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全体シンポジウム
「国際化とは何をすることなのか～東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」～」

9月24日、東洋大学白山キャンパ
ス5号館5404教室にて、全体シンポ
ジウム「国際化とは何をすることな
のか～東洋大学国際哲学研究セン
ターの「これまでとこれから」～」
が開催された。
本センターが追求してきたのは土
着性なしの世界化であるグローバリ
ズムではなく、文化の違いを土台に
しながら、それぞれの文化が個性を
保ちながら交流するという展望、す
なわち、自分達自身の文化に根づい
た国際化だったのではないのか、と
いう問題意識のもと、センター最終
年度を来年度に控えた4年目である
本年に、センターのこれまでの成果
と今後の展望を報告すべく3つのユ
ニットが合同で行ったシンポジウム
である。
第1ユニットは、井上円了研究と
近代日本哲学研究を二つの柱として
研究を行ってきた。三浦節夫研究員
（東洋大学ライフデザイン学部）が
井上円了研究に関して報告を行い、
岩井昌悟研究員（東洋大学文学部）
が近代日本哲学研究に関する報告を
行った。
三浦研究員の報告は「井上円了の
国際化に向けて」と題され、35年に
わたる井上円了研究史を振り返り、
今後の展望を語るものであった。東
洋大学100周年に向けて、三つの部
会に分かれた井上円了研究会が発足
したのが、井上円了研究の端緒で
あった。これらの研究の成果は、幾

つかの書籍にまとめられた。さらに井上円了文献年表や井上
円了選集などの、井上円了研究の基盤となるものが公開され
た。こういった基盤の上に立ち、国際井上円了学会が設立さ
れた。今後、井上円了のテキストの英訳・スペイン語訳と
いった国際的研究を可能にする共通の基盤の整備が求められ
ていると言えるだろう。
「近代日本哲学を問い直す」と題された岩井研究員の報告
は、これまでの第1ユニットの歩みを振り返りながら、今後
どのように研究成果をまとめていくのかについて語るもので
あった。研究会をテーマ別に分けながら、主要な論点を挙げ
ていき、近代日本哲学の成立に、（i）西洋哲学の受容と、
（ii）哲学としての東アジアの伝統思想の再発見、という二つ

の重要な契機があったことが明らかにされたことが報告され
た。今後は、「明治期における人間観と世界観」というテー
マのもとに、研究の集約を図ることが報告された。
第2ユニットは、「方法論」研究とポスト福島の哲学、

〈法〉概念研究を三つの柱として研究を行ってきた。まず、
村上勝三研究員（東洋大学文学部）が「方法論」研究とポス
ト福島の哲学について報告を行い、次に、沼田一郎研究員
（東洋大学文学部）が〈法〉概念研究について報告を行った。
村上研究員は、「方法論」研究の成果を三つに分けて報告
した。第一は、実施形態に即した成果と問題点であり、これ
については以下の三点が提起された。①哲学を中心とする個
別専攻領域における方法論についての研究（学問的知識の裾
野の作り方）、②哲学的な基本概念とその基礎的立場につい
ての国際的共有（思索と概念の国際水準を経験すること）、
③人文系学問内での別個な専攻領域間の技法共有化の方法
（「クロスセッション」による学域の拡大）である。第二は、
研究・教育の技法としてWEBを用いることの重要性であ
る。第三は、学問方法論そのものとしての「東西哲学・宗教
を貫く世界哲学の方法論研究」という課題への取り組みであ
る。次の三つのアプローチ、すなわち、①知のネットワーク
の実践的構築と②普遍方法論と③体系化の方法をすべて取り
込みながら解明することの重要性が明らかになった。上記の
なかでも、WEBを用いた海外諸大学との授業交換は大学院
教育においてすぐにでも実践に移されるべき案件である。
続いて、村上研究員は、ポスト福島の哲学について、これ
までのWEB国際講演や、関連する映画の上映、被害者支援
に関わる人たちの講演会、哲学研究者たちによる研究報告を
もとに、哲学の立場から、放射線という感覚することのでき
ない物質に対処するために、「知る」ことの特徴を際立たせ
ること、および、現状の困難解決のためには真・善・存在を
統一的に捉える立脚点を開発することが必要であると述べ
た。
沼田研究員は、これまで行われた〈法〉概念研究のシンポ
ジウムから、〈法〉を語る上での問題点と、その研究におい
て生じる比較研究の際の国際化の問題点の二つを提示した。
沼田研究員は、〈法〉の時間空間的に様々なヴァリエーショ
ンを広く集めることで、異なる法体系の接触や変容のプロセ
スの比較研究が可能となり、〈法〉の普遍性を探る手立てと
なると述べ、こうした比較研究という方法の中で、現場にお
ける国際化の重要性を強調し、同時にその本質を問うことも
重要であると報告した。
第3ユニットは、多文化共生社会の思想基盤研究を研究課
題とし、さまざまな主張を持つ文化的多様性や宗教的多様性
が社会にもたらす諸問題を、主として宗教や思想の視点から
捉え直し、「共生」すなわち共に幸福に暮らしていける思想
基盤を探ろうとしてきた。そのため、海外での現地調査、あ
るいは海外からの研究者の招聘を積極的に行ってきた。具体
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的な研究内容としては、第一に、アジアにおける多文化・多
宗教の共生に関する研究、第二に、イラン・イスラームとの
対話、第三に、哲学プロパーの観点からの共生研究がある。
宮本久義研究員（東洋大学文学部）は、第一の点について
報告した。主な成果としては、インド、ブータン、ミャン
マーなど、アジアにおける諸宗教の共生の現状と課題を探る
ということを行いえた。その際とりわけ着目したのが「瞑
想」である。この瞑想というきわめて平和的な修行方法が多
文化・多宗教社会においてどのような影響をもたらすのか、
これについてはさらに11月にシンポジウムを行い掘り下げる
ことを述べた。多文化の共生は重要であり、なされるべきで
あるとは研究者たちの一致する視点であり、持ち駒を持ち寄
る準備があることが判明したが、なぜそれがこれまでかなわ
なかったのか、どうすればよりそれに近づけるのか、今後も
多文化の実態を実地調査などによって探っていくなかで探究
したいと結んだ。
永井晋研究員（東洋大学文学部）は、第二の点として、

「共生の哲学に向けて―イラン・イスラームとの対話―」と
題して行われているイランとの学術交流の成果と展望を紹介
した。イランは地理的にも西洋と東洋の中間として、歴史を

通じて諸文化を媒介する役割を演じてきた。世界規模の文化
的・宗教的共生が焦眉の課題となっている現在、もっぱら欧
米に目を向けてきた日本に欠けてい
る「イラン」という視座は、多くの
示唆を与える極めて重要なものであ
ることは間違いないであろう。この
ような問題意識から行っている学術
交流である。2012年度の日本でのシ
ンポジウム、2013年度のイラン・ア
カデミーサイエンスでの、東洋・西
洋とは何かを議論した研究集会に引
き続き、2014年度もシンポジウムを
行い、引き続き交流を続け、双方の
緊張関係の中から新たな、具体的な
成果を目指すつもりであると結ん
だ。
総合討論においてはセンターに対
する期待や今度の展望に対する質問
やコメントが提起された。42名の参
加者のある充実した会となった。

国際井上円了学会第3回学術大会報告
9月13日、東洋大学白山キャンパ
ス8号館125記念ホールにて、国際
井上円了学会第3回学術大会が開催
された。国内外からの研究者が集ま
り、5つの研究発表と、1つの特別
講演が行われた。
個人研究発表は、長谷川琢哉氏

（大谷大学）の「スペンサーと円了」
という発表で幕を開けた。長谷川氏

は、スペンサーの哲学を概観しながら、科学（特に進化論）
と宗教の調停という側面に注目した。スペンサーは進化論に
基づく哲学を展開しながら、「可知的な現象」の他に「不可
知的な実在」を認め、そこに宗教的な神秘を見出したのであ
る。井上円了もスペンサーと同様に、究極的な実在としての
真如と現象の間に区別を設けた。このような円了の議論は、
スペンサーの議論を受け継ぐものであったと言えよう。しか
し、円了はさらに、「不可知的な実在」に留まらない神秘に
ついての解明を目指した。長谷川氏は、この点に、スペン
サーにない円了の独自性があると結論付けた。
次いで、甲田烈氏（相模女子大学）の「『不思議』の相含
構造」と題された発表が行われた。甲田氏の問題意識は、驚
きを哲学の起点におく西洋哲学に対して、井上円了と南方熊
楠の思想は「知の歓び」に満ちた哲学であるという点にあ
る。その上で、井上円了と南方熊楠の構造的な類似性が論じ
られた。井上円了の哲学は、現象を様々な仕方で論じる「表
観」と、直接知としての「裏観」という二つの方向性をも
つ。南方熊楠の南方マンダラも、現象から大日を捉えようと
するマンダラと、大日の立場に立つマンダラの二つの方向が
ある。こうした、二つの方向の入れ子構造の中で、知は無上
の歓びを得ることになるのである。
三番目の研究発表は、佐藤厚客員研究員（専修大学）の

「吉谷覚寿の思想と井上円了」であった。吉谷覚寿と井上円
了は東京大学での教師と生徒の関係である。佐藤氏は、まず
吉谷のテキストを分析しながら、吉谷の井上円了への影響を
指摘する。吉谷は、諸宗教や哲学で諸法の原理（世界発生の
原理）を論ずるように、仏教にもそうした原理があるとし
て、小乗教、法相宗、天台宗・華厳宗の三つの原理を分類し
た。円了はこれに刺激を受け、仏教の三つの立場に哲学の
「唯物論」、「唯心論」、「唯理論」を配当させ、仏教哲学一致

論を構築した。しかし、皮肉なことにそうした円了を吉谷は
批判する。吉谷は仏教の価値に中心を置き、他教との一致を
批判したのであった。この師弟間の相克のうちに円了の独自
性を見ることができる。
休憩を挟んで、寅野遼氏（東洋大学大学院博士前期課程）
の発表が行われた。「井上円了と中心の問題」と題された発
表で寅野氏は、井上円了の哲学的なテキストのみに依拠し
て、その哲学の中心がいかなるものであるのかを明らかにし
ようとした。寅野氏によれば、円了は対立するものを包む立
場が究極の立場であると論じながら、その立場がいかなる内
実をもつことを示すことができなかった。円了の哲学は、空
虚な中心をもつ閉じた体系なのである。このような空虚な中
心は、あらゆるものを投げ込むことが可能であり、すべてが
無作為に併存している。あらゆるものを平板化するグローバ
ルな時代において、中心を取り戻すことこそ重要なのではな
いかと、寅野氏は問題提起した。
研究発表の最後は、ラルフ・ミュラー氏（京都大学）の

「禅に関するメタ理論的分類」であった。井上円了は、『禅宗
哲学序論』を著し、禅を哲学的思想として分析した。禅は
「不立文字」や「教外別伝」を唱え、哲学的な思想としての
語りを拒否するもののようにも見える。しかし同時に、禅は
様々な経典や論書を典拠に用い、悟りの道を理論的に分類す
る。円了が鋭く指摘したように、禅は真理の探究に導かれて
いると共に、メタ理論的な分類を行う哲理としての側面を含
むのである。すなわち、真理に基づき、探究の階梯を理論的
に分類する高次の視点をもつ営みなのである。以上のような
発表を通して、ミュラー氏は、あまり顧みられてこなかった
円了の『禅宗哲学序論』の意義を明らかにした。
研究発表の後、ウルリッヒ・ジーク氏（マールブルク大
学）による、「大いなる総合を求めて―1900年頃の哲学」と
題された特別講演が行われた。この講演を通してジーク氏
は、1900年頃の哲学者たちが一様に「総合」を目指していた
ということを明らかにするとともに、この総合の営みが第一
次世界大戦を通じてリアリティを失っていく思想史的状況を
描き出した。19世紀後半において最も強い影響力を持ってい
た思想家であるハーバート・スペンサーは、進化論のもとに
あらゆる知を総合しようとしていた。この総合のプログラム
には、個人が十分に理性的となり、国家の統制が不要になる
であろうというユートピア的な考えが含まれていた。
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カント的な認識批判を行い、世の注目を集めた新カント学
派の学者たちも、総合を行おうとした。その試みは、例え
ば、個人の自由と安定した人間共同体を総合するような、ナ
トルプの教育思想に顕著に見ることができる。彼らの思想
も、個人と共同体が調和の内で結合するユートピア的なもの
であったのである。
ルドルフ・オイケンは、唯物論を否定し、鋭い舌鋒で社会
批判を行った理想主義的な哲学者である。彼はカントとヘー
ゲルの総合を求め、哲学的「普遍的総合」を目指した。彼は
自らの目的を達成するような理論を打ち立てることができな
かったが、理想主義的な立場による現代文化批判は広く支持
を集め、ノーベル文学賞を受賞する結果となった。
井上円了も、東洋と西洋の総合を目指した哲学者として、
この総合を目指す時代潮流の中に位置づけられる。彼もま
た、啓蒙を信じ、国家と個人が調和した社会を構想した、
ユートピア的な特徴をもつ思想家であった。

これらのユートピア思想は、第一次世界大戦による深刻な
打撃によって急速にリアリティを失っていった。啓蒙と科学
技術の発展がもたらしたのはユートピアではなく、甚大な被
害をもたらす戦争だったのである。また、国家と個人の調和
のとれた発展が夢物語にすぎないということも明らかになっ
ていったのである。
以上のような発表の後、活発な質疑応答が行われた。近現
代に関する哲学史で見落とされがちな1900年頃の思想家にス
ポットを当てることによっ
て、今まで気づかれなかった
井上円了の思想史的状況が明
らかになるという、大きな成
果があったと言えよう。

東国大学校仏教大学（韓国）と東洋大学国際哲学研究センター（日本）の共同研究
第1回研究会

2014年11月6日、韓国ソウル特別
市にある東国大学校、茶香館セミ
ナー室において東国大学校仏教大学
（韓国）と東洋大学国際哲学研究セ
ンター（日本）との共同研究の第1
回研究会が開催された。東国大学校
は、韓国仏教の中心宗派である曹渓
宗の宗立大学であり、3万人を超え
る学生を有する総合大学である。東
国大学校と東洋大学とは1995年に交
流協定を締結したが、従来、活発な
交流は行われてこなかった。そうし
た中、昨年、竹村牧男研究員（東洋
大学学長）が鄭承碩氏（東国大学校
仏教大学長）と協議を行い、両校の
研究交流を活性化させることで合意
した。合意内容は、（1）2年間、研究
会を継続すること。（2）研究会は1年

に2回、韓国と日本で開催すること。（3）研究テーマは「20
世紀以後における韓日両国の仏教の変遷について」にするこ
とである。
第1回となる今回の研究会は午前10時から始まった。午前
の司会は禹濟宣氏（東国大学校）、通訳は朴基烈氏（東国大
学校）が務めた。まず開会式が行われ、鄭承碩氏が開会の辞
を述べ、竹村研究員と朴正克氏（東国大学校学術副総長）が
祝辞を述べた。
10時半から発表が行われた。第1発表：竹村研究員「近代
日本の仏教界と井上円了」は、主題について、（1）明治初期の
日本仏教界の状況、（2）円了における哲学と仏教、（3）円了の仏
教復興運動、（4）円了の仏教改革への視点、の4つに分けて論
じた。第2発表：金浩星氏（東国大学校）「井上円了の解析
学的方法論―奮闘哲学を中心に」は、主題について、（1）
「活」選択の教判、（2）教外別伝的な読書法、（3）重頌とパロ
ディースタイルの書き方、に分けて論じた。
午後の発表は、司会を金浩星氏が務めた。通訳は同じく朴
基烈氏である。第3発表：三浦節夫研究員（東洋大学ライフ

デザイン学部）「井上円了と東アジア（一）―井上円了の朝鮮
巡講」は、先行研究の紹介と問題点を指摘した後、第一回の
満韓紀行、第二回の朝鮮巡講に分けて論じた。第4発表：姜
文善（慧源スニム）氏（東国大学校）「近代期韓日の比丘尼
の存在様相に対する試論的考察―宗制の変遷を中心に」は、
主題について、（1）近現代期韓国仏教界の宗制変化、（2）近現代
期韓国比丘尼の様相、（3）近現代期日本曹洞宗の宗制と尼僧、
に分けて論じた。第5発表：佐藤厚客員研究員（専修大学）
「100年前の東洋大学留学生、李鍾天―論文「仏教と哲学」と
井上円了の思想」は、主題について、（1）李鍾天の略伝、（2）論
文「仏教と哲学」と井上円了の思想、に分けて論じた。第6
発表：高榮燮（東国大学校）「大韓時代の日本の留学生達の
仏教研究の動向」は、主題について、（1）在日仏教留学生の国
内外の寺院分布、（2）在日仏教留学生の日本の学校分布、（3）日
本留学生の仏教研究活動、（4）日本留学生の帰国後の動向、に
分けて論じた。
午後5時半から閉会式が行われた。まず竹村研究員が全体
の講評を行い、最後に鄭氏が全体の総括と次回開催の要項を
説明した。
それぞれの発表に際しては、他の発表者や会場から質問が
なされ、有意義な研究会となった。
今回の研究会の意義として次の二点を挙げることができ
る。第一には、両校の研究交流が実質化したこと。これによ
り将来、さらに人的交流を進め、学問交流を深めることによ
り、両校にとって有意義な研究会になることが期待される。
第二には、発表内容に関して井上円了に関する発表テーマが
多かったこと。これは韓国に井上円了を紹介するよい機会に
なったとともに、日本だけでなくア
ジアにおける井上円了、および井上
円了思想の位置づけを探索する研究
上の一つの方向性を示したと思われ
る。なお、東国大学校より井上円了
文献を図書館に所蔵したいとの要請
があったので、後日、東洋大学から
同大学図書館に寄贈することを確約
した。
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第1ユニット研究会
善の曖昧さ―「精神の戦争」におけるドイツ人の教授達―

9月10日、東洋大学白山
キャンパス6号館第3会議室
にて、ウルリッヒ・ジーク氏
（マールブルク大学）を迎え、
「善の曖昧さ―「精神の戦争」
におけるドイツ人の教授達
―」と題された第1ユニット

の研究会が開催された。
ジーク氏は、第1次世界大戦期のドイツにおけるプロパガ
ンダの三つの類型を示し、その思想史的課題を明らかにし
た。第一の類型は、エルンスト・リサウアーである。彼が書
いたイギリスへの憎悪を煽る愛国詩は、大衆の広範な支持を
獲得した。しかし、英国を中傷するよりも、ドイツの「善」
を主張するほうが良いという風潮が広まったため、リサウ
アーは「騎士道的なドイツ文化」を否定するものとみなされ
るようになった。
第二の類型が、「93人の宣言」である。多くのノーベル賞
受賞者を含む学者たちが署名したこの宣言は、ドイツの行動
を正当化し、ドイツに向けられた非難を否定するものであっ
た。しかし連合国側の対独プロパガンダが成功を収めたのと
は対照的に、この宣言は国際社会には受け入れられなかっ

た。
第三の類型は、ヴェルナー・ゾンバルトとルドルフ・オイ
ケンである。ゾンバルトは、イギリスを商人とみなし、ドイ
ツを英雄とみなした。ルドルフ・オイケンも、イギリスの近
代主義に対して、ルター、カント、フィヒテのドイツ哲学に
おける人間主義を対置させた。そして、近代主義よりも優れ
た人間主義が、戦争の勝利を導くと主張したのである。
最後に、ジーク氏は思想的課題を指摘した。自国の善や自
らの善意志を過信したドイツの思想家たちによって、「善」
の曖昧さ、善意志だけでは普遍的な倫理となり得ないことが
明らかにされたのである。また、国家主義的な偏見への向き
合い方も、課題として突きつけられているのである。以上の
ようなドイツのプロパガンダを通し
て、第1ユニットの課題である近代
日本哲学の問題点も照射されたと言
えよう。近代日本の思想家たちのも
つ国家主義的な傾向をいかに考える
べきかについて、大きな示唆を得ら
れたことが、この研究会の成果であ
る。

第2ユニット WEB国際会議
「理性と経験」

10月11日、東洋大学白山
キャンパス8号館特別会議室
において、4回目となる
WEB国際会議が、「理性と
経験―スピノザの方法につい
て」をテーマに開催された。
この会議は日本とフランスを
インターネットで結んで行な
われ、フランス高等師範学校
リヨン校のピエール‐フラン
ソワ・モロー氏が参加した。
そして日本側からは、特定質
問者として大西克智客員研究
員（熊本大学）、渡辺博之客
員研究員、藤井千佳世氏（日
本学術振興会特別研究員）、

そして村上勝三研究員（東洋大学文学部）が司会を務めた。
今回の会議では、日仏の同時通訳がつき、来場者は、スク
リーンおよびモニターに現れた会議空間を見ながら、レシー
バーを通じて2ヵ国語を同時に聞くことができた。
会議は、司会の村上研究員による会議の概要およびモロー
氏の業績の紹介から始まった。モロー氏は、スピノザの初期
の著作『知性改善論』冒頭部分の分析から、スピノザ哲学に
おける共同の生という経験の次元が、哲学的な探求の出発点
として重要であると論じた。例えば、人は、快楽、名誉、富
という三つの経験的な善を追求する中で、それらが結局は滅
びてしまうという失望に直面するが、しかしそれこそ最高善
へと向かう探求の契機となり、経験との結びつきをもたらす
のだと、モロー氏は述べた。
これらの議論を受け、日本側から三つのコメントが寄せら
れた。まず、藤井氏は、モロー氏が『知性改善論』において

共同の生と知の欲望という探求の出発点の違いを強調してい
るが、それがどのような倫理的な射程の違いを生むのか、そ
して死の観念は、『エチカ』における「善―悪」概念の展開
を考慮したとき、どのような意義を有するか、『知性改善論』
における内在主義（最高善へと向かう道程）と、『エチカ』
における内在主義の違いはどの点にあるのかという三つの質
問を提示した。そして次の渡辺氏の質問も、この道程におい
て、『知性改善論』のすべての可能な読者が、三つの善の性
質に関する反省的な考察に導かれると考えてよいか、そして
その経験において、「経験」という語がある一義的な意味を
持つのであれば、その一義性は、いかなる根拠に基づいてい
るのかという二つの質問をした。
そして最後に大西氏は、デカルト研究者の立場から、モ
ロー氏の述べるデカルトとスピノザの親近性の否定につい
て、再考する余地があるのではないか、「善」の概念が人間
の意識に先行しなければ、「（哲学的な）回心」も起こりえな
いのではないかという質問をした。
その後、モロー氏の三人の問いへの応答において、活発な
議論が展開した。時差の関係から土曜の夕方に開催された
ウェブ国際会議であったが、学内外から多くの参加者があっ
た。WEB会議という、インターネットで接続し、同時通訳
で専門的な議論を行なうという企ても4回目を迎え、技術的
な問題も大幅にクリアになり、円滑な進行ができた。それに
応じて、非常に密度の濃い
ディスカッションになったと
言えよう。
また、会議後にモロー氏か
ら、「スピノザ文献年報 le bul-
letin de bibliographie spi-
noziste」へ、日本における
スピノザ研究の現状について
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の寄稿を提案していただいた。日本のスピノザ協会とフラン
スのスピノザ協会とを結びつけるという点で、この提案はと

ても大きな意義を持つだろう。

第3ユニット 国際シンポジウム
第3回「共生の哲学に向けて：イラン・イスラームとの対話―井筒俊彦の共生哲学―」

12月13日、東洋大学白山キャンパ
ス1号館井上円了記念ホールにて、
第3ユニット 国際シンポジウム
第3回「共生の哲学に向けて：イラ
ン・イスラームとの対話―井筒俊彦
の共生哲学―」が開催された。これ
は2012年度から行っているイランと
の学術交流の第3回目となるもので
ある。はじめに開会あいさつが村上

勝三研究員（東洋大学）によってなされた。続いてレザー・
ナザルアーハリ駐日イラン・イスラム共和国特命全権大使よ
り、これまでの両国の学術交流の経緯と意義が示された。
第1部講演の部では、アブドッラヒーム・ギャヴァーヒー
氏（元駐日イラン大使、世界宗教センター所長）が「グロー
バル化時代における文化交流についてのいくつかの考察」と
題する講演を行い、グローバリゼーションの特質を踏まえた
うえで、日本やイランが保持している宗教や古くから受け継
がれた文化的遺産に目を向け、持続可能な平和を維持しつ
つ、手を取り合うべきであると結んだ。続いて「イランにお
ける百科事典編纂に関する一考察」と題する講演を予定して
いたカーゼム・ムーサヴィー・ボジュヌールディー氏（グ
レート・イスラミック・エンサイクロペディア・センター所
長）は体調不良のため来日キャンセルとなり、バフマン・ザ
キプール氏（東洋大学大学院）が、ペルシア語の発表原稿を
代読した。イランでの百科事典の編纂の歴史は非常に古くか
らあったが、現代になり、知識を様々な人々に普及させる必
要性が高まったので、辞典や百科事典が多く編纂されるよう
になった。その代表的なものについて概観した発表であっ
た。
第2部のシンポジウム：「井筒俊彦の共生哲学」では、エ
フサン・シャリーアティー氏（元テヘラン大学教授）が「現

代の「イラン的イスラム」哲学におけるコルバンと井筒の役
割に関する導入的比較研究：ハイデガーからマシニョンま
で」と題する発表を行い、井筒の主著『意識と本質』がもつ
哲学的意義、とくに井筒の「東洋哲学」に収斂する井筒哲学
の意義をコルバンのイラン研究や現象学と対比させつつ明快
に提示した。続いてナスロッラー・プールジャヴァーディー
氏（元テヘラン大学教授）は「井筒俊彦のイラン神秘主義哲
学に対する関心」と題し、氏が井筒に師事するに至った所
以、イランにおける井筒の教授・研究活動を紹介し、また
「愛の神秘主義」という井筒の表現に注目し、井筒のイスラ
ム哲学・神秘主義理解の独自性と卓越さを、自身の研究対象
であるイラン神秘主義の愛の主題に即して論じた。
以上2名の発表の後、コメンテータとして竹下政孝氏（東
京大学名誉教授）がまず「イスラム学者としての井筒俊彦」
と題する発表を行い、コーランやイブン・アラビー研究に際
して井筒が採った方法論等を論じた。続いて、2名の発表に
対するコメントと質問を投げかけた。総合討論では永井晋研
究員（東洋大学）の司会のもと、先の竹下氏のコメントに対
する応答や、来場者からの質問への回答がなされた。最後
に、宮本久義研究員（東洋大学）が閉会あいさつを行った。
90名程度の来場者のあるシンポジウムとなった。
なお、先立つ12月11日には、東洋大学白山キャンパス6号
館文学部会議室にて、第3ユニット研究会として、上記のイ
ランからの3名の学者と永井研究員、宮本研究員、小野純一
客員研究員らが参加のもと、
「イランの哲学について」と
いう研究会が行われ、実り多
い議論がなされた。

第3ユニット シンポジウム
「精神性に与える瞑想の効果」

11月29日、白山キャンパス
8号館125記念ホールにて、
第3ユニットは、「精神性に
与える瞑想の効果」というシ
ンポジウムを開催した。はじ
めに、渡辺章悟研究員（東洋
大学文学部）により、「瞑想
について、歴史性を踏まえた

上で、それぞれの発題者に瞑想の意義と効果などを示してい
ただき、さらに現代の瞑想が宗教性や地域性を超えた普遍的
な広がりを持ちつつある現状を確認し、その根拠を参加者と
討議しながら探ってゆく。このような瞑想の効果を考究する
ことにより、多文化社会における共生の可能性を解明する一
助としたい」という趣旨説明がなされた。その後、3名によ
る講演が行われた。各講演者のタイトルと要旨は以下の通
り。
番場裕之氏（日本ヨーガ光麗会）「ヨーガ派の瞑想～一境
集中への架け橋～」。『ヨーガ・スートラ』の行法には、身体

感覚としての内部刺激を伴うものがある。読誦による声の振
動、調気法による気道の摩擦感、坐法による姿勢維持にとも
なう身体感覚などである。この内部刺激は、散乱しやすい心
を一境集中させる強い力となり、瞑想への手段となる。調気
法によって息が丁寧に調えられると、心の情動を反映した乱
れた粗い呼吸がなくなり、三昧へと導かれる。息が長く繊細
に調えられると、鼻腔の最上部である上鼻甲介を通る。そこ
には嗅覚神経が密集していて、そのすぐ上が脳となる敏感な
箇所である。嗅覚神経を刺激すると副交感神経が活性され、
心の情動は沈静し、瞑想に必要な準備が調えられる。これ
が、インド的調気が鼻孔呼吸を重視する理由である。このよ
うに、内部刺激は心を一点に集中させる強い力となることか
ら、瞑想の導入として積極的に活用することにより、現代の
我々にも多大な恩恵をもたらすものと思われる。
蓑輪顕量氏（東京大学）「上座仏教と大乗仏教の瞑想―そ
の共通性」。仏教の瞑想は止観と呼ばれる。止の基本は、心
を一つの対象に結びつけることであり（三昧という）、その
対象は業処と呼ばれた。一般的な業処は呼吸の入る息、出る
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息であり、その延長線上に出現する境地が禅那と呼ばれ、そ
れは心の働きの滅尽に至るものである。一方の観（ヴィパッ
サナー）は、心の働きに注意を振り向けるように観察するも
のであって、念処に起源する。この時、言葉を用いずに観察
できるようになると、判断、了別の働きを起こさずに認識す
ることが可能となり、無分別と呼ばれる境地になる。上座仏
教ではこの境地に到達することで生じる心の転換が大事にさ
れた。大乗仏教の瞑想も、基本は上座の瞑想と同じである。
仏像を業処に用いる、見仏体験や言葉を繰り返す（念仏や題
目など）などの変化は認められるが、心を一つの対象に結び
つけて心の働きを静めていく、あるいは心の働き全てを気づ
いていくという観察の機能面から考えれば、ほぼ相違はな
い。
ケネス田中客員研究員（武蔵野大学）「アメリカにおける
マインドフルネス・ブーム―現代社会への影響とその意
義」。仏教に基づくマインドフルネス瞑想は今や、仏教の壁、
いや宗教の壁を超え、心理療法や医学の領域までも広まる目

覚ましい発展を遂げている。心理療法では、患者が自分の問
題を見つめ、向き合い、そして受け入れる有効な手段となっ
ている。医療の分野では、痛みを軽減したり免疫を高めたり
する効果が出ている。そして、一般にもストレス等の現代人
の精神的な問題解決の突破口として、若い世代まで人気を呼
んでいる。本発表ではアメリカにおけるマインドフルネス・
ブームについて、その現代社会への影響と意義を考察した。
総合討論では発表者同士で意見が交わされ、また、会場か
らの質問にも丁寧な応答があった。閉会あいさつを宮本久義
研究員（東洋大学文学部）が
行い、精神性のみならず身体
性や社会性にまで広がりのあ
る充実した討論内容であった
との総評がなされた。90名ほ
どの来場者のあるシンポジウ
ムとなった。

研究会報告
第1ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（第４回）

10月8日、東洋大学白山
キャンパス8号館第2会議室
にて、出野尚紀客員研究員を
迎え、「明治期と自然災害」
と題された第1ユニットの研
究会が開催された。この研究
会は、「明治期における人間
観と世界観」をテーマとした

連続研究会の第4回として開催されたものである。
本発表では、「自然災害」を切り口にして明治期の人間観
や自然観について報告がなされた。とくに明治・大正期に発
生した地震、水害、火山噴火等の自然災害による被害程度
と、これらの災害に関する当時の著名人による記録等とをつ
き合わせ、明治期の自然観を浮き上がらせようとした。ただ
し明治期の自然災害についての記録の多くは、個人の体験に
ついて述べられたものにとどまり、基本的に「自然」や自然
観について大局的に述べられたものは少ないという。
まず、取り上げられたのは、渋沢栄一の「天譴」論であっ
た。渋沢は、災害を、幕末期の清廉さを失った社会に下され
た罰だと見なした。このような意見は、明治維新を経験した
人々の多くに共通するものであった。対して芥川龍之介は、

政治経済に影響を与えることのできない一般市民が被害にあ
うのは、不平等だと論じた。芥川の世代にとって、渋沢の議
論は、儒教倫理に固執した古臭いものであったとのことであ
る。
さらに、谷崎潤一郎や樋口一葉の日記が検討され、井上円
了の巡講日誌における三陸津波の記録が論じられた。淡々と
事実を記述するだけの円了の講演日誌において、特に津波の
災害が言及されていることから、津波の災害が円了に強い印
象を与えたことが推察できる。最後に、寺田寅彦の随筆が紹
介された。寺田寅彦は、度重なる災害が日本人の世界観を形
作ったと論じていたのである。
明治期においては、欧米の思想は受容されていたが、人間
と自然が対決する西洋の自然観は受
け入れられていなかった。むしろ、
自然を擬人化するような、旧来から
の仏教的自然観が支配的であったの
である。明治期の自然観の輪郭を浮
き彫りにしたことが、この研究会の
大きな成果であった。

……………………………………………………………………………………………
第1ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（第５回）

11月12日、東洋大学白山
キャンパス5号館5303教室に
て、白井雅人研究助手による
「西田幾多郎『善の研究』の
人間観と世界観」と題された
研究会が開催された。この研
究会は、「明治期における人
間観と世界観」をテーマとし

た連続研究会の一つとして開催されたものである。
白井氏は、『善の研究』の人間観と世界観を明らかにする
ために、まずは『善の研究』執筆に至るまでの西田幾多郎の
半生について概観し、その背景となるものを明らかにしよう
とした。漢学と数学を学び、高校時代には宗教を否定する手
紙を書いていた西田であったが、大学卒業後には就職と家庭
の不幸の問題に苦しむようになった。その苦しみの中で、キ

リスト教宣教師達との交流や禅仏教の参禅修行を通し、宗教
に対する理解を深めていった。こうした背景から、『善の研
究』の世界観や人間観には、仏教だけではなく、キリスト教
の影響も大きかったということが指摘された。また、西田の
漢学の素養から、儒教とりわけ陽明学の影響も見過ごすこと
ができないということも指摘された。
以上のような見通しのもと、『善
の研究』の内容が検討された。『善
の研究』の人間観として大きな特徴
の一つは、個人の独立性を強調する
人格主義である。『善の研究』の重
要な術語である「純粋経験」は、統
一を求める働きであるが、統一を通
じて個を際立たせる働きとして考え
られているのである。また、世界の
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統一を善なるものとみなす世界観をもっていた。ただし、西
田自身は他力を強調するため、自己を救い出す他者としての
神という問題が潜在的に含まれていることが指摘された。
西田幾多郎の『善の研究』には、漢学や仏教といった伝統
的な要素が含まれているだけではなく、キリスト教や個人を

重視するリベラルな思想という明治期の新しい要素が含まれ
ているのである。研究会では、伝統と革新性の両方を含む多
面的な書物として『善の研究』の姿が描き出された。このこ
とによって、明治期の思想の流れの中での『善の研究』の意
義を明らかにしたことがこの研究会の大きな成果であった。

……………………………………………………………………………………………
第２ユニット「ポスト福島の哲学」（2014年度第２回）

9月24日、東洋大学白山
キャンパス第3会議室にて、
第2ユニットの「ポスト福島
の哲学」研究会が開催され、
西谷修氏（立教大学）による
講演会「技術とカタストロ
フィ」が行われた。
まず、西谷氏は、3．11以前

と以後とでは、大きく状況が変わったと述べ、3年を経て凡
庸化されてしまった「フクシマ」の問題についていくつかの
提起を行った。
現代の技術を特徴付けるのは、西谷氏の言葉によれば「技
術・産業・経済システム」と呼ばれる、技術の独立性とはか
け離れた政治の要請に応じたかたちでの展開である。哲学に
おいて技術が主題となるのは第二次大戦以後のことである
が、近代の西洋を支えてきた科学合理主義に対する信頼は、
二度の世界大戦を通じて大きく揺らぐことになり、技術は、
それに巻き込まれるかたちで語られるようになった。その中
でも重要な議論を行ったハイデガーによれば、近代の産物と
しての技術は、自然を客観化して人間の役に立つものと理解

されるようになる。しかし、ハイデガーが展開した技術論
は、結局のところ、人間が技術の「存在の声を聞く」に過ぎ
ないものとして、現代フランス思想の中でカタストロフの問
題として論じられている。特に原発の技術のカタストロフと
は、事故とその収束の間にある悲劇である。西谷氏は、ス
ティグレールやデュピュイなどの議論を紹介しながら、そう
した悲劇的な事故をもたらす技術と向かい合わずに、人は生
きていくことが許されるのかと、提起した。西谷氏は、人間
は一人で生きているのではなく、他者の存在があって初めて
生きて死ぬことができるという本質的な関係の中に希望を見
出すことができると述べ、この関係は、「技術・産業・経済
システム」を解体することではじめ
て生じるであろうと、講演を締めく
くった。
西谷氏の講演後の質疑応答では、
センターの研究員のみならず、外部
からの参加者による質問が数多くな
され、内容豊かな議論が活発になさ
れた。

……………………………………………………………………………………………
第２ユニット「方法論」研究講演会（共催：白山哲学会）

10月25日、東洋大学白山キャンパ
ス6号館6312教室にて、第2ユニッ
ト「方法論」研究の講演会として
「村上勝三最終講義：超越の方法―
デカルトの途」が開催された。これ
は白山哲学会との共催企画であり、
大学院生による個人研究発表の後、
本研究センターのセンター長でもあ
る村上勝三研究員（東洋大学文学

部）の最終講義が行われた。
講義の前には、村上研究員に師事した大野岳史研究員に

よって、村上研究員の経歴と、その研究スタイルが紹介された。
講義において村上研究員は、これまでの学究生活の中で取
り組んできたデカルトの超越の問題を改めて取り上げ、これ
を哲学史的な概観を通して、またデカルト研究の立場から、
さらには我々の経験にまで立ち入って、包括的かつ詳密に論
じた。
村上研究員は、包括的把握の不可能性・実象性・無限と
いった形而上学的な問題を取り上げ、これを精密に論じた
が、それは村上研究員が「私」と「あなた」が同じ「超越」
という眺望の下に立つことを目指したためである。形而上学

は現代哲学において忘却され、超越は宗教や神秘に追いやら
れている。村上研究員は、この超越を理論に取り戻すことに
よって、新たなる哲学の発展を見据えることができると述べ
た。
村上研究員の講義は、最終講義でありながら、これまでの
仕事にとどまることなく、新たな領域を切り開こうとする内
容であった。講義の後には質疑応答が行われたが、村上研究
員は、その中で、極めて形而上学的な議論を展開しながら
も、それが現代における様々な問題の中に生きて直面する
我々の「倫理」と緊密に結びついていることを指摘した。こ
の最終講義は、学会において行なわれるという変則的な開催
となったが、非常に多くの聴講者が訪れ、盛況の内に幕を閉
じた。
本講義の内容については、本センターのホームページ内で
動画が見られる他、村上研究
員の著作（『知の存在と創造
性』知泉書館（2014））にお
いても、同様の問題が論じら
れているので、参照いただき
たい。

……………………………………………………………………………………………
第２ユニット「ポスト福島の哲学」シンポジウム

11月22日、東洋大学白山キャンパス6号館6302教室におい
て、「ポスト福島の哲学」シンポジウム「原発事故後のエネ
ルギーと本当の豊かさ」が開催され、国際環境NGOグリー
ンピース・ジャパンの高田久代氏と、「なないろの空」代表
の村上真平氏による講演が行なわれた。

高田氏は、「日本全国、稼働原発ゼロ1年―でんきのこれ
からをみんなでつくる」と題した講演で、川内原発（鹿児島
県）での詳細なフールドワークや、現在の日本における原子
力発電所の稼働状況を具体的に説明した。日本の全ての原発
は、今年の9月において1年以上稼働していないにもかかわ
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らず、実際のところ電力は安
定して供給されており、この
ことは、原発の存在が無用で
あることを証明している。も
ちろん、火力発電への依存は
そのために高まっているが、
しかし、それは、国民全体の

省エネ活動と再生可能な自然エネルギーの活用によって、こ
れから先、十分に代替可能であり、むしろそうした活動の一
層の推進が、日本のエネルギー革命の加速をもたらすと、高
田氏は述べた。
次に、村上氏が、「未来に向けて、私たちが望む本当の豊
かさとは」という題で、自然と共に生きる一つの生き方が提
示された。村上氏は、30年にわたる海外と日本での自然農業
の普及と農村開発の経験の中で、自然の森の持つ「循環
性」、「多様性」、「多層構造」を最大限に生かした農地を作
り、「自然を収奪せず、人を搾取しない」という理念を得た
という。村上氏は、そうした生活を福島県飯館村で営んでい

たが、原発事故によって避難を余儀
なくされる。村上氏は、当日の状況
を詳細に述べる中で、自然を破壊
し、汚染する原発にって生み出され
るエネルギーに本当の豊かさは無い
とし、それとは異なる内的な豊か
さ、自然の豊かさを求める必要があ
ると述べた。
会場には、本学の学生や、学外の
来場者が参加し、活発な質疑応答が
なされ、多くの意見交換がなされ
た。エネルギー問題や、福島原発事
故に対し、それらの記憶を留め続け
ることだけではなく、これから先を
生きていくための具体的な行動や態
度の指針が提示されるなど、非常に
意義のあるシンポジウムとなった。

海外研究集会
第３ユニット海外研究「オーストリアにおける多文化共生研究集会・国際学会参加」

第3ユニットでは、8月17
日から25日にかけて、海外研
究「オーストリアにおける多
文化共生研究集会・国際学会
参加」を行うため、オースト
リアに出張した。日本からの
参加者は、宮本久義研究員
（東洋大学文学部）、渡辺章悟

研究員（東洋大学文学部）、堀内俊郎研究助手の3名であっ
た。
8月18日、19日、インスブルック大学セミナー室にて、

「多文化共生社会に向けて―宗教・思想に何ができるか？」
研究集会を開催した。開催趣旨は、多文化共生社会の思想基
盤研究という第3ユニットの研究テーマについて、ジャイナ
教、ヒンドゥー教、仏教の観点からみてどのようなアプロー
チが可能であるかを討議するということである。
まず、ルィトゥガード・ソーニー（Luitgard Soni）氏が、

「間文化的な文脈における物語の重要性」という発表を行っ
た。仏教に由来する菩薩の物語が、多くの変遷を伴いながら
キリスト教の聖者の物語として受容され、カトリック教会の
儀礼の中にも取り入れられ、祭日にもなるほど重視されて礼
拝されていった事例を提示し、物語が宗教・文化の垣根を越
えることを示した興味深い発表であった。ジャヤンドラ・
ソーニー（Jayandra Soni）氏（インスブルック大学講師）
が、「非暴力と、間文化的対話におけるその役割」という発
表を行った。古典インドの聖典『チャラカ・サンヒター』で
は討論において従うべき決まりを設けており、また、ジャイ
ナ教では思想における暴力も避けるべきとされていることを
指摘し、ジャイナ教では討論における行いの決まりが、生活
における行いの決まりにまで引き上げられていることを指摘
する内容であった。日本側からは、渡辺研究員が「大乗経典
における慈悲と憐愍」と題する発表を行った。初期仏教から

・大乗仏教に至るまで共通に見られる「慈悲や憐み」（karunā,
anukampā）には、他者と苦を共にするという「共感と共苦
の思想」が基盤にあり、それが共生思想に連なることを指摘
し、初期仏教から大乗経典に到るまでの重要な用例の提示を
行った。さらに、その原語としてのサンスクリットの語源の
分析と、英訳 compassion, sympathy にも共通の意義が備
わっていることをラテン語やギリシャ語の語源などから指摘
し、思想的な普遍性があることを提示した。宮本研究員は、
「ヒンドゥー教における個人と社会」と題する発表を行い、
古典インドの聖典シュルティやスムリティでは個人の救済が
主な関心事であるものの、現代インドのベンガル・ルネサン
ス運動では、社会における相互扶助という観点もクローズ
アップされていることを指摘した。インスブルック大学哲学
科・神学科の先生方とも交流をもつことができ、今後の協力
関係の礎を築くことができた。
22日、11時より、堀内研究助手が、ウイーン大学で開催さ
れている国際仏教学会第17回大会にて、「『楞伽経』における
外教批判―仏教的観点からの多文化共生哲学の構築に向け
て」と題する発表を行った。『楞伽経』という大乗経典が涅
槃に対する外教の見解を批判している一段を取り上げ、その
外教批判を分析することにより、今西錦司のいう棲み分けの
思想的バージョンである思想的「棲み分け」や、シルバー
ルール（ゴールデンルールではなく）というのが、そこから
導き出される多文化・多宗教の共生への智慧ではないかと論
じた発表であった。
今回の研究集会・学会発表
の成果は、10月22日に第3ユ
ニット出張報告・研究会とい
う形で報告し、また、年度末
刊行の年報にも原稿を掲載す
る予定である。

研究会報告
第３ユニット「自然との共生―その表現形態」研究会（第２回）

7月26日、東洋大学白山キャンパス6号館文学部会議室に て、第3ユニット研究会が開催された。これは、「自然との
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共生―その表現形態」というテーマ
のもと、共生概念を芸術や美術と
いった具体的な表現形態から探ろう
という企図のもと開催されている研
究会であり、金子智太郎氏（東京藝
術大学助教）による「同調の技法：
デヴィッド・ダンのサイト‐スペシ
フィック・ミュージック」という発
表がなされた。司会は長島隆研究員

（東洋大学文学部）、コメンテータは伊東多佳子客員研究員
（富山大学）が務めた。発表者による要旨は以下の通り。
デヴィッド・ダン（David Dunn，1953－）は環境音の聴取
という活動を通じて音楽と科学を結びつけ、実践的な環境保
護運動の枠組みを提案したことで、国際的な評価を受けてい
る作曲家である。本発表は彼が1970－80年代に作曲したサイ
ト‐スペシフィックと称される初期作品を対象とする。この
作品群を1960年代以降のアメリカ現代音楽のポスト・ケージ
的（Post－Cagean）展開に位置づけながら、同時代の現代
美術とこれらの関連も考察した。第1節では、ダンおよび同
時代の作曲家のサイト‐スペシフィックな作品を概観し、そ
の成立の背景と多様な手法を確認するとともに、ダンの手法
である「同調（entrainment）」の特徴を明らかにした。第
2節では、60－70年代にダンに大きな影響を与えた作曲家、

ハリー・パーチ（Harry Partch）の「身体主義（corporeal-
ism）」とケネス・ガブロー（Kenneth Gaburo）の「作曲言
語学（compositional linguistics）」を取りあげ、ダンの同調
という手法の成立の背景を考えた。第3節では、ダンがサイ
ト‐スペシフィックな作品を手がけるきっかけとなったラン
ド・アートの作品との比較を通じて、現代美術におけるサイ
ト‐スペシフィシティの文脈を参考にダンの手法を再考し
た。ここで主張したいのはダンの初期作品における録音の重
要性であり、それをロバート・スミッソン（Robert Smith-
son）のランド・アートにおける鏡の役割と比較した。結論
では、まずジョン・ケージ（John Cage）が作曲の手法とし
ての録音の働きを高く評価していたことを確認した。それを
ふまえて、ダンの初期作品をアメリカ現代音楽における録音
の利用をめぐる重要な展開のひとつとみなす解釈を提案し
た。
発表後、伊東氏が、とくに
ロバート・スミッソンについ
て、スライドを提示しつつ30
分ほどのコメントや発表者へ
の質疑を行い、自然との共生
に関する議論を深めた。10名
程度の参加者のある密度の濃
い研究会となった。

……………………………………………………………………………………………
第３ユニット連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味

―多文化共生を図るツールを考える―」第２回
10月18日、東洋大学白山
キャンパス8号館第5会議室
にて、第3ユニット連続研究
会「文字化された宗教教典の
形成とその意味―多文化共生
を図るツールを考える―」第
2回が開催された。多文化共
生にとって宗教の意味はとり

わけ重要となり、その中でも教理を文字化した教典が、それ
ぞれの教団が存立するための核となる。ではそれぞれの宗教
で教典はどのように文字化され、オーサライズされてゆくの
か、という問題意識のもと開催されている連続研究会であ
る。
まず、大阪大学教授の榎本文雄氏より、初期仏教の観点か
ら、「初期仏典の形成と異宗教との共存」という題目のもと
発表がなされた。要旨は以下の通り。
「多文化共生社会の実現に向けて不可避の課題の一つが宗
教間や宗派間の対立であることは、現代世界の現状のみなら
ず歴史を回顧しても頷けるが、初期インド仏教は旧来のバラ
モン教や同時代のジャイナ教などの異宗教の中で一定の共存
を果たしていた。その要因を初期仏典の形成過程に探ると、
まず仏典の最古層と考えられている『スッタニパータ』の
「アッタカヴァッガ」における論争不関与の姿勢が注目され
る。所謂「無我」や「真のバラモン」も従来の学説のように
バラモン教との対決要素と捉えるのは不適切であり、身分制
度や戦争に対する初期仏典の記述には社会体制ではなく個人
の心を変革しようとする姿勢が認められる。律文献が周辺社

会との協調を図るべく形成され、仏教教団内部でバラモンが
最大勢力を占めた事実は、バラモン教との宥和関係を示唆す
る。以上を踏まえて共生の意義に戻ると、初期仏教の中道
（バランス）の考え方が現代社会においても肝要であること
がわかる。」
続いて、大乗仏教の観点から、堀内俊郎研究助手が、「『楞
伽経』の形成と、その外教批判に見る多文化共生への智慧」
と題する発表を行った。氏はまず、『楞伽経』の形成につい
て先行研究に基づいて概観した。さらに、特に外教による涅
槃観を批判したある節を取り上げ、その外教批判の論法に、
多文化共生の智慧を学ぼうと試みた。要するに、そこでは外
教に対して一種の「棲み分け」的な態度が見られるのではな
いかというのである。そもそも初期仏教では、類同の態度と
して「論争の超越」という姿勢が見られることが着目され
る。さらには律（教団の運営規則）によれば、「外道不共住」
といって、もとは異教徒であった者が仏教の教団に入る際に
は、一定期間、異教の思想が抜けたかどうかの観察期間が置
かれる。時代は下って法然も、「諍論之処ニハ諸ノ煩悩起ル、
智者ハ之ヲ遠離スルコト百由旬也」と述べている。このよう
に見ていけば、抑圧や制服ではなく、さらには近年流行して
いる妥協や融和でもなく、お互いがお互いを害さない限りで
の共存である思想的「棲み分け」こそが、多文化共生への智
慧ではないかと結んだ。
続く討論では参加者より、仏教とバラモン教との関係、論
争の回避が多文化共生に持つ意味などについて白熱した質疑
がなされ、充実した研究会となった。

……………………………………………………………………………………………
第３ユニット連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味

―多文化共生を図るツールを考える―」第３回
10月21日、東洋大学白山キャンパス8号館第2会議室に て、第3ユニット連続研究会「文字化された宗教教典の形成
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とその意味―多文化共生を図
るツールを考える―」第3回
が開催され、松田和信氏（佛
教大学）より、「インドから
中央アジアへ―インド語出土
写本から見たバーミヤンの仏
教―」という発表がなされ
た。

仏教経典は当初は暗唱によって伝承されたが、紀元前後に
は写本による伝承（文字化）が始まる。ただ、インドでは仏
教の伝統は途絶えたので、これまで写本が発見されてきたの
はスリランカやネパールなどであった。そのような中、1990
年代初頭、それ以外の地域から多数の写本が発見されるよう
になった。まずはアフガニスタンのバーミヤン渓谷ザルガ
ラーンから、カローシュティー文字あるいはブラーフミー文
字を用いて貝葉や樺皮に書写された仏教文献が発見された。
写本類は、紀元2世紀から8世紀に遡る様々なインド文字を

用いて、貝葉、樺皮、羊皮に書写されたガンダーラ語あるい
は梵語の仏教文献であったが、その総数は小さな破片も含め
ると1万点以上にのぼった。また、ガンダーラや、パキスタ
ンのギルギットからも多数の写本が発見された。内容は、伝
統的な教団（部派）文献と大乗仏教文献の両方を含む。バー
ミヤンで発見された写本の用紙についていえば、古いもの
（5世紀以前）はすべて貝葉に書かれているが、5～6世紀
には樺皮や獣皮も見られるようになり、8世紀以降ではすべ
て樺皮に書かれるようになったという変遷が見られる。この
ように、松田氏の自身の数十
年に渉る写本研究や最新の研
究成果をスライドを交えなが
ら丹念に解説した充実した内
容であった。20名程度の来場
者があり、発表の後には盛ん
な質疑がなされた。

……………………………………………………………………………………………
第３ユニット連続研究会「多文化共生を考える」第1回、第2回

第3ユニットでは、最終年
度へ向けての成果集約の場と
して、連続研究会「多文化共
生を考える」を立ち上げた。
この連続研究会は、さまざま
な主張を持つ文化的多様性や
宗教的多様性が社会にもたら
す諸問題を、主として宗教や

思想の視点から捉え直し、「共生」
すなわち共に幸福に暮らしていける
思想基盤を構築することを目的にし
て行われる研究会である。歴史的、
地理的、文化的にも多様な領域にま
たがる多文化共生に関する問題を、
第一線で活躍している複数の研究者
の視点から考究・検討することによ
り、混迷を深める地球社会に対し、

新たな視点から提言を行ってゆきたい。
第1回目は、「オーストリアにおける多文化共生研究集
会・出張報告会」と題し、10月22日、白山キャンパス6号館
第3会議室にて行われた。これは、8月に行われた海外研究
「オーストリアにおける多文化共生研究集会・国際学会参加」
に基づく研究発表、出張報告会であり、スライドを交えつ
つ、実り豊かな海外研究であったことが報告された（詳細は
本号の別記事を参照）。
第2回目は、菊地章太研究員（東洋大学ライフデザイン学
部）、井上忠男客員研究員（学校法人日本赤十字学園常務理
事・法人本部事務局長）の二名による発表であり、11月19
日、白山キャンパス6号館6404教室にて行われた。

菊地研究員は、「教会に門松を立ててよいか―イエズス会
のアジア布教における衝突・妥協・融合」と題する発表を
行った。概要は以下の通り。多様な宗教伝統につちかわれた
東アジア社会のなかで、キリスト教の信者がどのように信仰
を維持していくかという問題は、イエズス会が布教をはじめ
た16世紀にすでに芽ばえていた。それは今も日常生活のさま
ざまな局面で、ときに緊張感をもって問いつづけられてい
る。16世紀キリシタン時代のラテン語文献に記された見解と
現代のカトリック教会の公式見解とを比較しつつ、そこにあ
らわれたヨーロッパの宗教思想と日本の伝統文化との衝突と
妥協と融合の軌跡をたどった。
井上客員研究員は、「危機に立つ人道～共生社会の普遍的
価値と赤十字運動」と題する発表を行った。発表では、グ
ローバルな共生社会の普遍的価値規範として人道主義（Hu-
manitarianism）を措定し、その上で人道の実現を目的に救
済活動を展開する国際赤十字運動の理念の本質と普遍性を古
今東西の歴史上の諸賢の言説から考察した。さらに曖昧な人
道の概念の明確化に貢献した赤十字の行動規範の意義を確認
するとともに、近代以降、過度な人間中心主義がもたらした
環境破壊など西欧出自とされる人間主義（Humanism）の限
界にも着目し、近年のイスラーム文
化が台頭するグローバルな多文化共
生社会で真に共有可能な人道主義の
あり方について考察した。
それぞれの発表後には質疑がなさ
れ、多文化共生の理念と実態という
両側面が明らかとなった充実した研
究会となった。

第３ユニット 国内出張
京都・奈良の宗教行事に見る多文化共生の実態の調査および僧侶からのインタビュー調査
第3ユニットの多文化共生研究のなか、とりわけ神仏習合
の研究という課題を推し進めるため、渡辺章悟研究員（東洋
大学文学部）と堀内俊郎研究助手が、以下の国内出張を行っ
た。趣意は以下の通り。まず、インタビュー調査として、3
つのお寺の担当者より、共生の思想や近年の日本人の宗教意
識について伺う。とともにまた、実地調査として、年末年始
に京都・奈良で行われる仏教及び神道の伝統的宗教行事に参

加し、宗教儀礼に見る文化的共生の実態を調査する。
12月30日、浄土宗大本山清浄華院の真野龍海法主に、一時
間、面談頂いた。共生思想の一つの大きな流れとして椎尾弁
匡の「共生（ともいき）」運動がある。椎尾は「願共諸衆生」
すなわち衆生と共に往生するということを目標に掲げて共生
運動を行った。対して、真野法主からは、生き物（有情・衆
生）をサンスクリットでは sattva というが、その語の語源
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解釈（nirukti）としては sa-
hatva つまり「共に（saha）
あること（tva）」というもの
がある。共生の淵源は実はそ
こにあるのだというご見解を
賜った。
31日、智山派総本山智積院
をご案内いただき、また、職

員の杉本氏に面談した。様々な現代的課題に仏教がどう答え
ていくかという問題意識や、全日本仏教会も参加するという
「InterFaith（諸宗教間交流）」駅伝の取り組みについて伺っ
た。同日夜、黄檗宗大本山萬福寺の教学部長の中島知彦氏と
面談した。中国の僧隠元が開山であることからお経の読み節
等が中国語的である部分もあるという話し等を伺う。歳末回
向を視察し、24時から、本堂での大般若経六百巻転読法要を
視察した。

1月1日午前5時、八坂神社本殿で白朮祭（おけらさい）
の神事を視察。同日、昼、薬師寺金堂で修正会吉祥悔過法要
を視察。続いて山田法胤管主による新春法話を聴講。数百人
が聴講していた。その後、近くにある唐招提寺も視察した。
2日、広隆寺でおこなわれる「釿始め」を視察するため出か
けたが、大雪のため中止であった。代わりに嵯峨野の大覚寺
に赴き、大覚寺の心経堂など嵯峨天皇書写の般若心経や絵心
経などの資料や儀礼について調査した。
僧侶にインタビューして
様々な話しを伺うことがで
き、また、仏教側も現代人の
ニーズに応えようとしている
ことが垣間見られた点で、今
後の共生思想研究に大きな示
唆を受けた出張であった。

共催報告
①11月8日、東洋大学白山キャンパス8号館125記念ホール
において、国際シンポジウム「人間は何を知り、何を考えて
きたのか？―伝統的な知の集積と近代科学の接点を探る―」
が開催された。このシンポジウムは、東洋大学学術研究推進
センターと共催で行なわれ、天野文雄氏（京都造形芸術大学
舞台芸術研究センター所長）、デイビッド・クーニン氏（日
本ユダヤ教団ラビ）、八木誠一氏（東京工業大学名誉教授）、
シュリーパーダ・スブラマニヤム氏（アーンドラ・ブラデー
シュ州東洋写本図書館長）、廣澤隆之氏（大正大学）ら、5

人の発表者がそれぞれの立場から報告を行った。

②10月25日、高野山大学松下講堂黎明館にて、第5回 宗教
と環境シンポジウム「変えようくらし、守ろう地球―いのち
を活かしあう新たな文明原理の探求と実践―」が開催された
（主催：宗教・研究者エコイニシアティブ（RSE）、共催：東
洋大学国際哲学研究センター（IRCP）、後援：高野山大
学）。

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
年報『国際哲学研究』3号（2014年3月公刊）ISSN2186－8581
年報『国際哲学研究』4号（2015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
『国際哲学研究』別冊4「〈法〉の移転と変容」（2014年8月公刊）ISSN2186－8581
『国際哲学研究』別冊5「哲学と宗教―シェリングWeltalter を基盤として」（2014年10月公刊）ISSN2186－8581
『国際哲学研究』別冊6「共生の哲学に向けて―宗教間の共生の実態と課題」（2015年3月公刊）ISSN2186－8581

国際井上円了学会誌『国際井上円了研究』第1号（2013年3月公刊）ISSN2187－7459
国際井上円了学会誌『国際井上円了研究』第2号（2014年3月公刊）ISSN2187－7459
国際井上円了学会誌『国際井上円了研究』第3号（2015年3月公刊）ISSN2187－7459

Blu-ray 作品『セルフ・セットアップ・アゲイン 記憶への旅立ちの日々に』（2015年1月公刊）
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第１ユニット 日本哲学の再構築に向けた基盤的研究
研究員 竹村牧男 相楽勉★ 小路口聡○

岩井昌悟◎ 伊吹敦 三浦節夫
柴田隆行

第２ユニット 東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究
研究員 村上勝三☆ 河本英夫 野間信幸

沼田一郎◎ 坂井多穂子○ 清水高志
アンドリュー・オバーグ 大野岳史

第３ユニット 多文化共生社会の思想基盤研究
研究員 宮本久義★◎ 長島隆○ 永井晋○

山口しのぶ 橋本泰元 渡辺章悟
朝倉輝一 菊地章太 曽田長人
下田好行

客員研究員（着任時期順）
ライナ・シュルツァ 黒田昭信 武内大
大西克智 フレデリック・ジラール ゲレオン・コプフ
ケネス・田中 村松聡 小野純一
稲垣諭 呉震 渡辺博之
山内廣隆 斎藤明 バイカル
井上忠男 佐藤厚 小坂国継
伊東多佳子 吉田公平 山口一郎
山口祐弘 土屋俊 出野尚紀
石田安実 鎌田東二 岡田正彦
西村玲 マルクス・ガブリエル アグスティン・ハシント＝サバラ

研究助手
白井雅人 武藤伸司 堀内俊郎

研究支援者（PD）
山村（関）陽子

プロジェクトリサーチアシスタント（PRA）
竹中久留美 三澤祐嗣
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Homepage：http : //www.toyo.ac.jp/site/ircp/
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