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はじめに 
 

東洋大学国際哲学研究センター 
永井 晋 

 

 

本誌は、国際哲学研究センターの主催で、2012年 11月 6日（火）に行わ
れた国際シンポジウム「共生の哲学に向けて－イスラームとの対話－」の成
果報告である。 
このシンポジウムは、イランを代表する4人の哲学者・宗教家を招いて｢共
生の哲学｣のテーマを巡って日本の研究者との間で討論を行うことを目的と
して行われたものである。日本ではこれまでほとんど知られてこなかったイ
ランの宗教・哲学は、一方で歴史的に、ゾロアスター教、イスラーム、ギリ
シャ哲学、さらには中世から現代にわたるヨーロッパの哲学など多様な宗
教・哲学伝統の共生において成立してきたものであり、他方では現在におい
て、イスラーム・シーア派とスンニ派のイスラーム内部での共生のみならず、
イスラーム以外のいわゆる欧米先進諸国との共生が、政治的にも宗教的にも
世界的な広がりを持つ大きな課題となっている。そもそも、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
きた点にまず注目すべきである。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。 
今回のシンポジウムでは、このようなイラン･イスラームとの対話の第一歩
として、イスラームと神道の比較宗教学、イスラーム法学・神学、諸伝統の
共生から生まれたイスラーム神秘主義、イランで絶大な影響力を持つアン
リ・コルバンと井筒俊彦の思想、ヨーロッパの現代哲学などのテーマに即し
て共生の問題を巡って議論を行ったが、これは、今後本センター第3ユニッ
トを通して両国の間で継続的に展開すべき様々な共同作業の端緒を開くとい
う点でも意義深いものとなった。 
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Foreword 
 

Nagai Shin 

International Reseach Center for Philosophy, Toyo University 
 

 

This book is an accomplishment report of the International Symposium “Towards 
a Philosophy of Co-existence: A Dialog with Islam” organized by the International 
Research Center for Philosophy (IRCP), held on November 6 (Tue.) 2012, at Toyo 
University. 

The aim of the symposium is to facilitate a discussion between Japanese 
researchers and four philosophers/religious adherents representing Iran, on the topic 

of “A Philosophy of Co-existence”. Historically, Iranian religion and philosophy, 
little known in Japan, has been founded on a co-existence of various 
religious/philosophical traditions, such as Zoroastrianism, Islam, Greek philosophy 
and, (since the Middle Ages) European philosophy. In modern terms, co-existence 
has become a major political and religious issue at a global scale; not only 
co-existence between the internal Shia and Sunni factions of Islam, but also 
co-existence with the so-called developed, non-Muslim countries of the West. Iran 
has always been a mediator of various civilizations throughout history, being 
geographically located between the East and the West. Nowadays, as global cultural 
and religious co-existence becomes a pressing issue, much can definitely be learnt 
from the crucially important “Iranian” perspective, previously lacking in Japan due 
to Japan’s intent focus on the West. 

As a means to take this Iran/Islam dialog a step further, the symposium is 
facilitating a discussion on issues of co-existence through various topics, such as a 
comparative religious study on Islam and Shinto, Islamic law and theology, Islamic 
mysticism derived from co-existence of various traditions, the ideology of people 
who had tremendous influence in Iran such as Henry Corbin and Toshihiko Izutsu, 
and modern European philosophy. This symposium is significant, as Unit 3 offers a 
launching pad for various ongoing joint projects between the two countries. 
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