(思惟と精神）との関係にそれぞれ

対応している。またそうした関係は動態的でなければならない

が、それが静態的に叙述されている点、いいかえればもともと

弁証法的な関係にあるものが自同律的に叙述されているという

点でも符合している。このように見てくると円了哲学とスピノ

ザ主義は、実体(一如)の内在性、物心の並行論、体用論理的

な性格、非弁証法的・自己|可一性の論理等々において、あるい

は何よりも宗教的自覚の論理であるという点で親縁性を有して

いる。無論、実在を無的なものと考えるか有的なものと考える

か、不断の活動と考えるか永遠の静止と考えるか、等々の多く

のｲⅡ違点を含んで

はいるが、基本的に

は円｣参哲学はスピノ

ザ主義の一形態で

あるということがで

きるであろう。

●｡● ●申印

白第1ユニット第1回研究会

2013年6月12日(水)、東洋大学白山キャンパス9号館2階第4

会議室において、川野尚紀氏をお招きして研究会を開催した。

4

本発表は、『哲學館大學紀念堂即哲學堂來観諸君名簿』第壱號

を元に、明治37年から43年にかけて名簿に記名した延べ1274
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名の人物において、来堂

年月日と曜日の特徴、住

所と職業から分かる開設

者である井上円了との関

係、そして、著名な来堂

者に着目したものである。

中学校は生徒が哲学堂に行く行事を行っていたために、一度に

百人以上が来訪し、約400人と数が多くなっている。それに比

べると、哲学館大学、東洋大学の在籍記録がある人が174人い

るなかで、記名がある現役の学生は64人と少ない。そのほか

の大学では、東京帝国大学が65人、早稲田大学が20人と多く、

真宗大学や豊山中学校、曹洞宗学林などの仏教系の学校の生

徒学生も来堂しているが、慶應大学からはほとんど来堂してい

ない。これは、記された住所が、本郷区、小石川Ⅸ、牛込区、

豊多摩郡、北豊島郡が多いこととも関連すると考えられる。

最後に、著名な人物について幾つか来堂lllHに列記すると、円

了夫妻の仲人を務め、東洋大学の隣に住んでいた目賀田逸子

が三回来ている。伏見宮博義王と華頂宮博忠王が御付に東洋

大学出身井上光太郎がいたために来堂している。後の第22代

東洋人学学長佐久間鼎が東京帝国入学文科大学生時代に来て

いるといった事例が見られる。

一
一

▼

､

四聖堂が完成したのが明治37年3月であり、開堂式典を4月8

日に行った。ただし、7月まで名簿は作られていない。また、始

めは四聖堂のみが存在し、ほかの施設はなかったと思われるた

め、この頃は「孔夫子誕生会」などの特別な行事以外で来る人

はほとんどいなかった。明治42年に六賢台などが建てられて以

降、近隣の住民とその家族と思われる同姓者がそろってやって

くるようになった。円了の出身地である新潟県からは、弟妹など

親族や真宗関係寺院の子弟が来訪している。

生徒学生であると明記している来堂者について記せば、京北

■■■ ■●●●●G■■■●●●G■■■●●■■●●■■●■■●｡●｡■ ●●｡●｡●●●● ●●●●●●●●G●

白第1ユニット第2回研究会
過ごした結果の偏|hjしたものとなっている。先人の研究成果が

見すごされた結果の「西111哲学」評価は学問性に欠陥のあるも

のであり、それは決して独自の独創的な思想ではないと知るべ

きである。そうした意味で、日本哲学研究は未だ正しく開始さ

れていないといわざるをえない。

三宅雪徹は『哲学消滴』の中で、哲学を中国哲学(情)、印

度哲学(意)、西洋哲学(智)、の三つに分類している。彼によ

れば、「智」の立場はヘーケルで極まり、ショーペンハウエル

が「智」の立場に印度哲学の「意」の立場を加えた。そして

今後は、さらに中国哲学の「情」の立場を加えることが望まれ

ると結論付けられる。このような希望を三宅本人が実行したの

が、「我観小景」と『宇宙」という二つの著作なのである。また、

ここで彼が中国哲学として念頭に置いていたのは儒教であり、

特に|場明学である。それゆえ、三宅雪嶺の『宇宙」とは、印度

哲学と西洋哲学に陽明学を加えた哲学体系と言えるのである。

以上のような発表の後、一般の参加者を交えた質疑が行わ

第1ユニット

は、2013年7月

10m(和に、上智

大学名誉教授の

渡部清氏を講師

として招き、東

洋大学l'1111キャ

塵した。この研究

＝

馳一
ー､

～

ンパス2号館3階第1会議室にて研究会を開催した。この研究

会では、二つの中心的なテーマについて論じられた。第一点

は、原坦山の「大乗起信論」の講義がll本の哲学の形成に決

定的な役割を果たしていたこと。もう一点は、東京大学哲学科

初期の若い哲学者たちは東凹洋の思想体系を総合しようと熱心

に試みていた事実の指摘である。大乗仏教との対決とは別の例

として、三宅雪嶺による儒教心学と西洋哲学を融合させた宇宙

論の提示があるが、そうした総合化の事実が未解明のまま今u

に至っているのである。

原坦山は明治12年から21年まで東京大学で「仏書講読」を

担当し、「大乗起信論』が主なテキストとして使用された。こ

の『大乗起信論｣の講義に触れた井上円了や井上哲次郎たちは、

それに基づく「現象即実在論」を展開した。のちの両1l1幾多郎

の「善の研究」も、大乗起信論の中心的論理を西洋哲学の枠

組みの中で展開したものである。しかし西洋哲学に力点が置か

れた現今のn本哲学研究は、原坦山と井上哲次郎の役荊を兄

二二二聖』こう

､諺洗瀦塙
鍬昨獺I

二
・一録 Xf二れた･明治期の哲

学をどのように受け

止め、どのように研

究するのか、重要な

示唆を含む研究会

となった。
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白第2ユニツトー(2012年度)第5回｢ｽﾄ福島の哲学｣研究会一
ざまな問題があるにも

かかわらず「風化」の

現象が確認される。ま

た、事故当初の「恐怖

の感覚｣、これの忘却

が福島に対する「対じ

2013年3H12日(火)、東洋大学白山キャンパス6号館6217教

室において、国際哲学研究センター第2ユニットの連続講演

会「ポスト福島の哲学」の2012年度第5回目となる会が|刑催さ

れた。講演荷は、東京大学総合文化研究科教授の高橋哲故氏、

当センターでこの連続講演会を主導してきた村上勝三センター

長の2名、両I会を当時の第2ユニット・プロジェクトリーダーで

あった山口一郎研究員が務めた。

2011年に設立された当センターは、設立当初から「ポスト福

島の哲学」というテーマを研究課題の一つに掲げ、継続的に国

内外から哲学研究者や関連する活動を行なう方々との議論を重

ねてきた。「ポスト福島の哲学一経過と課題」と題された村

上勝三センター長の講演は、前半部において、これまでの議論

の経緯を一つずつ紹介し、後半部において、それを受け、とく

に以下の3つの論点を課題として提示した。一つは、「である」

(｢存在｣)と「べきである」（｢当為｣)の分離についてである。村

上は、この問題をめぐる折学史上の議論を概観しつつ、存在と

真理と善とが一つになる形而上学的場の確立の必要性を説い

た。第二に、このことに関連して、絶対的価{|尚の問題が挙げら

れる。村上は、放射能問題に関しても、価ｲI餅Ⅱ対主義の立場に

立つことが権威への盲従につながることを厳しく非難し、絶対

的価値を共有する手立てを構想することがポスト柵島の哲学の

役割の一つであると述べた。第三の探題は技術と主観性との関

連である。村上は、ハイデガーの技術論に関して、そこでのデ

カルト解釈が誤りであることを指摘し、さらにハイデガーの言

う人間による技術の制御不Ⅱ｣能性および技術の自己増殖は｢私」

を喪失することにつながることを述べた。それに対し、「私」

を取戻し、欲求・欲望を制御することで、技術の成果を統御す

る、具体的に言えば技術を廃炉に向けて統御する断|,'ilたる意志

込め｣につながっているのではないか一一こうした現状を踏まえ、

高橋氏は、思弁を弄するのではなく、原発事故を引き起こした

｢責任｣、それによって引き起こされた「犠牲」について考察する

ことこそが「ポスト福島の哲学」の課題であると主張する。なか

でもドイツの哲学者で反核運動を理論的にも実践的にも主導し

たギュンター・アンダース、ナチスの犯罪を裁くアイヒマン裁判

において「悪の凡庸さ」と言う概念を提示したハンナ・アレント、

戦争責1[とりわけ「罪」の問題を論じたカール・ヤスパース、こ

うした哲学荷らの思想を足掛かりにして、原発事故に対する「責

任」の問題に切り込んだ。アンダースは、アウシュヴィッツとヒ

ロシマ以降の壯界において、人間の知覚、想像力、責任感覚を

凌駕するかたちで技術が肥大化し、人間をかり立てるシステムを

形成していることを「技術全体主義」とII平んだ。アイヒマンがそ

うであったように、そのなかでは人間も一つの部品として、凡席

なかたちで「悪」を可能にするシステムである。だが、ナチスの

犯罪が単に悪の凡庸さのみならず実|蕊の悪意があったのに対し、

原発の問題はこの「悪意」が見当たらないように見えるだけに

いっそう|木|難な問題である。こうした困難を引き受けつつも、ヤ

スパースが行なったように法的罪、政治的罪、道徳的罪といった

かたちで「罪」の問題をl唆別することで、原発|川題に関する刑

事責任を問う理路を確立する必要があるという主張がなされた。

両替の講演に統く質疑応答では、講演テーマであった｢責任」

のIM1題はもとより、II本社会特有の「システム」のlll1題、憲法

改正の|川題、「個人」の確立の問題、民主主義的実践の問題な

ど、多111世にわたる鋭い質問がなされ、それに対して両講演音か

ら示唆に富んだ応答がなされた。平Hの夜の開催にもかかわら

ず、会場には多くの来場者があり、予定時間を大幅に超過する

内容の濃い議論の場となった。

をｲJする必要があると主張した。

これに続いて、高橋哲哉氏から、福

島原発事故以降において「責征」お

よび「犠牲」の|H1題を哲学的に考える

ことをめぐる講演があった。3.11以降、

依然として低線量被ばくをはじめさま

拝

霧
庫

.ご

L

睦里

勺

F'

一■『 エ
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白第2ユニツトー第1回『ｽﾄ福島の哲学｣研究会･上映会一
2013年5月17H(金）、l'1山キャンパス1号館lBl2教室にお

いて、2013年度はじめてとなる「ポスト福島の哲学」研究会

として、ドキュメンタリー映l'l'i「第4の革命エネルギー．デモ

クラシー」の上映およびノンフィクションライターで『自然エ
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ネルギー革命を始めよう」（大川

書店、2012年）の著者である高

橋真樹氏の講演が行なわれた。

『第4の革命エネルギー・デ

モクラシー」は、2010年、すな

わち東日本大震災に先立ってド

イツで製作されたドキュメンタ

リー映画である。ドイツは、耳

や各種エネルギー供給の実態を比較しながら説明を行なっ

た。とりわけ、原発への依存／自然エネルギーへの転換とい

う単なる二項対立を堅持するのに先立って、実際にエネル

ギーがどれくらい供給されているのか、不足しているのか、

はたまた無駄になっているのか、そうしたデータを正確に把

握することが必要であると述べられ、この点に関して分かり

やすく説得的な説明がなされた。さらに、自治体や企業など

が主導して自然エネルギーを活用することの困難や、それに

対して地域社会のコミュニティパワーを生かした成功例など

を具体的に挙げていき、最終的に、地域に根差しつつ、電気

やエネルギーに対する意識の持ち方の変化こそが、「自然エ

ネルギー革命」をすすめる原動力になると主張された。

会場には、授業のあいまをぬって映画上映や講演に参加す

る学生や、学外からも来場者があった。質疑応答に|･分な時

間がとれなかったことが悔やまれるが、それでも限られた時

1…再生可貫エネルギーへの｢エネルギ→フト｣は宙現できるI

世界のキーバーソンが紛望堅亭亭Hジｮﾝを■砥

礎“,命飼3孵3種
界のキーパ

懇『

講読蓋

リー映画である。ドイツは、東H本大震災以降、2022年ま

でに同国のすべての原子力発電所を廃止し、再生Iﾘ能エネル

ギーへとシフトする選択をした。このドキュメンタリー映画

では、このような再生可能エネルギーへのシフトがどのよう

に可能であったのか、このことを、ドイツのほかにも、デン

マーク、アメリカ、マリ、中国など、｜阯界各地で撮影を行な

い、多角的に描き出したものである。

だがこのような自然エネルギーへのシフトは3.11以後のH

本においてはたして可能なのか。映画上淡に続く高橋真樹氏

の講演は、まさにこの問いに答えるものだったと言えよう。

高橋氏は、ノンフィクションライターとしてこれまで核廃

絶、難民支援などに取り組み、ここ数年は''1然エネルギーの

問題について各地を調査してきた。この経験に基づき、ヨー

ロッパにおける自然エネルギーの事情と、11本における電力

一
一
一

■■■■■l111のなかで、高橋

氏と来場者や国際

哲学研究センター

研究員らとの活発

な意見交換がなさ

れた。

’

■
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白第2ユニット第1回研究会･連続講演会
おける末代文学の研究者らとの活発な意見交換がなされた。

さらに、61119日(和東洋大学白山キャンパス5号館5103教

室にて、第2ユニット主催研究会として「明代中後期におけ

る文人の経学と文学思想との関係について」という題目の中

IKI語での溝演をいただいた。両l会・通訳を坂井多穂子研究員

が拙当し、討論通訳を本学非常勤講師の馬雪峰氏に行なって

いただいた。

この講城では、lﾘ1代の文人の経学が、北宋の欧陽脩・蘇軟

の経学を継承・発展させたものであることを示すために、と

くに次の三点について経学の刷新と文学思想の変革との関連

が分析された。

第一は、文人の経学の「rl得の見を以て聖人の心を求む」(n

らの見解によって咄人の心を追求する）と、文学の「文は以て

道を載せる」（文学は道をのべる）と「文は変相を主とする」（文

学は創新を主とする)の結合との関係である。

第二は、絲学において｢親rの情｣のなかの｢自然の人性｣(自

然な人間'職)が頃んじられることと、文学において拘来を受け

東洋大学国際哲学研究センター第2ユニットでは、2013年

6月に南京大学中国思想家研究中心剛教授の呉正嵐氏をお招

きし、三度にわたる講演を行なっていただいた。呉正嵐氏は、

六朝・明代の文学と思想を専門とする気鋭の研究者である。

40代半ばの若さで主著に『六朝江東t族的家學門風」（南京入

学出版社､2003年)、『金聖嘆評傳」（南京大学出版社､2006年）

など多数あり、この方lhiでの研究をリードする研究者である。

この度の来日では、まず6月1411闇に東洋人学大学院博士

前期「中IKI文学特諭2」（担当：坂井多柚子研究LI)の枠内で、

本学中国哲学専攻の大学院生らを対象にした塒別講義を行

なっていただいた。「六朝江東の士族文学の発展と変化」を主

題とした、実りの多い講義であった。

翌6月15H出には、早稲田大学早稲l11キャンパス16号館308

教室において、当センターと第171''l宋代文学研究談話会の共

催というかたちで、呉氏に講演をしていただいた。主題は｢‘‘根

本六経”と"通釈教''一銭謙益の論じた"絲を経とし史を緯と

す,，と蘇軌文学の模倣対象」(II!l'&1語での発表)であり、日本に
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幽憲Ⅱー■■

ぬ深情が尊重され、胸の内を直

叙することが重視されることと

の関係である。

第三は、経学における「道器

合一」（道一現象の背後にあ

る依拠や規律など、無形のもの

有形のもの－を一体化させる）

(｢法を超越した内在的魅力)ならび

－と器一具体的現象・有形のもの－を一体化させる）

と、文学における「神明」（｢法を超越した内在的魅力)ならび

に「法度」（声律や修辞などの規則)の一体化との関係である。

これらの点をめぐって、まず思想史の流れを確認したの

ち、明代の自然人性論の出現が「親子之情」の一端に始ま

●由■ 凸G●■●●■自由①① ｡●｡｡●｡●■●｡■■■●■

ること、「文以載道」と「文主於変相」とが文論の「結構」

(structure)において統一を見ること、さらに唐順之の本色

倫と宋榛の「生色之融液」説との淵源関係などについて、具

体的かつ説得的な議論が展開された。

国際哲学研究センター研究員はもとより、本学大学院中国

哲学専攻の学生など、多くの参加者があった。そのため、中

国思想史に関する専門的な質問からはじまり、哲学的方法論

に関する中国哲学と西洋哲学との違い、さらには「自然」と

いう言葉／概念についての中国、西洋およびH本の差異な

ど、多岐にわたる質疑がなされた。国際哲学研究センターな

らではの多角的な議論の場であったと言えよう。

●●●巳

白第2ユニツトー第2回『ｽﾄ福島の哲学｣研究会一
2013年7月26日閏、白山キャンパス6号館文学部会議室にお

いて、今年度第2回目となる｢ポスト福島の哲学｣研究会として、

聖心女子大学教授の加藤和哉氏の講演「ぼくら、アトムのこ

どもたち1962～1992～2011」が行なわれた。

はじめに加藤氏は「ポスト福島の哲学」という表現をどのよ

うに理解すべきかという点について、l)｢当事者」として考え

ること、2)｢いま・ここ」で考えること、3)｢現実的・実践的」

に考えることの三点を挙げた。自分がどのように生活し、どの

ような実践を行なっているかという観点から、抽象的な一般論

に陥らないかたちでの語りuが必要だという点が、講演全体の

出発点であった。

その観点から、加藤氏自身がこれまで原子力の問題、とりわ

け「アトム」とどのような接点をもちながら人生を歩んできた

かが、副題にある「1962年｣、「1992年｣、「2011年」という三

つの年をめぐって紹介された。加藤氏は1962年に生まれたが、

その前後は、原子力の歴史にとっても一つの画期であった。50

年代からの「平和のための原子力」の流れのなか､1962年キュー

バ危機(1962年)で世界核戦争の脅威が現実化する一方、日本

では63年にはじめての原子力発電が茨城県東海村ではじまり、

また同年、手塚治虫の『鉄腕アトム」のアニメ第1作の放送が

開始された。「アトム」はこの時代、科学に託された輝かしい

未来を象徴する存在だった。その後、スリーマイル(1979年）

とチェルノブイリ(1986年）を経て、1992年に加藤氏は最初の

職場である山口大学に就職する。チェルノブイリ直後にRCサ

クセションが反原発をテーマとした楽曲を発表したのに対し、

1992年は山下達郎の「アトムの子」が出た年である。加藤氏は

山口大学で応用倫理、生命倫理の講座を開講するが、こうした

8

問題と原子力エネルギー’，
一

＝

利用の問題は密接に関連＝～ー
ー&

識 弾
自らの大学への就職、授業の展開に触れられたのは、まさし

く「実践」の問題として、大学における教養教育にこそ焦点を

あてるべきと考えられるからだ。戦後の新制大学の発足にとも

ない、1956年の大学設置基準によって一般教養が重視された

のには戦争の教訓があったからのはずであるが、1990年の大

学設置基準大綱化によって教養教育が撤退していく。これに対

し、新たな「教養知」のありかたを追求することが、加藤氏の

提言として示された。その内容を具体的に述べれば、l)狭臨な

専門教育でも、またその逆の単なる基礎教育でもない総合的思

考(integratingstudy)、2)議論を通じて新たな視座や考え方を

｢発見｣する対話術､3)科学技術文明の多角的な理解､4)ハンス・

ヨナスの思想を背景にした責任の倫理、5)単なる生命学ではな

く、市民的・実際的生活の術となる「生活学」である。これら

を通じて、時間、技術、仲間などについて、これまでの生活の

仕方にとってかわる「別の生き方」の追求の必要性が説かれた。

自らの個人史や現在の生活・実践を語りながらも、20世紀の

原子力の歴史から、大学教育にいたるまで、広範な視座をもつ

講演であり、聰者は「知」や「生活」そのものへの反省を大い

に促されることになった。それを受け、講演後の質疑では活発

な議論が交わされた。

IRCPNewsletterVo1.6



白第3ユニット(2012年度>第6回研究会

2013年3月28日(木)、白山キャンパス8号館中2階第2会議

室にて、第3ユニット研究会が開催された。発表者は松島訴

久(大阪薬科大学教授)、末永恵子(福島県立医科大学講師）

の2名で、「心と体の共生」をテーマとし、小シンポジウム

形式で行われ、長島隆研究員が両I会を務めた。

潮松島氏は、「フランス哲

『＝雫…←銚麹:裡一蕊…錘､』学における心身問題と生命

今回の発表では、脳神経科学の成果をどのように私たちの

身体あるいは脳それ自体、そして私たちの心へと適用するの

かという問いの枠組みの内において、あらためてフランス哲

学における心身問題を取り上げ直しながら、心身合一の立場

からデカルトの提起した心身二元論を、現代の視点から再度

批判しlf[す作業を行う。その第1点として、脳において心と

身体が相互に媒介されるという点に着llして議論を展開す

る。とりわけ、脳と身体の相互媒介的働きにおいて、生きて

働いている身体が単なる機械ではないことを明示したい。問

題とする点は、機械としての身体は、脳との相互媒介的働き

によって、身体機械として新たな存在論的関係性において人

間存在の一部を構成することになるということである。

心が脳においてさらに相互的に媒介されることによって、

身体機械は機械としての在り方から、生きて働く人間身体へ

と転化される。身体としての機械は、自ら脳との相互的関係

性の内で生きて働くかぎりにおいて、機械としての自己を廃

棄して、新たな身体存在として人間精神＝心との生きた関係

性の内に入ることが可能となるのである。

さらに、この人間存在における相互的共的関係性を、メル

ローーポンティの言う肉の存在論として自然へと展開することに

よって、＜生きた自然＞の観念を獲得することができる。この

心身合一の立場からの自然の観念は、生命存在の根拠をなすと

ともに、生命＝自然観念に物質とともに精神の観念を付与する

ことになる。そこから、生命的存在論一般へと議論を展開する

ことが可能となるのである。すなわち、この生命論によって示

されていることは、生命を心身合一の立場から見ることを通し

て、精神としての在り方と物質としての在り方が、生命におい

てひとつに統合される可能性が開かれてくるということである。

最後にベルクソンの言葉を引川する。「物質と意識という

IRCPNewsletterVo1.6

この二つの存在が共通の源泉から出てきたものであること

は、私には疑いのないことのように思われます。かつて私

は、前者が後者の逆転であること…物質も意識も単独では

説明できないものであることを証明しようと試みました｡」

(HenryBergson、「精神的エネルギー」から）(HenryBergson、I精神的エネルギー

末永氏は、「人体の思想史的意味

一「死体」の思想史構築に向けて」

と題する発表を行った。

生命活動を終えた身体である人間

の死体について、ll本ではいかに考

え、どのように扱ってきたのだろうか。

家族による葬送から抜け落ちる無縁死

体に焦点をあて、死体をめぐる心性と；

－－~~罵重.一・． ｰ堀金

体に焦点をあて、死体をめぐる心性と社会システムを描いた。

中肚の平安京では、埋葬や火葬以外に風葬の風習があり、

さらに放置される無縁死体も多くあった。しかし、仏教寺院お

よび非人集団が葬送に関与してくるようになると放置死体は減

少してゆくと考えられている。

近世になると、檀家制度と行き倒れ死体の処理に関する法の

整備によって放置ﾀ体はいっそう減少する。そのいつぽうで、

公権力は、斬首刑執行後のﾀﾋ体を刀剣の試し斬りや、薬(主に

内臓から作る）に使用することを公認していた。解剖も権力の

許可を得てはじめて可能となっていた。

｜ﾘ1治になると、刑死体を刀剣鑑定や薬に利用することが禁

止されるいつぽうで、医学校などで解剖に利用することは、医

学の進歩のために積極的に認められるようになる。さらに、未

決|川や懲役場・養育院からの死体までも利用されるようになっ

た。また、治療・入院費が免除されていた学用患者には、死亡

した場合の死体解剖がほぼ強制されていた。

戦後しばらくは、解剖川に無縁死体を利用する割合が最も高

かったが、現在は、献体の登録者が増加し、供給が需要を上

1111る大学もある。中には「身寄りがないので、遺骨を大学の納

骨堂に入れて欲しい」という動機からの献体もある。このよう

な動機の背景には、無縁死体になることへの不安があるように

思う。現代は、少子・高齢化、貧困化、雇用の不安定化によ

り、地縁・血縁・社縁を失った無縁死体が増加している。この

無縁死体となることへの不安が、献体の登録者数を上昇させる

ひとつの圧力となっている。

以上の発表ののち、質疑応答では、インドやヨーロッパでの

死体の扱われ方などについて、聴講肴や発表者同士で活発な

意兄交換がなされた。
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商第3ユニット第1回研究会 身体と精神の共生研究会一二一一＝－－－－一一一一

二○世紀ドイツの医者哲学者ヴィクトーア・フオン・ヴアイ

ッゼカーは、この「幼きサマリア人」の「原場1m」に「最初の

治癒行為」を見出す。そしてこの治癒行為が「根源、つまり

本質的なもの」の近くにあることを直観し、この行為的経験の

うちに、医肴一患者関係の、時代と人と、その経験と病気の

種類とを超えて変わらない永遠の本質を1111察しようとする。テ

クストの全体は、痛みの知覚を関係のアスペクトと結びつけよ

うとする試みであり、そのさい身体的な痛みと心的な痛みとの

あいだに必ずしも明確なlX別はない。

「痛み」は、ヴァイツゼカー最初期に公刊された小論を集め

た｢医学的人間学小論集｣の第二論文である。そしてそこには、

西洋哲学史に対する深い理解の上に立って、S･フロイトの影

響のもと、自然科学的医学の限界を新たな人間学的な医学の

構築によって乗り越えようとした彼の医学的人間学の基本思

想が、さまざまなかたちで胚胎している。本発表では、この

テクストに即してヴァイツゼカーの「痛みの生命論」を丁寧に

読解することを試みるとともに、L・ヴィトゲンシュタインに

よる｢痛みの経験｣をめぐる考察を参照することによって、ヴァ

イツゼカーの「痛みの生命論」の意義を逆照射した。そして

2013年7月25H(桐、

東洋大学白山キャンパ

ス6号館4階文学部会議

室にて、第3ユニット研

究会が開催された。発

表者は兵庫県立大学教

授の丸橋裕氏、タイトル ＝

は、「痛みの生命論-V･v･ヴァイツゼカーの医学的人|M学

を導きとして｣であった。小規模ながらも、予定時間を超えて、

ヴァイッゼカーと西田との関係、彼の思想の背後にあるキリス

ト教的要素についてなどの質疑が交わされ、充実した研究会

となった。発表者自身による要旨は以下のとおり。

「幼い弟が術みに苦しんでいるのを見て、幼い姉はあらゆる

知に先立ってあるひとつの道を見つけ出す－おもねるように

してその道を見つけ出すのは彼女の手だ。さすりながら彼女

の手が彼の痛いところに触れようとするのである。

こうしてこの幼きサマリア人は最初の医考となる。ある原

作用に関する知以前のものが彼女の中に無意識のうちに働い

ていて、それが彼女の衝迫を手へとIbjかわせ、手を実効性の

ある接触へと導く。というのは、これがその幼い弟が経験す

るであろうこと、すなわち、手が自分を気持ちよくさせるとい

うことだからである。彼と彼の痛みとのあいだに姉の手によっ

て触れられているという感覚が入り込み、その痛みがこの新

しい感覚を前にして退いていく。そしてこのようにしてまた、

医考の最初の概念、治療の最初の技法も生まれる｡」(VvW:S

l926,GS5,S.27)

イッゼカーの「ﾘ南

さらに、ヴァイ

ツゼカーが後に

展開することに

なるく医学的人

IHI学〉の方法的

言語への展望を

示した。

一
》

||センター公刊物

年報『国際哲学研究』1号(2012年3月公刊)ISSN2186-8581

年報『国際哲学研究』2号(2013年3月公刊)ISSN2186-8581

『国際哲学研究」別冊1「ポスト福島の哲学」(2013年3月公刊)ISSN2186-8581

『国際哲学研究』別冊2「<法>概念の時間と空間」(2013年3月公刊)ISSN2186-8581

『国際哲学研究」別冊3「共生の哲学に向けて：イスラームとの対話」(2013年6月公刊)ISSN2186-8581

国際井上円了学会誌『国際井上円了研究j第1号(2013年3月公刊)ISSN2187-7459
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今後の活動予定

9月14日(土）
14:00～15:30

9月16日（月）
13:00~

10月5日出

10月12日出

第1ユニット第3回研究会
講演者：ジョン・マラルド（ノースフロリダ大学）
場所：白111キャンパス9号館2階第4会議室

国際井上円了学会第2回学術大会「井上円了と近代日本」
13:00～一般研究発表16:00～特別講演
講演者：ジョン・マラルド（ノースフロリダ大学）
場所：白1I1キャンパス8号館7階125記念ホール

第2ユニット研究会「ポスト福島の哲学③」
講演者：納富信留(慶應義塾大学）
場所：白山キャンパス8号館中2階第2会議室

第2ユニット方法論シンポジウム「経験論者と合理論者による方法についての対話」
講演者：エドゥアール．メール(ストラスブール入学)、ヘレン・ビービー(マンチェスター大学)、

一ノ瀬正樹(東京大学)、村上勝三(IRCP研究員）
司会:IIIn一郎(IRCP客員研究員）
場所:nlllキャンパス8号館7階特別会議室

10月16日鯏嘉署〒紬派曹測霧
11月9日出
13:00～17:00

11月30日(土）
14:00～16:00

11月30日仕）
15:00～18:00

共催第4回宗教と環境シンポジウム(宗教・研究者工コイニシアテイブ主催）
場所：淑徳大学千葉キャンパス12号館1O1教室

第3ユニットシンポジウム「宗教間の共生は可能か」
講演者：バイカル(桜美林大学)、釈悟震(中村元東方研究所)、菅野博史(創価大学）

第2ユニットシンポジウム「ポスト福島の哲学④風化と闘う技術」

講演者：岩田渉(CRMS市民放射能測定所)、佐藤幸子(NPO法人青いそら)、武藤類子(福島原発告訴団）

'2月'↑日鯏墨書〒瀧文蓬瑚蕊典化"{究ｾﾝﾀー，

'2月'4日出鑿耆号砧紺珊糯蜂驍冒?哲学⑤」

'2月22日旧’譲善〒繼柵潅論幡堂難鞠国際ﾛ極化職究ｾﾝﾀーﾙ鎌山軍凉縦大学，

12月

1月11日出

1月15日㈱

2月

2月

3月

日時未定

第3ユニット講演会「哲学と宗教②」
講演者：マルクス・ガブリエル（ボン大学）

第2ユニットシンポジウム「<法〉の移転と変容」
講演者：長谷川昇(北海道大学)、浅野宣之(大阪大谷大学)、桑原尚子(高知短期大学）ほか

第1ユニット第6回研究会
講演者：西村玲(中村元東方研究所）

第2ユニット方法論研究会
講演者：竹中久留美(IRCPプロジェクトリサーチアシスタント）

第3ユニットシンポジウム「哲学と宗教③」シェリングWeltalter
講演者：永井晋(IRCP研究員)、小野純-(IRCP客員研究員）ほか

第2ユニット方法論研究会

講演者：山内志朗(慶應義塾大学）ほか

第3ユニット研究会「伝統との共生②」

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

竹村牧男

岩井昌悟◎

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

朝倉輝一

客員研究員

ライナ・シュルツァ

大西克智

ケネス田中

稲垣諭

山内廣隆

井上忠男

伊東多佳子

山口祐弘

研究助手

白井雅人

研究支援者(PD)

研究組織

相楽勉☆

伊吹敦

河本英夫

坂井多穂子○

長島隆○

橋本泰元

菊地章太

黒田昭信

フレデリック・ジラール

村松聡

呉震

斎藤明

佐藤厚

吉田公平

土屋俊

渡名喜庸哲

山村陽子

プロジェクトリサーチアシスタント

竹中久留美 三澤祐嗣

小路口聡○

三浦節夫

野間信幸

清水高志

永井晋○

渡辺章悟

曽田長人

武内大

ゲレオン

小野純一

渡辺博之

バイカル

小坂国継

山口一郎

堀内俊郎

(2013.9.1)

コプフ

★＝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

ニユーズ レター第6号平成25年9月発行

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5－28－2O東洋大学6号館4階60452

Tel&Fax:03-3945-4209E-mail:ircp@toyo.jp

HOmePage:http://www.toyo.ac.jp/site/ircp/
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