
 

 

彙報 

東洋大学国際哲学研究センター2017 年度研究成果概要 
（2018 年 3 月 1 日現在） 

研究プロジェクトの概要及び研究組織 

概要 
国際哲学研究センター(IRCP)は、「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh)と発展

的に統合し、現代社会が抱える諸問題に応じた、新しい時代の哲学を切り開くべく活動しています。 
グローバル化による価値観の多様化や、それに伴う地球規模の構造変化からくる社会的、経済的、

宗教的摩擦に対して、適切な進路の提言や、将来的に展開可能な様々な選択肢を提示するためには、
人々の固有性を維持しつつも、なお普遍的かつ根源的な基準を形成することのできる思想的基盤と
しての哲学が必要となります。この課題を解決するために、国内外の哲学研究者を中心に、学際的
な連携研究を行うことで、実践に必要な情報や方法を模索し、22世紀の地球社会に向けて問題解決
型、発信型の哲学を確立すること、すなわち、「世界哲学」のためのいくつかの拠点を築いていくこ
とが本研究センターの目的です。 

2017年度よりこれまでの 3つの研究グループに新たな研究グループを加えました。この研究事業
は、4 つの研究グループにより進め、国内外の研究機関との連携のもとで研究を発展させていきま
す。 
「情報科学技術社会研究グループ」は「情報、身体、ネットワーク―21世紀の情報理解に向けて」

を課題としています。新たな学問分野である情報科学はその基礎が築かれて以来、「技術」のみが先
行し、その哲学的な議論がおざなりにされてしまっています。研究領域の垣根を越えた共同研究を
行い、情報科学を正確に分析し、情報社会を生き抜くための理論的・実践的な（哲学）知を構築す
ることを目指しています。 
「エコ･フィロソフィ研究グループ」は「エコ･フィロソフィの展開」を課題とし、サステイナビ

リティ・サイエンスの思想的基盤として、環境問題に処する自然観探求と環境デザインの構築を目
的とする文理融合した学際研究を行います。西洋的、自然科学的な視点でとらえられがちな環境問
題に、東洋的な自然観や、身体論、システム論による「環境」概念の再構築といった哲学的アプロ
ーチを導入することで、環境デザインの実践を目指します。 
「哲学研究グループ」は、「哲学的方法論のイノヴェーション」を課題としています。「日本哲学」

を中心に据えつつも、①日本語における「自然」概念の研究、②哲学史・哲学教育として、特に学
生向けに哲学を学ぶ意義について多方面からの発信を行い、③学際的研究を試みる「現象学の方法
論及び学問論」、④若手研究者を中心とした「方法論としての近世哲学研究」など、それぞれに議論
を深めつつ、互いにフィードバックしていくことにより、「22 世紀の世界哲学」という課題設定の
意味と問題点を明らかにしていきます。 
「宗教研究グループ」は「宗教の超克と調和に向けて」を課題とし、特に、アジアの国々や地域

がどのような宗教問題を抱えているか、また宗教自身に内在する問題はなにかを討議し、「多文化共
生社会における思想的基盤」の構築に向けて、新たな提言を行います。「多文化共生社会における思
想基盤研究」の基本的目標は堅持しつつ、宗教問題に特化した「宗教の相剋と調和に向けて」を継
続して行います。 
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本センターのあゆみ 
 2017年 
 6月 3日 「情報科学技術社会」キックオフミーティング 
 7月 26日 研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」第 1回：【講演】鈴木道也（IRCP

研究員）「中世ヨーロッパの自然観―13 世紀の百科全書から―」、司会：相楽勉（IRCP
研究員）、【研究打ち合わせ】山本亮介（IRCP研究員）、木村一（IRCP研究員）、鈴木道
也、相楽勉「西洋的自然観との出会いと受容をめぐって―哲学・文学・国語学の観点か
ら―」 

 7月 29日 「情報科学技術社会」第 2回研究会「情報、身体、ネットワーク―21 世紀の情報理解
に向けて―」 

 9月 9日 「現代アジアにおける聖者崇拝の諸相」第 1回研究会、共催：「南アジア思想・文化」
研究会第 1回 

 9月 30日 研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」第 2 回：坂本頼之（IRCP客員
研究員）「新井白石の西学観とその影響」、播本崇史（IRCP客員研究員）「西周における
西学と儒学」、小路口聡（IRCP 研究員）「日本の近代化と道德の問題――西村茂樹『日
本道徳論』を読む――」、吉田公平（IRCP客員研究員）「明治大正期の陽明学運動」、司
会：相楽勉 

  国際哲学研究センター主催ワークショップ「文学はどう見られていたか――古代・中
世・近代の変遷」 

10月 14日 連続研究会「近世哲学への新視点」第一回：笠松和也（東京大学大学院人文社会系研究
科博士課程）「『政治論』のテクスト校訂と訳注の問題」、寅野遼（東洋大学大学院文学
研究科博士課程）「経験と最も調和するもの――スピノザ『政治論』後半部をどう読む
か」、星川竜之介（千葉大学大学院人文公共学府博士課程）「スピノザは社会契約論者な
のか――日本の政治思想史研究の側面から」 

10月 21日 シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか―宗教の言葉と思想を考える」 
11月 22日 「即興ダンスワークショップ テーマ「“舞踏？”ワークショップ～舞踏とは何か？」」講

師：向雲太郎（舞踏家・振付家） 
11月 25日 連続研究会「近世哲学への新視点」第二回：渡邊裕一（学習院大学非常勤講師）「ジョ

ン・ロックの平等、民主政、寛容―ジョナサン・イスラエル『精神の革命』への応答―」、
竹中久留美（東洋大学非常勤講師）「イスラエルのヒュームとスコットランド啓蒙」 

12月 16日 シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」 
12月 19日 「南アジア思想・文化」研究会第 2回：橋本泰元（IRCP研究員）「中世インドにおける

神への信愛―『インド・大地の讃歌 』と民衆的バクティ運動―」 
12月 23日 国際哲学研究センター・神経現象学リハビリテーション研究センター主催「第 9回人間

再生研究会」 
12月 24日 シンポジウム「自然と人間の関わりの在り方を追究する」 
2018年 
 1月 16日 「南アジア思想・文化」研究会第 3回：三澤祐嗣（IRCP研究支援者）「ヴィシュヌ派と

バクティ運動の展開：序説」 
 1月 20日 「情報科学技術社会」第 3 回研究会「情報、技術、ネットワーク―21 世紀の情報理解

に向けて―」 
 1月 20日 連続研究会「近世哲学への新視点」第 3回：有賀雄大（東京大学人文社会系研究科博士

課程）「「驚くべき学問の基礎」―1619年の思索をめぐる研究の現在―」、佐藤真人（日
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本学術振興会特別研究員）「デカルトの方法形成の一側面―ラムス、弁証法、記憶術に
抗して」 

 2 月 17 日  
 ～18 日 連続研究会「近世哲学への新視点」第 4 回＆ワークショップ 
 2 月 『神経リハビリテーション研究 No.3』刊行 
 3 月 『国際哲学研究』７号刊行 
 3 月 『国際哲学研究』別冊 10 号刊行 
 3 月 『エコ・フィロソフィ研究』12 号刊行 
 3 月 『エコ・フィロソフィ研究』12 号別冊刊行 
 3 月 『哲学のメタモルフォーゼ』刊行 

研究組織 
研究員・研究支援者・PRA 
【研究員】 

河本英夫☆／文学部哲学科・教授 
相楽 勉◎／文学部哲学科・教授 
山田利明◎／文学部東洋思想文化学科・教授 
渡辺章悟◎／文学部東洋思想文化学科・教授 
稲垣 諭 ／文学部哲学科・教授 
岩井昌悟 ／文学部東洋思想文化学科・准教授 
海野敏  ／社会学部メディアコミュニケーション学科・教授 
岡崎友子 ／文学部日本文学文化学科・教授 
金子有子 ／文学部英米文学科・准教授 
木村一  ／文学部日本文学文化学科・教授 
小瀬博之 ／総合情報学部総合情報学科・教授 
後藤はる美／文学部史学科・准教授 
坂本邦暢 ／文学部哲学科・助教 
下田好行 ／文学部教育学科・教授 
小路口聡 ／文学部東洋思想文化学科・教授 
鈴木道也 ／文学部史学科・教授 
高畠純夫 ／文学部史学科・教授 
竹村牧男 ／文学研究科・教授 
辻内宣博 ／文学部哲学科・准教授 
橋本泰元 ／文学部東洋思想文化学科・教授 
花木啓祐 ／情報連携学部情報連携学科・教授 
三重野清顕／文学部哲学科・准教授 
水谷香奈 ／文学部東洋思想文化学科・助教 
村田奈々子／文学部史学科・教授 
山本亮介 ／文学部日本文学文化学科・教授 
（☆＝センター長 ◎＝プロジェクトリーダー） 

 
【研究支援者】 

岩崎大、三澤祐嗣 

国際哲学研究 7号 2018　　209



 

 

【プロジェクト・リサーチ・アシスタント】 
藤坂大佑 

 
客員研究員（50 音順） 
石川美恵（東洋学研究所客員研究員）、井上忠男（日本赤十字看護大学教授）、王媛（多摩大学大
学院客員教授）、大西光弘（立命館大学非常勤講師）、大野岳史（東洋大学文学部非常勤講師）、唐
澤太輔（龍谷大学世界仏教文化研究センター国際研究部門博士研究員）、ケネス田中（武蔵野大学
経済学部教授）、現銀谷史明（東洋学研究所客員研究員）、坂本頼之（東洋大学文学部非常勤講師）、
高橋厚（東洋大学非常勤講師）、田村義也（国学院大学文学部兼任講師）、長島隆（東洋大学名誉
教授）、野村英登（二松学舎大学非常勤講師）、早川芳枝（東洋大学文学部非常勤講師）、播本崇史
（東洋大学文学部非常勤講師）、廣野喜幸（東京大学大学院総合文化研究科）、堀内俊郎（東洋大
学東洋学研究所客員研究員）、宮本久義（東洋思想文化学科客員教授）、武藤伸司（東京女子体育
大学講師）、村上勝三（東洋大学名誉教授）、横打理奈（東洋大学文学部非常勤講師）、吉田公平（東
洋大学名誉教授） 
 

評価委員（50 音順） 
北脇秀敏（東洋大学副学長・国際地域学部教授） 
高山守（東京大学名誉教授） 

研究成果の概要（2018 年 3 月 1 日現在） 

【シンポジウム】 
1． 研究ユニット「情報科学技術社会」キックオフミーティング（東洋大学白山キャンパス 6

号館 1階第三会議室、2017年 6月 3日） 
開会挨拶：河本英夫（東洋大学文学部、IRCPセンター長） 
【講演】 
海野敏（東洋大学大学社会学部）「コンピュータとダンス～モーションデータが触発する振
付創作」 
清水高志（東洋大学総合情報学部）「≪情報の時代≫と二一世紀思想」 
【総合討論】 
「プログラム展開についての協議」 

 
2． 研究ユニット「情報科学技術社会」第 2 回研究会「情報、身体、ネットワーク―21 世紀の

情報理解に向けて―」（東洋大学白山キャンパス 6号館 2階 6209教室、2017年 7月 29日） 
開会挨拶：河本英夫（東洋大学文学部、IRCPセンター長） 
【講演】 
西垣通（東京経済大学コミュニケーション学部）「人工知能とネオ・サイバネティクス」司
会：河本英夫 
廣野喜幸（東京大学大学院総合文化研究科）「情報科学の歴史」司会：坂本邦暢（IRCP研究
員） 
 

3． シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」（東洋大学白山キャンパス 2 号
館 16階スカイホール、2017年 12月 16日） 
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開会挨拶：鈴木道也 
【提題 1 哲学】 
川添信介（京都大学理事・副学長）「哲学――自由になるための学び」 
【提題 2 歴史学】 
高山博（東京大学教授）「中世地中海から現代世界を見る」 
【提題 3 教育学】 
矢口悦子（東洋大学教授）「生涯学習では哲学や歴史学をどのように学んできたか」 
登壇者間での質疑応答、フロア・ディスカッション 司会：辻内宣博 
閉会挨拶：坂本邦暢 

 
4． シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか―宗教の言葉と思想を考える」（東洋大学

白山キャンパス 6 号館 4 階 6404 教室、2017 年 10 月 21 日） 
開会の辞 
梶原三恵子（東京大学准教授）「インドにおけるヴェーダの伝承について」 
森祖道（元愛知学院大学教授）「初期仏典（三蔵）の編纂（結集）と伝承（口伝と書写）―
―インドよりスリランカへ――」 
渡辺章悟（IRCP 研究員）「大乗仏典の伝承者―dharmabhāṇaka（説法者）の位置づけ」 
現銀谷史明（IRCP 客員研究員）「チベットにおける『倶舎論』の伝承：ダライ・ラマ一世の
倶舎論註への系譜」 
全体討論（司会：宮本久義） 
閉会の辞 

 
5． シンポジウム「自然と人間の関わりの在り方を追究する」（東洋大学白山キャンパス 125 記

念ホール、2017 年 12 月 24 日） 
開会挨拶：河本英夫 
【基調講演】司会：山田利明（IRCP 研究員） 
花木啓祐（IRCP 研究員）「自然の恵みと人間の消費活動」 
【講演 1】 
嘉田由紀子（前滋賀県知事、前びわ湖成蹊スポーツ大学学長）「生成する環境学としての生
活環境主義の実践と地域政治への応用」 
【講演 2】 
中静透（東北大学大学院生命科学科教授、総合地球環境学研究所特任教授）「森と人のかか
わりをふりかえる」 
【全体討論】 
司会：河本英夫、金子有子（IRCP 研究員） 
閉会挨拶：河本英夫 

 
6． 研究ユニット「情報科学技術社会」第 3 回研究会「情報、技術、ネットワーク―21 世紀の

情報理解に向けて―」（東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階 6210 教室、2018 年 1 月 20 日） 
開会挨拶：河本英夫 
【講演】 
信原幸弘(東京大学大学院総合文化研究科教授)「人工知能とは何者か」 
木村一基(日本将棋連盟棋士)「人工知能について思うこと」司会：信原幸弘 
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【ワークショップ】 
1． 国際哲学研究センター主催ワークショップ「文学はどう見られていたか――古代・中世・近

代の変遷」（東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール、2017 年 9 月 30 日） 
開会挨拶：三重野清顕 
【提題 1 古代】 
田中一孝（桜美林大学講師）「哲学と詩の争い――プラトンにおける模倣概念と文芸論」 
【提題 2 中世】 
岡本広毅（立命館大学准教授）「中世イギリス文学における《ロマンス》と自国語意識――
アーサー王物語を中心に」 
【提題 3 近代】 
八幡さくら（東京大学特任研究員）「人間の自由はいかにして実現可能か？――シェリング
芸術哲学から見たギリシア悲劇の示す第三の道」 
提題者間での質疑応答、フロア・ディスカッション 司会：坂本邦暢（IRCP 研究員） 
閉会挨拶：辻内宣博 
 

2． 連続研究会「近世哲学への新視点」第 4 回＆ワークショップ（東洋大学白山キャンパス 1
号館 5 階 1503 教室、2018 年 2 月 17 日～2 月 18 日）【web 研究会】 
【1 日目 研究会】 
大西克智（熊本大学准教授）「受動・意味・情念―デカルト『情念論』再考」 
【2 日目 ワークショップ】 
今井悠介（日本学術振興会特別研究員）「クラウベルク『オントソフィア』とデカルトの Ego」 
大野岳史（IRCP 客員研究員）「幾何学者の誤謬―『ポール・ロワイヤル論理学』（1664）第
9 章におけるデカルト主義」 
コメンテーター：村上勝三（IRCP 客員研究員） 

 

【発行物】 
1． 『神経リハビリテーション研究 No.3』（2017 年 2 月刊行） 

目次 
河本英夫「ディメンショナル・リセット」 
村部義哉「身体力感の獲得を目的とした認知神経リハビリテーションの臨床展開」 
大越友博「臨床の固有性：リハビリ－ションにおける臨床とは何か」 
渡邉徹「片麻痺の治療における臨床の固有性について」 
稲垣諭「臨床空間再考」 
岩崎大「医療倫理と臨床の固有性―医療従事者－患者関係の現象学的考察―」 

 
2． 『国際哲学研究』７号（2018 年 3 月刊行） 
 
3． 『国際哲学研究』別冊（2018 年 3 月刊行） 

目次 
はじめに（河本英夫） 
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木村一基「講演「人工知能について思うこと」」 
「全体討論」（登壇者：木村一基、信原幸弘、司会：河本英夫） 
信原幸弘「人工知能とは何者か」 
河本英夫「ウィーナーの夢――制御と学習」 
河本英夫「超学習する機械 ソーム ネットワーク――一つの科学哲学的試論」 

 
4． 『エコ・フィロソフィ研究』12 号（2018 年 3 月刊行） 

目次 
はじめに（河本英夫） 
【論文】 
山田利明「中国史に見る人口激減現象について」 
唐澤太輔「ブリコルール熊楠―「やりあて」とブリコラージュをめぐって―」 
早川芳枝「明治年間の「浦島」たち―「小説」と「戯曲」と「児童文学」」 
横打理奈「『女神』における喪失感が伴う恋愛詩―郭沫若の恋愛と罪の意識」 
河本英夫「海と山の狭間――石巻の再生・展開」 
河本英夫「環境――アートフェスティヴァル」 
稲垣諭「経験の記述：働きの存在論（2）―オートポイエーシスにおける二重の自己」 
【特集：山田利明先生退職記念】 
山田利明先生 略歴・業績一覧 
山田利明・河本英夫「特別対談：「エコ・フィロソフィ 13 の向こうへ」」 

 
5． 『エコ・フィロソフィ研究』12 号別冊（2018 年 3 月刊行） 

目次 
【第一部 公開シンポジウム 自然と人間の関わりの在り方を追究する】 
花木啓祐「自然の恵みと人間の消費活動」 
嘉田由紀子「生成する環境学としての生活環境主義の実践と地域政治への応用」 
中静透「森と人のかかわりをふりかえる」 
【第二部 セミナー・研究会】 
・第九回人間再生研究会「臨床と治療技法の間」 
山口光國「メディカルセラピストとしての臨床を考える」 
稲垣諭「臨床空間再考」 
大越友博「臨床と治療技法の間－整形外科系症例の諸類型について」 
唐沢彰太「様々な病態を有する左半球損傷症例に対する臨床－失行症とその他の現象への治
療可能性－」 
「総合討論」（司会：河本英夫） 
【第三部 ワークショップ】 
・“舞踏？”ワークショップ「舞踏とは何か？」 
「ディスカッション」（向雲太郎、司会：河本英夫） 
 

6． 『哲学のメタモルフォーゼ』（2018 年 3 月刊行） 
目次 
はじめに 
【Ⅰ 世界の極限――自然・超越・システム】 
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河本英夫「自然という現実性Ⅱ」 
吉永和加「「超越」の名前」 
三重野清顕「ヘーゲル『精神現象学』（一八〇七年）の構想をめぐって」 
【Ⅱ 科学の境界――学問・情報･強度】 
坂本邦暢「デカルトのウナギ、ガッサンディの幾何学」 
清水高志「モノの情報学のために」 
山口一郎「感覚の強度について」 
【Ⅲ 経験の変貌――意識・身体・制作・臨床】 
稲垣諭「意識の行方」 
廣瀬浩司「経験の裂目を舞う身体」 
大崎晴地「障害を組みなおす」 
十川幸司「「子供が世話される」」 
おわりに――山口一郎教授退官を記念して 
索引 
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