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書籍刊行 研究成果の集大成として
2011年7月に「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」として採択され設立された東洋大学国際哲学研究センターは、3つのユ

ニットで鋭意活動を行ってきましたが、今年度をもちましてその5年間の活動を終了いたします。わたしたちの行ってきた研究活

動を広く社会の皆様に還元し、未来の地球社会へと問題を提起すべく、3つのユニットで、以下の4冊の市販の書籍を刊行いたし

ました。ご一読いただければ幸いです。

『近代化と伝統の間―明治期の人間観と世界観』

近代日本思想の誕生。儒教・仏教という知的伝統と、西洋

哲学という新たな知が出会った明治。近代化と伝統の間で花

開く新たな知の深層を明らかにする。

『ポストフクシマの哲学――原発のない世界のために』

東京電力福島第一原子力発電所事故は、発生から4年を経

て、いまだ終熄の糸口すらつかめないでいる。巨大な被害を

もたらし続けるこのカタストロフィを私たちはいかにして生

き延びるのか。そして哲学はそのために何を語ることができ

るのか。哲学者と実践者とが「フクシマの後」、われわれの

直面する課題を考える。

『越境する哲学――体系と方法を求めて』

諸学の細分化が進んだ現在、どのような学問的思考が求め

られるのか。

「方法」「体系」そして「翻訳」をキーワードに、共有可能

な知を展望する。日・仏・独の研究者16名による真摯な思索

の軌跡。

『宗教の壁を乗り越える―多文化共生社会への思想的基盤』

多文化共生、すなわち、文化的、宗教的な多様性をもつ

人々が共に幸福に暮らしていくために、宗教をはじめとする

異文化理解の重要性がますます高まってきている。各分野の

専門家による、宗教の壁の理解と超克へ向けての熱い提言。

編 著：吉田公平、岩井昌悟、小
坂国継、国際哲学研究セ
ンター第一ユニット

出版社：教育評論社
ISBN：978－4905706397
頁 数：300ページ
出版日：2016年1月27日
価 格：2，500円＋税

編 著：村上勝三、東洋大学国際
哲学研究センター

出版社：明石書店
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全体シンポジウム「22世紀の世界哲学に向けて」
最終報告～新たなスタートに向けて

2015年10月10日、東洋大学白山キャンパス8号館125記念

ホールにて、国際哲学研究センター全体国際シンポジウム

「22世紀の世界哲学に向けて」が開催された。2011年7月に

発足した本センターは5年目を迎え

今年度で終了するが、その一区切り

となる全体シンポジウムとなった。

河本英夫研究員（東洋大学文学

部）が開会あいさつを行い、続い

て、基調講演、シンポジウムが行わ

れた。基調講演はゲオルグ・シュテ

ンガー氏（ウィーン大学）による

「間文化的哲学 哲学全体への挑戦

として」というタイトルで行われた。講演では、「哲学とは、

社会政治的問題や難民問題等、他の外的な理由によってだけ

ではなく、間文化的にならねばならないのであり、哲学は、

その内的な哲学的、したがって哲学することの基盤にかかわ

る根本的理由によって間文化的になりゆく」、「間文化的思惟

ないし哲学は、方法論的及び体系的解明の作業、すなわちそ

れと結びついている「自己反省化」の作業を省こうとは思わ

ない」という2つの命題が詳述された。

続くシンポジウムでは、相楽勉研究員（東洋大学文学部）

が、「日本哲学の再構築に向けた基盤的研究」を課題とした

第1ユニットの活動の総括として、「日本における「哲学」

受容の独自性―自然観の転換という観点から―」と題した発

表を行った。西洋哲学受容において翻訳が果たした役割を積

極的に評価し、今後の「世界哲学」において「異文化の翻

訳」についての研究が必要になるだろうということが示唆さ

れた。続いて、永井晋研究員（東洋大学文学部）が「世界哲

学におけるイランという視座」と題する発表を行った。「多

文化共生社会の思想基盤研究」を目的とする第3ユニットで

のユニークな活動が、4年前から行ってきたイランとの文化

交流である。イランは、地政学的のみならず、文化的・思想

的に東洋と西洋の「中間／媒介」となりうるので、イランを

方法論的視座とすることにより東洋と西洋の対立枠を解体し

て新たな世界哲学を構築することが可能であることが指摘さ

れた。なお、この提題は9月に行われたイラン出張の報告も

兼ねている（詳細は本号別記事を参照）。

総合討論では河本研究員の司会のもと3名の発表者が討論

をし、山口一郎客員研究員（東洋大学客員教授）が通訳を務

めた。河本研究員は、22世紀の世界哲学の構築を100メート

ルとすれば、5年間でこのセンターが到達したのは2メート

ル半くらいであると述べ、さらなる研究の継続の必要性を訴

えた。渡辺章悟研究員（東

洋大学文学部）が閉会あい

さつを行い、30名ほどの来

場者のある中身の濃いシン

ポジウムとなった。

国際井上円了学会 第4回学術大会
2015年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4回学術大会が開催され

た。この大会では、5名の個人研究発表と、メキシコから招

いたアグスティン・ハシント＝サバラ客員研究員（ミチョア

カン大学院大学）の特別講演が行われた。

最初の個人研究発表は、甲田烈氏（相模女子大学）の「世

界の際としての「妖怪」：井上円了の「相含」概念を通して」

であった。この発表は、井上

円了の最終的な哲学的立場で

ある相含説が、妖怪学に反映

されていないように見えるこ

とから、相含説を組み込んだ

妖怪学を構想するものであった。次の個人研究発表は、白井

雅人研究助手の「井上円了の平和哲学と戦争哲学」であっ

た。円了の戦争と平和に関する言説の変遷を追いながら、彼

の後期倫理学の限界と新たな可能性を論じるものであった。

三番目の研究発表は、堀雅通氏（東洋大学）の「井上円了の

観光行動について」であった。円了が残した旅行記をもと

に、彼が実際にどのように旅行に臨んでいたのかを明らかに

するとともに、旅行が思想形

成に与えた影響を考察しよう

とするものであった。休憩を

挟んで、菅原潤氏（日本大

学）の「哲学館事件と綱島梁
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川―明治哲学史の転回点―」と題された発表が行われた。哲

学館事件における論争で大きな役割を果たした綱島梁川の論

考を概観しながら、同時に哲学館事件が西洋哲学の受容とい

う思想史の流れの中にどのように位置づけられるのかを明ら

かにした。研究発表の最後は、ライナ・シュルツァ客員研究

員（テュービンゲン大学）の「井上円了における「方便」概

念」であった。円了における方便の概念を、（1）科学に合

わない仏教の主張を方便とする、（2）心理療法などで効果

を上げるようなアプローチを方便とする、（3）小乗仏教を

大乗仏教に至るための方便とする、（4）他宗派を許容する

態度を方便とする、の4点にまとめその積極的意義を明らか

にした。

研究発表の後、アグスティン・ハシント＝サバラ氏による

「井上円了の初等教育・中等教育における10年」という特別

講演が行われた。初等教育と中等教育の計10年間にわたる期

間の修身教育について、円了がどのような計画を立てていた

のかを明らかにするものである。講演では、円了の修身教育

の背景を明らかにするために、先行する幾つかの修身教育の

計画について概観することからはじめた。その後、教育勅語

に基づく倫理学（井上哲次郎『倫理新説』、井上円了『倫理

通論』）をみていき、さらに幾つかの教育勅語の解釈書の概

略が示された。その上で、井上円了の修身教育のプログラム

が、井上哲次郎のそれと対比させられながら示された。井上

円了の修身教育は、まさに教育勅語の解釈学と呼ぶに相応し

い過程を進むものであったのである。解釈学的な方法論に

よって貫徹された井上円了の修身教育のプログラムが明らか

にされることによって、これまで見落とされてきたその意味

が明らかにされたのであった。

研究発表、特別講演、ともに非常に充実した内容であり、

国際井上円了学会の学術的水準の高さを示した大会であった

と言えよう。

日仏合同研究会「デカルト：形而上学の道徳」（パリ第1大学ソルボンヌ校）
「デカルト：形而上学の道徳―村上勝三の退職を記念して」

（Descartes : la morale de la métaphysique. Pour saluer Kat-

suzo Murakami）は2015年9月19日に、パリ第1大学で開催

され、盛会のうちに多くの稔りを生み出して終了した。この

会は、パリ第1大学を中心にしてもう7年ほど連続して開催

されている「セミネール・デカルト」の一環であるととも

に、東洋大学国際哲学研究センター第2ユニット「方法論研

究」の一環として、日仏共同で開催されたものである。

9月19日 の 朝9時30分 か

ら、昼休みなどを経て、午後

5時過ぎまで発表と討論が続

いた。開会挨拶に続いた発表

を順にあげれば以下の通りで

ある。1）津崎良典客員研究

員（筑波大学）「省察と判断

の形成」、2）フレデリィ

ク・ルロン氏（アカデミー・クレティユ）「他性と適合、第

一哲学から道徳へ」、3）大西克智客員研究員（熊本大学）

「選ぶこと：デカルトの選択について」、4）ピエール・ゲナ

ンシア氏（ディジョン（ブルゴーニュ）大学）「誤謬と自由

意志：道徳と形而上学の交差」、5）フレデリィック・ビュ

ゾン氏（ストラスブール大学）「物理学なしの道徳？」、6）

村上勝三研究員（東洋大学大学院文学研究科）「デカルト形

而上学と道徳の基礎」、7）ドゥニ・カンブシュネル氏（パ

リ第1大学）「形而上学における節制」。この後にカンブシュ

ネル氏による総括討論がなされ、閉会された。

この学会の報告会は、11月7日に東洋大学白山キャンパス

6号館文学部会議室にて行われた。大西氏からは「連続と断

絶―日仏コロック：La Morale de la métaphysique を終えて

―」と題して、村上研究員からは「デカルト形而上学と道徳

の基礎【要旨】Métaphysique de Descartes et le fondement

de la morale」と題してそれぞれ報告が行われた。この会で

はデカルト研究および方法論の今後の展望について発表がな

され、白熱した討論がなされた。そして、相互理解の難しさ

と絶え間ない議論の場を作っていくことの重要性が説かれ締

めくくられた。

また、これらの成果は、フ

ランス側ではインターネット

上で公開され、日本側では

『国際哲学研究』別冊8「デ

カルトにおける形而上学と道

徳――村上勝三の仕事を引き

受けて」として2月に公刊された。
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イランとの共同研究ならびに多文化共生現地調査
第3ユニットでは、2015年9月11日から9月18日まで、イ

ラン・アカデミーサイエンスとの共同シンポジウムならびに

多文化共生現地調査を行うため、イランに出張した。参加者

は、永井晋研究員（東洋大学文学部）、宮本久義客員研究員

（東洋大学客員教授）、小野純一客員研究員（東洋大学非常勤

講師）、堀内俊郎研究助手で、バフマン・ザキプール東洋大

学大学院生が通訳などの業務を務めた。

13日、イラン・アカデミーサイエンス（於テヘラン）に

て、東洋大学国際哲学研究センターとの共同シンポジウムが

開催された。イラン側の参加者はアブドッラヒーム・ガワ

ヒー氏、所長のダーワリ氏など15名ほどであった。ダーワリ

氏から、イランにおける哲学の現況についての話がなされ

た。日本側からは宮本氏が “The Acceptance and transforma-

tion of Buddhism in Japanese original religion（Shintoism）

and culture”と題する発表を、スライドを交えて行った。小

野氏は「井筒の言語理論：その問題点と可能性」と題する発

表を行った。井筒俊彦の言語理論は言語相対主義ではないこ

とを、分析哲学の側から論じた内容であった。両発表の後に

はイラン側からの活発な質問がなされ、充実したシンポジウ

ムとなった。

14日、Encyclopaedia Is-

lamika Foundation を訪問す

る。イスラームに特化した百

科事典を編纂し、そのために

世界各国から図書などを収集

している図書館である。同センターの所長や、ハサン・サイ

エド＝アラブ氏など研究員合計7人と会合を持ち、情報交換

を行った。15日は多文化共生現地調査として、マシュハドに

移動し、イランの3大（4大）詩人の一人、フェルドゥー

スィーの墓、第8代イマームの墓を訪問した。

16日はアフワーズに移動し、サービア教（マンダー教）の

イランにおける本部を訪問し、教団のトップを始め、在家・

出家者など15人ほどと研究会合を持った。教団の高級僧侶の

一人がペルシア語で当該宗教の始祖的な世界観や神学、聖典

の内容や構成などを説明した。また、我々の質問に答える形

で、儀礼や諸々のシンボルの意味などを詳細に解説しても

らった。その後、チョガー・ザンビール、スーサ、旧約の預

言者ダニエル廟を視察、その後、イラン人のイスラーム哲学

研究者・井筒俊彦研究者を中心に日本とイランの哲学と宗教

をめぐる議論が行われた。イラン側の関心が伝統と近代の関

係を重要視していることが際立った。

イランとの共同研究は4年

目となったが、回を重ねるに

つれ深い議論ができ、他に類

を見ない形でイランとの思想

交流ができた。その成果の一

端は『国際哲学研究』別冊7

として刊行された。

第1ユニット研究会報告
連続研究会「明治期における人間観と世界観」

第6回：相楽勉「「美学」受容に見る明治期日本の人間観・

世界観」、岩井昌悟「日本近世の仏伝に見る日本人の人間観

――『釈迦如来誕生会』と『釈迦御一代記図会』――」

2014年12月10日、東洋大学白山キャンパス5号館5303教室

にて、相楽勉研究員（東洋大学文学部）と岩井昌悟研究員

（東洋大学文学部）の発表による研究会が開催された。

相楽研究員は「「美学」受容に見る明治期日本の人間観・

世界観」という題目の発表を行った。相楽研究員はまず、

「美学 aesthetics」という学問領域がいかなるものであるの

かについて、バウムガルテンとカントを手掛かりにして概観

した。バウムガルテンは、美学を感性の学にして美的なもの

についての学と考えたが、カントは感性論の側面を深めて、

自然と道徳を媒介する感情の探究へと問いを深め、このこと

が以後の美学の議論の試金石となった。発表の後半では、西

周が美学をいかに受容し解釈したかについて論じられた。西

周は美的感情を、道徳的感情と区別した。道徳的感情は人と

の関係の中で生じる感情であるが、美的感情は利害とは関わ

らない感情なのである。ただし、美的感情の涵養を通じて文

化を高める作用があり、政治にとっても重要な要素でもあ

る。最後に相楽研究員は、今後の研究の見通しについて語

り、発表を終えた。

岩井研究員の発表は、「日本近世の仏伝に見る日本人の人
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間観――『釈迦如来誕生会』と『釈迦御一代記図会』――」

というタイトルの発表であった。日本における釈迦の伝記の

変容を通じて、日本人の人間観を明らかにするものであっ

た。とりわけ近松門左衛門の『釈迦如来誕生会』と山田意齊

作・葛飾北斎画『釈迦御一代記図会』を問題にし、インドの

仏伝との差異を明らかにすることによって、インドとは異な

る近世日本の規範意識を浮き彫りにしようとした。日本で変

更が加えられたのは、父母の恩に報いることを重視する姿

勢、家族を捨てるような出家は罪悪であるという点である。

また、勧善懲悪の要素が強調されるとともに、最終的には悪

人も救われるという筋立てになっている。このような日本的

な変容を通じて、日本人の人間観を伺うことができるであろ

う。

両研究員の発表は共通して、日本の外からやってきた思想

を、日本人がどう受け止め、どう変容していったのかを明ら

かにしようとするものであった。「日本」という視点に囚わ

れているだけでは見えなかったものを明らかにしたという点

で、大きな成果のあった研究会であった。

第7回：西村玲「釈迦仏からゴータマ・ブッダへ――釈迦信

仰の思想史」

2015年1月14日に、東洋大学白山キャンパス2号館第1会

議室にて、西村玲客員研究員（公益財団法人中村元東方研究

所専任研究員）の発表による、「釈迦仏からゴータマ・ブッ

ダへ――釈迦信仰の思想史」と題された研究会が開催され

た。

西村氏によると、中世日本

において悲華経という経典を

重視した釈迦信仰が成立し

た。苦しみの世界であるこの

世界を選んで生まれた釈迦を

信仰の対象とするのである。叡尊などの中世の律僧は、悲華

経における釈迦に倣い、人々の救済を目指して慈善活動を展

開した。

近世初期の律僧である明忍は、叡尊を釈迦弥勒の直系と見

なし、自らをその系譜の中に位置づけた。近世後期の律僧で

あった慈雲は、釈迦が直接語った律を経典よりも重視し、釈

迦の時代の袈裟を復元しようとするなど、釈迦の生き方を辿

ろうとした。

近世の戒律運動は、悲華経について言及せず、むしろイン

ドで生きていた釈迦に近づこうとする運動であった。このよ

うなインド主義ともいえる運動を表すものとして、須弥山論

争と大乗非仏説が挙げられる。須弥山を中心とした世界観の

正当性を主張した円通の立場は、インドの言説を信奉するイ

ンド主義の表れといえよう。敬首や普寂といった近世律僧

は、実際に釈迦が大乗経典の内容を語ったという立場に対し

て疑問を呈しながら、釈迦が直接語った律の立場を称揚し

た。彼らの大乗非仏説は、インドの釈迦に迫ろうとする試み

であった。彼らの言説は、村上専精の「歴史的に釈迦が語っ

たことではないが、信仰の真理としては仏説である」という

大乗仏教理解につながっていく。

悲華経に現れる釈迦仏から、インドにおいて実際に説法し

た釈迦、そして歴史的な研究対象としての人間であるゴータ

マ・ブッダへと、日本での釈迦像は変遷を遂げたが、その根

底には釈迦への尊敬と思慕が流れている。中世から近代まで

の釈迦像の変遷を辿りながら、思想史のダイナミズムを明ら

かにしたことが、この研究会の大きな成果であった。

＊西村玲先生は2016年2月2日に急逝なさいました。先生に

は平成26年4月1日よりセンター客員研究員をおつとめい

ただき、本発表や書籍（『近代化と伝統の間－明治期の人

間観と世界観』）へのご寄稿などにより、センターの研究

活動に多大なご貢献をいただきました。これまでのご尽力

に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈りい

たします。 （東洋大学国際哲学研究センター一同）

第8回：三浦節夫「日本近代における伝統の「発見」―井上

円了の『仏教活論序論』」

2015年2月18日、東洋大学白山キャンパス1号館1312教室

にて、三浦節夫研究員（東洋大学ライフデザイン学部）の発

表による、「日本近代における伝統の「発見」―井上円了の

『仏教活論序論』」と題された研究会が開催された。

三浦研究員は、井上円了の『仏教活論序論』の構成を紹介

し、その内容を説明した。そして、『仏教活論序論』で述べ

られている円了の思想遍歴を紹介することによって、その内

容がどのように形成されたのかを明らかにした。和漢洋の諸

学を修めながら、それらの内に真理を見いだせなかった円了

であるが、東大で哲学を学ぶことによってその真理を知った

のである。同時に仏教が哲学と一致するような真理を備えた

ものであることに気付き、仏教の改良を志すようになるので

ある。円了は『仏教活論序論』の中で哲学と仏教の共通点を

挙げながら、仏教の語る真理を明らかにしたのである。

三浦研究員の発表の特徴は、田村晃祐、金子大栄、高木宏

夫、山口輝臣、池田英俊などの研究を参照しながら、『仏教

活論序論』の意義を、歴史的評価を含めて明らかにしたこと

である。円了は、宗派別に分かれていた仏教を、一つの概念

に高め、「学」として仏教の教理をまとめた。このことは、

教団内部に閉じられていた教理を歴史的社会的に開放したこ

とを意味している。また、近代的な諸学問と関連づけながら

仏教の真理への信仰告白を行い、同時に仏教教団の現状への

批判を行ったことは、仏教の歴史の中でも大きな事件であっ

たと言えよう。

三浦研究員は、自身の経験を交えながら、円了の『仏教活
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論序論』の意義を、多面的に描き出した。円了は、伝統的な

仏教を、真理を備えたものとして「発見」し、近代的な知の

枠組みへと高めた。様々なエピソードを交えながら、円了の

仕事の意義を改めて描き出したことが、この研究会の大きな

成果であった。

第9回：小坂国継「大西祝と『良心起原論』」

2015年2月25日、東洋大学白山キャンパス6号館第3会議

室にて、小坂国継客員研究員（日本大学名誉教授）の発表に

よる、「大西祝と『良心起原論』」と題された研究会が開催さ

れた。

小坂氏はまず、大西祝の生涯について簡単に紹介し、次い

で「良心起原論」の内容を概観した。そして、「良心起原論」

以降の論考にも目配せしながら、その意義と限界点について

指摘した。

大西は「良心」を広く捉え、「義務の意識」だけでなく、

善悪に対する区別や感覚を含む道徳意識一般とした。そのた

め、良心の起原の解明こそが倫理学の根本問題とされるので

ある。さらに、理想とのギャップにおいて良心が働いている

ことから、理想の根拠を明らかにすることが、良心の起原を

明らかにすることとされる。

以上の点について大西は、

自己本来の目的を達成しよう

とする衝動から説明する。こ

のような衝動をもつために、

「しなければならない」とい

う義務の意識も生じるのであ

る。この「目的」は、すべてのものが目的を有し、その達成

へと向かっているのだという目的論進化を仮定することに

よって説明される。

後の大西の論文では、自己本来の目的を達成しようとする

衝動を、宇宙全体の根本作用と一致するという形で基礎付け

た。こうした宇宙全体の発展という考えは、井上哲次郎や西

田幾多郎の哲学と共通するものである。しかし、同時に彼ら

との差異もある。機械的進化を考えていた井上に対して、大

西は目的論的進化を考えていた。また、西田は進化論を採用

しなかった。

以上のような大西の良心論に対して、小坂氏は「理想」の

内容の不明瞭さや、「理想の進化」ついて、若干の疑問を提

出した。しかしそれは原理的な破綻ではなく、大西が早世し

なければ修正されたであろう不徹底さに過ぎない。大西祝は

多くの研究者にとって忘れられた存在であるが、その透徹し

た哲学的論理や批判意識によって、日本最初の哲学者と呼び

得る存在であった。この点を明らかにできたことが、この研

究会の大きな成果であった。

第10回：小路口聡「西周の『生性劄記』に見える陽明学批判

について」

2015年3月13日、東洋大学白山キャンパス6号館6409教室

にて、小路口聡研究員（東洋大学文学部）の発表による、

「西周の『生性劄記』に見える陽明学批判について」と題さ

れた研究会が開催された。

小路口研究員は、西周と陽明学との関わりについて紹介し

た後、『生性劄記』における陽明学批判を検討した。西周は、

人間は良心を生まれながらに十全にもっているという陽明学

的な立場を批判し、良心はあくまで本能的に萌芽的に備わっ

ているに過ぎないとした。その上で、後天的な教育を強調し

たのである。

西周が、陽明学批判に対してかなりの分量の紙幅を割いた

のは、陽明学こそが対決すべき人間観・世界観だったからで

ある。陽明学と西周の対決を検討することによって、当時の

知識人が確立しようとしていた人間観・世界観を明らかにで

きたことが、この研究会の大きな成果である。

……………………………………………………………………………………………
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2回研究会

2015年3月19日、東洋大学白山キャンパス8号館125記念

ホールにて、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2回研究会が開催

された。この共同研究会は、2014年5月に締結された共同研

究協定に基づくものである。

司会は岩井昌悟研究員（東洋大学文学部）が務め、鄭祥教

氏（東京大学大学院）が通訳を担当した。竹村牧男研究員

（東洋大学学長）と姜文善（慧謜スニム）氏（東国大学校）

が開会の挨拶を述べた。最初の発表は、佐藤厚客員研究員

（専修大学）の「1917年、朝鮮仏教界首脳の日本視察―日本

側の対応を中心として―」で

あり、日本の植民地支配時代

における韓国仏教界への日本

側の認識を論じた。次いで高

榮燮氏（東国大学校）の「万

海（韓龍雲）の日本認識―仏教界における愛国啓蒙運動の思

想的端緒―」と題された発表が行われ、植民地時代に活躍し

た韓龍雲の愛国啓蒙運動の思想的バックグランドが明らかに

された。

昼食をはさみ、三浦節夫研究員（東洋大学ライフデザイン

学部）「日本近代における伝統の「発見」―井上円了の『仏
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教活論序論』」、金浩星氏（東国大学校）「柳宗悦の解釈学に

おける眼目―『南無阿弥陀仏』を中心として―」、竹村研究

員「西田幾多郎の禅思想―「逆対応」の論理を中心に」、姜

氏「近代期の韓国比丘尼の修禅と悟りに対する一考察」とい

う4つの発表が行われた。これらの発表では、近代仏教に井

上円了が果たした役割（三浦研究員）、柳宗悦による法然・

親鸞・一遍の創造的な解釈（金氏）、西田幾多郎の「逆対応」

と「平常底」に基づく禅理解（竹村研究員）、近代韓国の女

性僧侶の禅修行と悟りの内実（姜氏）が論じられた。その

後、全発表者による総合討論が行われ、活発な議論が展開さ

れた。

最後に村上勝三研究員（東洋大学大学院文学研究科）が閉

会の挨拶を行い、研究会は終了した。日本側、韓国側、双方

が東アジアという広い枠組みに立ち、新たな知見を生み出そ

うとしたことがこの研究会の大きな成果であった。

第3回研究会

2015年7月11日、東洋大学白山キャンパス8号館125記念

ホールにて、共同研究の第3回研究会が開催された。

本研究会の司会は岩井研究員が務め、鄭氏が通訳を担当し

た。竹村研究員と姜氏が開会の挨拶を述べた後、6名の発表

者による研究発表が行われた。

最初の研究発表は佐藤氏による「朝鮮仏教界の海外情報の

摂取―1910年代を中心として―」であった。1912年から13年

にかけて刊行された『朝鮮仏教月報』に収録された5つの翻

訳文献の検討を通じて、近代朝鮮仏教界が中国や日本の文献

をいかに摂取したのか、何を得ようとしていたのかが論じら

れた。次いで、金光植氏（東国大学校）の「韓国近代仏教

「帯妻肉食」の二元的路線―日本仏教受容に対する賛否の事

例」と題された発表が行われた。日本植民地時代に広がった

僧侶の肉食妻帯の問題に対して、朝鮮仏教界の反応を賛否の

両面から論じた。

昼食休憩の後に行われた研究発表は、三浦研究員による

「井上円了の妖怪学」である。井上円了の生涯と共に、妖怪

学の内容とその意義を紹介した。次いで、金浩星氏の発表

「倉田百三の親鸞理解―『法然と親鸞の信仰（下）』を中心と

して―」が行われた。倉田百三の親鸞理解が論じられ、その

特徴と問題点が明らかにされた。

短い休憩を挟み、

竹村研究員の「鈴木

大拙と西田幾多郎」

と題された発表が行

われた。西田幾多郎と鈴木大拙の宗教哲学を概観し、その意

義を明らかにした。最後の発表は、姜氏による「近代韓国禅

院の芳啣録に現れた修行文化」であった。近代韓国禅院に残

された記録から見る当時の修行文化が論じられた。

研究発表の後、予定時間を超過するほど熱のこもった総合

討論が行われた。最後に村上研究員による閉会挨拶によっ

て、研究会の幕は閉じた。韓日の研究者が、それぞれ異なっ

た視点を提供しながら、新たな知見を目指したことがこの研

究会の成果である。

第4回研究会

2015年11月19日、東国大学校・茶香館セミナー室にて、第

4回研究会が開催された。

研究会の司会は金浩星氏らが務め、朴基烈氏（東国大学

校）らが通訳を担当した。

開会式では、宗浩スニム（仏教大学院・仏教大学長）によ

る開会挨拶、竹村研究員、韓普光氏（東国大学校総長）によ

る祝辞が述べられた。

最初の発表は、竹村研究員の「近代日本仏教における戒律

復興運動の2、3の動向について」である。日本仏教におけ

る戒律をめぐる歴史や戒律復興運動を概観した後、近代の釈

雲照律師、釈定光の活動を取り上げた。

続いての発表は朴仁成氏（東国大学校）による「遍行心所

觸に対する深浦正文の解釈」である。法相宗の中心典籍であ

る『成唯識論』の、遍行心所觸という言葉の解釈について、

深浦正文『唯識論解説』の問題点を指摘しながら、原典に基

づく解釈を提示した。

昼食後に4つの発表が行われた。最初は三浦研究員の「井

上円了と清沢満之―近代日本の仏教者」である。近代仏教の

重要人物である井上円了と清沢満之の活動を概観し、その共

通点を四点指摘した。続いては、姜氏の「1920～1940年代、

日本の朝鮮仏教復興運動とその様相―中村健太郞『朝鮮生活

50年』を中心として―」である。植民地時代に朝鮮半島で活

動した中村健太郞、阿部充家、小林源六の朝鮮半島の仏教振

興の試みを論じた。

休憩を挟み、佐藤氏による「『朝鮮仏教総書』刊行計画―

1920年代朝鮮における幻のプロジェクト」と題された発表が

行われた。朝鮮撰述文献だけを収録した『朝鮮仏教総書』刊

行計画の背景を明らかにし、その経緯（実際には刊行されな

かった）について、中心人物である李能和、鄭晄震の活動を

中心に論じた。

続いて高氏による「雷虚金東華の仏教認識―宇井伯寿と関

連して」である。金東華（号は雷虚）が宇井伯寿から受けた

影響はごくわずかなものであり、大部分は金東華の独創によ

るものであるというこれまでの研究とは異なる説を展開し

た。

個人発表の後、総合討論が行われた。司会者である朴京俊

氏（東国大学校）やフロアを交えて、活発な討議が交わされ

た。閉会式では宗浩スニム（仏教大学院・仏教大学長）が閉

会の辞を述べ、今回の研究会を振り返るとともに、2年間の
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共同研究が今回で終わることを惜しみ、その再開を期すると の言葉で締めくくった。

……………………………………………………………………………………………
比較思想学会共催シンポジウム「近代東アジアにおける西洋哲学の受容と展開」

2015年6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、比較思想学会との共催によ

るシンポジウム「近代東アジアに

おける西洋哲学の受容と展開」が

開催された。司会は竹村牧男研究員（東洋大学学長）が務

め、韓国語通訳を佐藤厚客員研究員（専修大学）が務めた。

基調講演は、中島隆博氏（東京大学）による「近代東アジ

アにおける西洋哲学の受容と展開」であった。中国、日本、

韓国におけるキリスト教受容を手引きに、トランス東アジア

的な経験を明らかにしようとするものであった。

次いで、パネルディスカッションが行われた。最初の発表

は、井上克人氏（関西大学）による「近代日本における西洋

哲学の受容と展開」である。井上哲次郎、井上円了、清沢満

之、三宅雪嶺、大西祝などに触れながら、明治期の西洋哲学

受容と日本哲学の形成の状況を明らかにした。次いで、王青

氏（中国社会科学院）の「近代中国における西洋哲学の受容

と展開」と題された発表が行われた。啓蒙思想の受容、日本

経由での西洋哲学の受容、マルクス主義思想の中国化などの

論点で中国における状況が明らかにされた。最後に、金鍾旭

氏（東国大学校）が「近代韓国における西洋哲学の受容と展

開」を論じた。19世紀後半から現代までの韓国における哲学

の歴史を概観し、その問題点を明らかにすると共に新たな展

望への提言を行った。

西洋哲学の受容の問題を通して、日中韓の思想の共通性と

個別性の両面を明らかにすると共に、東アジア思想の可能性

を明らかにしたことがこのシンポジウムの大きな成果であっ

た。

……………………………………………………………………………………………
ワークショップ：江戸期における漢学者たちの人間観の特色――中国との比較――

2015年8月26日、東洋大学白山キャンパス6号館6310教室

にて、ワークショップ「江戸期における漢学者たちの人間観

の特色――中国との比較――」が開催された。中国より、江

戸期の日本漢学に通暁されている3人の先生方を招聘し、江

戸期の漢学者たちのもつ人間観や世界観を明らかにする試み

であった。

申 璐氏（杭州師範大学）の「楠本碩水の「朱王合編」に

ついて――並木栗水と楠本碩水――」という発表は、幕末の

漢学者の動向を、朱子学者である並木栗水と楠本碩水との対

話をもとに見ていくものであった。しばしば陽明学が幕末期

に大きな役割を果たしたといわれているが、朱子学者に光を

当てることによって、幕末期の思想状況を新たに描き直す試

みであった。

呉震客員研究員（復旦大学哲学研究院）の「德川日本心学運

動の“草の根化”の特色――民間文書《心学 こゝろのしら

べ》について――」と題された発表では、江戸期における民

間への漢学の広がりが明らかにされた。エリートの学問と見

なされていた漢学であるが、心学者の民間布教文書を通し

て、広く大衆に受け入れられていたことを論じるものであっ

た。

銭明氏（浙江省社会科学院）の「水戸学と陽明学――徳川

ミュージアムの儒学関連資料の調査を中心として――」は、

徳川ミュージアムの所蔵資料の調査の成果を報告する発表で

あった。徳川ミュージアムに残されている資料から、朱舜水

の陽明学理解の特色を明らかにした。

3名の発表の後、吉田公平客員研究員（東洋大学名誉教

授）のコメントをもとに、討議を行った。江戸期の日本の漢

学者の動向を明らかにするこ

とによって、従来のステレオ

タイプとは異なった思想状況

を浮かび上がらせることがで

きたことが、このワーク

ショップの大きな成果であっ

た。

第2ユニット研究会報告
「方法の越境性、あるいは越境の方法」検討会（2014年度第3回「方法論」研究会）
2015年2月17日、東洋大学白山キャンパス6号館文学部会 議室において、国際哲学研究センター第2ユニットの「方法
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論」研究会「方法の越境性、あるいは越境の方法」検討会が

行なわれ、当センター研究員の村上勝三、沼田一郎、坂井多

穂子による相互討論がなされた。

今回の研究会は、昨年7月に行った同名のシンポジウムの

成果を、来年度に刊行予定の書籍に収録するために、その論

稿の検討会という位置づけで行われた。前回、3人の研究員

は、それぞれの研究方法（西洋哲学、インド学、中国文学）

についてクロスセッションを行い、その際に互いの研究方法

の類似と差異が浮き彫りになった。この点を村上研究員がま

とめ上げ、沼田研究員と坂井研究員ともに討論し、内容を練

り上げていくことになった。

村上研究員は、諸学問の研究方法の共通点として、（1）

実証的・客観的なテキスト読解、（2）先行研究の適切な評

価とそれに対する独自性の追求、（3）当該研究者と共有で

きる解釈の提起、（4）語彙と文法の分析に関するコン

ピューター利用、（5）研究領域における固有な辞書の使用、

（6）「比較、類似、一般化、仮説設定、抽象、観察、枚挙、

合致、調和、類比」という分析方法を用いること、（7）真

理の探究、という7つを挙げた。これらが研究において満た

されているならば、異なる学問領域間でも、相互浸透性（類

似）と相互反発性（差異）が生じることとなる。村上研究員

は、領域間の越境という経験において、他学問の知識を無媒

介に取り入れるのではなく、自らの研究自体が再帰的に見直

され、その地盤が豊かになると述べた。

次に、村上研究員は、領域間の差異について、対象の違

い、ジャンルの違い、視点の違いを挙げた。しかし、これら

の違いは、先に述べられた真理の探究と関連づけて考えれ

ば、それらの差異の相対性が、無限遠点としての絶対的真理

へと収斂すると述べた。村上研究員は、そうした真理という

一つの方向へと研究が動いていく契機としても、研究領域間

のクロスセッションという越境の経験が必要であると提起し

た。

以上の点について、沼田

研究員と坂井研究員からそ

れぞれコメントと質問がな

され、相互討論が行われた。会の後半は、フロアを交えて質

疑応答が行われ、参加者からの質問がなされた。様々な視点

で検討され、内容豊かな議論が活発になされた。

……………………………………………………………………………………………
「哲学の方法としての翻訳の意義」（2014年度「方法論」シンポジウム）

2015年2月28日、東洋大学白山キャンパス2号館スカイ

ホールにおいて、国際哲学研究センター第2ユニット主催の

方法論シンポジウム「哲学の方法としての翻訳の意義」が、

発表者に神崎繁氏（専修大学）、中畑正志氏（京都大学）、特

定質問者に土橋茂樹氏（中央大学）を迎えて行われた。この

シンポジウムは、哲学研究の重要な方法の一つである翻訳の

問題について議論することを目的として行われた。

まず中畑氏は、「移植、接ぎ木、異種交配―「実体」概念

への迷路」と題して、アリストテレス哲学における「ウーシ

アー」の訳語の問題について述べた。中畑氏は、ウーシアー

の日本語訳が、西周による substance の翻訳から「実体」と

なったことについて言及した後、ウーシアー概念の背景につ

いて、アリストテレスが実際にどのような意味で用いたのか

を論じた。そして、アリストテレスの用いる意味でのウーシ

アーが、ヒュポケイメノンとの関係で substantia や essentia

とラテン語に訳されてきた経緯を概説し、これらのことか

ら、翻訳という行為自体が、翻訳者や翻訳者が用いる言語の

持つ思想や文化における思考の枠組みを考慮せねばならない

ということを指摘した。

次に、「「思考を翻訳することは可能か？」―『ニコマコス

倫理学』の翻訳作業を通して」という題で、神崎氏が「エウ

ダイモニア」の訳語の問題について述べた。神崎氏は、エウ

ダイモニアを「幸福」と日本語訳する際の困難について述べ

た後、アリストテレスがその語を、単なる富や名声、幸運と

いったものではなく、ソクラテス・プラトン的な「幸福

観」、すなわち「徳」の発揮による「完全な生」を求めてい

ることを確認した。また、エピクロス派やストア派、懐疑派

が、徳という活動の問題から、心の平静という状態の問題へ

変化したことや、キリスト教的な幸福観との関わりを考慮す

ると、幸福という語の内実の背後には、人間の生とその時間

性への態度の変化が関わっていると指摘した。

これらの発表を受けて、特定質問者である土橋氏は、まず

「ウーシアー」の問題を、キリスト教の三位一体論における

「ヒュポスタシス」との関係という観点から指摘し、両概念

に対する当時のラテン語訳が抱えた問題も含めて質問した。

次に、「エウダイモニア」の問題を、人間の生の目的を「神

に似たものになること」とみなすプラトン主義的伝統のカッ

パドキア教父における変容の問題として指摘し、古代末期に

おける人間本性の完成をめぐる概念史的観点から質問した。

総合討論の後半は、フロ

アを交えて質疑応答が行わ

れた。研究者や学生が大勢

参加しており、内容豊かな

議論が活発になされ、実り

あるシンポジウムとなっ

た。
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……………………………………………………………………………………………

ゲオルグ・シュテンガー「間文化哲学―方法論の内と外？「差異」のパラディグマ」
（2014年度第4回「方法論」研究会）

2015年3月16日、東洋大学白山

キャンパス6号館文学部会議室に

て、第2ユニットは、「方法論」研

究会として、ゲオルグ・シュテン

ガー氏（ウィーン大学）を講師にお

招きし、「間文化哲学―方法論の内

と外？「差異」のパラディグマ」と

いうタイトルでご講演いただいた。司会は、山口一郎客員研

究員（東洋大学客員教授）が務め、逐次通訳も行った。

シュテンガー氏は、間文化哲学を実際に行う上での方法論

を、現象学に求めている。氏は、様々な文化を比較検討する

際、単にそれらの共通性や差異性を抽出し、一般化するので

はなく、それらの文化が持つ独自性を、「そのもの」として

取り上げること、つまり、差異を差異としてそのまま受け取

ることのできる現象学的方法論こそ、諸文化が相互に開か

れ、尊重しあうための基礎を提供すると述べた。

講演後の質疑応答は、センター研究員のみならず、外部か

らの参加者からもなされ、本研究会のテーマである「方法

論」を鍵概念とした多角的で内容豊かな議論が活発になされ

た。

……………………………………………………………………………………………

「ポスト福島の哲学」研究会：オバーグ・アンドリュー
「自然災害と予知不可能な死：私たち自身の死について考えるためのよい方法はあるのか？」

2015年7月7日、東洋大学白山キャンパス8号館第2会議

室にて、「ポスト福島の哲学」研究会が開催され、オバー

グ・アンドリュー研究員（東洋大学国際地域学部）により、

「自然災害と予知不可能な死：私たち自身の死について考え

るためのよい方法はあるのか？」と題する発表が行われた。

本発表の概要は次の通りである。まず、実際に生きているが

しばしば理解し損なう不確実性の世界の中に自分たちの位置

を定めることから出発し、次に、蓋然性や意思決定に関わる

心理学的体系についての簡潔な説明が述べられた。このこと

を背景として、もしこの予知不可能な世界で、心理学が私た

ちに示してきたように、感情的にかつ直観的に私たちが行為

する傾向にあるならば、自身の避けることのできない将来の

死について、いかにして私たちは考えるべきなのであろう

か、という問いが提示された。この問いは、死は害悪である

というネーゲル、ソレンセン、チャペル、そしてウィリアム

ズの議論に答えるローゼンバウムの実験可能な反論を用い

て、死は害悪ではないというエピクロス主義的試みを検討す

ることによって取り組まれる。たとえ死それ自体は害悪では

ないとしても、私たちが死について考える仕方は二通りあり

得るということが見出されよう。すなわち、死にゆく過程と

将来のなさという事実である。最後に、私たちの来たるべき

死についていかにより良く考

えられるかについて、それを

乗り越えるような試論が述べ

られた。小規模な研究会なが

ら活発な意見が交わされ、実

りあるものとなった。

……………………………………………………………………………………………
方法論研究会「「種の論理」の可能性」

2015年8月1日、東洋大学

白山キャンパス6号館6404教

室にて、方法論研究会「「種

の論理」の可能性」が開催さ

れた。田辺元が提唱した「種の論理」の読み直しによって、

種概念を新しい共同体構築のための基礎理論の根本概念の一

つとして再生させることができないかという提題の元、2人

の発表者が、共同体の論理の再構築と、田辺自身のある実践

のケーススタディをそれぞれ提示した。黒田昭信客員研究員

（ストラスブール大学）から、「集合的個体概念の論理的分析

―「種の論理」の問題群の明確化のために―」と題して、立

花史氏（早稲田大学）から、「「死の時代」の学芸共和国――

詩の翻訳と読解における田邊の社会存在論」と題して、発表

が行われた。発表後、特定質問者として、合田正人氏（明治

大学）より、コメントおよび質問がなされ、討論が行われ

た。田辺が顧みられなくなった理由や田辺自身の哲学の背後
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にある数理哲学と図式との関係、言語のアナロジーや「種の

論理」と不可分の関係にある「絶対媒介の弁証法」について

など、多岐にわたって議論された。その後、会場からの質問

を受け、さらに議論が行われ、終了予定時刻を過ぎて閉会と

なった。最近再び脚光を浴びつつある田辺研究について、議

論を深め研究を推進することができたばかりでなく、意見交

換や情報交換なども行え、有意義なものとなった。

……………………………………………………………………………………………

「ポスト福島の哲学」講演会：加藤典洋「フィードバックと生体系、コンティンジェンシー、
リスクと贈与――『人類が永遠に続くのではないとしたら』、次の問いへの手がかり」

第2ユニットは、2015年11月14日、東

洋大学白山キャンパス5号館5104教室に

て、「ポスト福島の哲学」講演会を開催

し、加藤典洋氏（文芸評論家、早稲田大

学名誉教授）により、「フィードバック

と生体系、コンティンジェンシー、リス

クと贈与―『人類が永遠に続くのではな

いとしたら』、次の問いへの手がかり」と題する発表が行わ

れた。

加藤氏は、2011年の福島第一原発事故が私たちにつきつけ

た問題を最大限に大きく受けとめたら何を意味しうるかとい

う問いから出発し、そこから導き出されたのが「有限性の近

代」である。そして、その立場に立った場合、どういう風に

世界が見えるのか、その視界を提示することが重要であり、

その一つの指針としてフィードバックとシステムが提示され

た。フィードバックはシステムを前提としており、地球は一

つのシステムという考えから、成長の限界が導き出されると

氏は指摘する。そして、人間を生物としてだけでなく社会シ

ステムをも組み込んだシステム、すなわち、下限はゾーエー

（生命的な存在）から上限はビオス（政治的社会的文化的な

存在）まで拡張したビオ・システムを考えなければならない

という。また一方で、テレオノミー的（目的論的）な主体が

あることで初めて個体が人類を考えて自己犠牲すること（贈

与）ができ、そこにビオ・システムを重ね合わせることに

よって新たな一歩が歩めるのではないかと指摘した。発表後

には、多くの質疑がなされ、盛会となった。

……………………………………………………………………………………………
方法論研究会「現象学の方法論および学問論―学際的哲学研究としての間文化哲学の展開に向けて―」

国際哲学研究センター発足

以来、現象学研究は、第2ユ

ニットの「東西哲学・宗教を

貫く世界哲学の方法論研究」

に様々な形で関わってきた。最終年度に至って、その総括を

すべく、方法論研究会「現象学の方法論および学問論―学際

的哲学研究としての間文化哲学の展開に向けて―」と題する

連続研究会を開催した。本研究会は、改めて現象学の方法論

を問い直し、またどのような形で実践的な諸問題に関わり、

今日求められる学際的哲学研究にとっての方法論的指針を提

供できるか、その解明を課題とするものである。現象学研究

を専門とする客員研究員を中心に、それぞれの問題関心に即

して計3回の研究会を行った。各発表は次の通りである。

第1回：山口一郎客員研究員（東洋大学客員教授）「学際

的哲学としての神経現象学の方法論」（2015年10月17日、

東洋大学白山キャンパス6号館6319教室）

第2回：武藤伸司客員研究員（東京女子体育大学）「現象

学的研究の方法論の一つとしての本質直観について」、

稲垣諭客員研究員（自治医科大学）「臨床経験と現象学

という方法（1）」（2015年12月5日、東洋大学白山キャ

ンパス6号館文学部会議室）

第3回：武内大客員研究員（東洋大学非常勤講師）「魔術

的幻想世界の現象学」（2016年1月23日、東洋大学白山

キャンパス6号館文学部会議室）

現象学的還元を通して、個別科学と現象学の相補的制限関

係を自覚した学際的哲学研究の進展や臨床の現場において他

者の体験世界に肉薄することの重要性が述べられた。また、

本質直観の重要性とその意識構成のプロセスについて論じら

れ、さらに、魔術的な意識や想像力について現象学の方法論

を用いた解明が示された。

いずれの研究会においても白熱した議論が展開され、学際

的哲学研究の可能性と、その根幹を担うものとしての現象学

の重要性が提示された。

……………………………………………………………………………………………
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方法論連続研究会「哲学史のドクサを問う―〈合理論と経験論〉の再検討―」
第2ユニットでは、方法論

研究会「哲学史のドクサを問

う―〈合理論と経験論〉の再

検討―」と題して、連続研究

会を開催した。一般に17世紀

から18世紀中葉の哲学が〈合理論と経験論〉という対立関係

にあるものとみなされてきたが、単純に「対立関係にある」

と理解するだけでは、互いに相容れない状況を作ってしま

う。こうした状況の根本には、それぞれの研究が先鋭化する

ことで他の哲学に深く入り込まなくなっているということが

考えられる。そのため「合理論と経験論」という枠組みその

ものを再検討する必要がある。そこで、いわゆる「合理論」

の研究者と「経験論」の研究者とが、それぞれの発表内容を

念頭に置きつつ連続研究会を進めることで、「合理論と経験

論」に関する理解を相互に精査した。各発表は次の通りであ

る。

第1回：藤坂大佑氏（東洋大学大学院博士課程）「ジェイ

ムズの思想展開における「合理論・経験論」の対立軸の

考察」（2015年5月30日、東洋大学白山キャンパス6号

館文学部会議室）

第2回：笠松和也氏（東京大学大学院博士課程）「経験と

理性の間で――スピノザ哲学における「目的」と「欲

求」」（2015年6月20日、東洋大学白山キャンパス6号館

文学部会議室）

第3回：寅野遼氏（IRCP PRA）「真理と歴史―スピノザ

『神学・政治論』第7章における「聖書解釈の真なる方

法」について―」（2015年7月20日、東洋大学白山キャ

ンパス6号館文学部会議室）

第4回：渡辺博之客員研究員（東洋大学非常勤講師）「ス

ピノザにおける「合理主義」と「経験」について」、竹

中久留美氏（東洋大学非常勤講師）「「ない」という指摘

の視点―ヒュームの場合―」（2015年10月26日、東洋大

学白山キャンパス6号館第3会議室）

第5回：大野岳史研究員（東洋大学文学部）「『ポール・ロ

ワイヤル論理学』の観念論における感覚と想像」、野村

智清氏（東京大学助教）「大陸合理論とイギリス経験論

―アノマリーとしてのアイルランド哲学」（2015年12月

12日、東洋大学白山キャンパス6号館文学部会議室）

第6回：ワー ク シ ョ ッ プ「Our Next Steps（Our Next

Step）」（2016年1月26日、東洋大学白山キャンパス6号

館文学部会議室）

各発表会では、様々な議論がなされ、充実した会となっ

た。また、いずれの研究会でも、哲学研究の新たな可能性が

模索され、有意義な研究会であった。

第3ユニット研究会報告
連続研究会「多文化共生を考える」（第3回～第5回）

「多文化共生社会の思想基盤研究」を課題としてきた第3

ユニットは、最終年度へ向けての成果収斂の場として、昨年

度より、連続研究会「多文化共生を考える」を立ち上げた。

その成果は市販の書籍『宗教の壁を乗り超える―多文化共生

社会への思想的基盤』（ノンブル社、2016年1月刊行）とし

て結実した。

第3回：2015年1月21日（東洋大学白山キャンパス6号館第

3会議室）

曽田長人研究員（東洋大学経済学部）は「レッシングの宗

教思想」と題して以下の報告を行った。18世紀のドイツにお

いて、レッシングはプロテスタンティズム・キリスト教の教

条的な正統主義と思弁的な啓蒙主義神学の双方に対する批判

を行い、宗教性と理性との新たな関わりを模索した。発表で

は、彼の思想が諸宗教間の共生へ向けた1つの道筋を示すも

のであったことを紹介し、その限界についても考察した。

次に、バフマン・ザキプール氏（東洋大学大学院博士後期

課程）が「現代イランにおける諸宗教の共生の実態と課題」

と題して、イラン人の立場から、赤裸々に、イラン革命後の

現代イランにおける宗教・思想の自由度や、非イスラームへ

の寛容・不寛容について論じた。

第4回：2015年3月18日（東洋大学白山キャンパス6号館第

3会議室）

小野純一客員研究員（東洋大学非常勤講師）は「イスラー

ムとテロリズム」と題し、アンリ・コルバンの解釈に依拠し

つつ、ムハンマド・イブン＝アラビー（Muh
�
ammad ibn‘Alī

ibn al-‘Arabī，1165-1240）の「存 在 一 性 論（wah
�
dat al-

�wugūd）」を取り上げ、排

他主義を政治的暴力として

実践する行為を正当化する

思惟に対してイスラームが

もつ防止装置が、そこには

十全に展開されていること
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を示した。

続いて渡辺章悟研究員（東洋大学文学部）、堀内俊郎研究

助手が「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」出張報告を行った。

詳細はニューズレター9号を参照。

第5回：2015年5月7日（東洋大学白山キャンパス2号館第

1会議室）

橋本泰元研究員（東洋大学文学部）は「異宗教間の＜境

界＞と＜共生＞」と題して以下の報告を行った。近代以降、

インドにおけるヒンドゥー教とイスラーム教は、イギリス植

民地支政策の「分割統治」といわゆる近代法の施行によっ

て、相互の違いを外在的に明確化され、それぞれ原理主義的

方向に向かい衝突するに至った。しかし前近代には、両教徒

の活発な交流や混淆の事態があったのも事実である。その例

を観察しながら、＜境界＞をキーワードに両教の＜共生＞の

あり方を考察した。

永井晋研究員（東洋大学文学部）は「共生の形而上学」と

題して以下の報告を行った。多文化の「共生」が、単なる経

験的な「寄せ集め」ではなく、何らかの論理を要求する時、

それは様々なレベルで可能であるが、発表では、経験の積み

重ねから導き出されるものではなく、いわばその超越論的な

論理構造を、形而上学的、さらには「秘教的」なものとして

取出し、それによって「形而上学」の概念にも新たな意味づ

けを行った。

……………………………………………………………………………………………
「新実在論」研究会

2015年5月23日、白山キャンパス6号館文学部会議室に

て、「新実在論」研究会が開催された。現在、ヨーロッパで

は、イギリスを中心とする「批判的実在論」、フランスを中

心とする「思弁的実在論」、イタリア、ドイツを中心とする

「新実在論」という運動が登場している。これらの運動は

「ポストモダーン」に対抗して「実在論」を復権する試みで

ある。今回の研究報告は、前二者を視野に入れながらも、

「新実在論」の運動を検討する研究報告となる。「新実在論」

はシェリング研究を土台として展開され始めている議論であ

るがゆえに、まず、「実在論の復権」という場合に、この

「実在論」がどのような意味を持つかを明らかにする。次に、

「ポストモダーンに対抗する」という場合、どのような主張

がそれと対抗することになるのかを明らかにする。

このような趣旨のもと、まず、中島新氏（一橋大学大学院

博士課程）が、「シェリングとマルクス・ガブリエル―新実

在論を巡って―」と題し、ガブリエル氏（ボン大学）のシェ

リング理解が「神話の哲学」研究に由来し、その理解が彼の

「世界は存在しない」という主張と、新実在論における「事

実存在」研究で具体的に展開されていることを明らかにし

た。

次に、長島隆研究員（東洋

大学文学部）は、「新実在論

の運動―モーリス・フェラー

リ、マルクス・ガブリエル、

そして分析哲学―」と題し、

モーリス・フェラーリの『新実在論宣言』を中心にして、あ

えて「宣言」という形態を取る理由から始め、彼の議論の土

台にある「カント解釈がポストモダーンの根底にある」とい

う理解を検討し、その広がりを3点にわたって追及している

ことを明らかにした。またこの運動がシェリングに発し、分

析哲学のドイツ観念論への介入と連動していることを明らか

にした。

12名の参加者があり、新実在論についてその広がりの大き

さを確認することができ、また分析哲学のシェリング、ひい

てはドイツ観念論へのアプローチと連動して新しい方向が予

感されることが明らかにされたという、意義のある研究会で

あった。だが、さらにこの新しい方向の理論的分析が課題と

して残っていることも明らかになった。

……………………………………………………………………………………………
多文化共生を考える「多元的価値社会と徳倫理再生の試み」

2015年6月20日、東洋大学白山キャンパス5号館5102教室

にて、シンポジウム・多文化共生を考える「多元的価値社会

と徳倫理再生の試み―多元的価値観に基づく社会で、共通の

徳、倫理的規範を考えることは可能か？―」が行われた。

はじめに村松聡客員研究員（早稲田大学）が、「リベラリ

ズムの寛容さ（クレメニティア）では解決できない問題の提

起」と題し、以下の問題提起、開催趣旨の説明を行った。現

代社会は、ミルの危害原理だけでは到底解決できない様々な

問題に直面しており、ミニマ

ムな合意形成のためにも、自

己決定権に基づく寛容さだけ

ではなく、共通の倫理規範、

共通の徳理解を考える必要に

迫られている。しかし、一方、過去の伝統にある倫理規範、

徳理解には独善性、一定の形而上学、宗教観を背景にした独

断的な規範や基準があり、そのままでは受け取りがたいもの

IRCP Newsletter Vol.10 13



も多い。そのような中、西洋、東洋の研究者の観点から、共

通の倫理的規範、徳理解の可能性を探ることで、多文化共生

の可能性を考えたい。

その後、シンポジウム―伝統と現在でも生きる洞察―と題

し、以下の4名の発表者による発表がなされた。

岩田圭一氏（早稲田大学）はギリシア哲学からの提言とし

て、「倫理的知の可能性―ソクラテスとアリストテレス―」

と題する発表を行った。堀内俊郎研究助手はインド仏教から

の提言として、「無我に基づく共生の哲学―初期仏教からみ

た他者や他宗教との共生―」と題して発表した。吉村均氏

（（公財）中村元東方研究所・専任研究員、東洋大学非常勤講

師）は日本仏教からの提言として、「空の理解と対話―伝統

仏教からみた憲法十七条の「和」の精神」と題して発表し

た。山口一郎客員研究員（東洋大学客員教授）は「現象学か

らの提言「フッサール現象学からみた徳の概念」」と題して

発表した。総合討論では「徳の抗争」などについての突っ込

んだ討論がなされ、充実したシンポジウムとなった。

……………………………………………………………………………………………
シェリング・シンポジウム

2015年8月1日、東洋大学

白山キャンパス6号館6406教

室にて、第3ユニットは、

シェリング・シンポジウムを

開催した。これは2014年2月

22日に行われた「哲学と宗教

―シェリングWeltalter を基盤として」（成果は『国際哲学

研究』別冊5に収載）に続いて2度目となるものであり、先

のシンポジウムを踏まえ、テキストに則して、シェリングの

「世代論（Weltalter）」が現在に対して提起するものを明ら

かにするシンポジウムとなった。「世代論」の基本テキスト

は3つあるが、岡村康夫―第1草稿、長島隆―第2草稿、菅

原潤―第3草稿の割り当てで、報告者はそれぞれのテキスト

を視野に入れて議論を行った。発表者とタイトルは以下の通

り。

長島隆研究員（東洋大学文学部）「歴史哲学の可能性―

『過去』と体系」／菅原潤氏（日本大学）「体系的過去として

の『世界年代』―第三稿の読解および『世界年代の体系』と

の関係」／岡村康夫氏（山口大学）「シェリング哲学の躓き」

同テキストの読解についてフロアからの熱心な質疑がなさ

れた、白熱した会であった。

……………………………………………………………………………………………
第2回瞑想シンポジウム「精神性に与える瞑想の効果」

2015年10月3日、東洋大学

白山キャンパス2号館スカイ

ホールにて、第3ユニット

は、第2回瞑想シンポジウム

「精神性に与える瞑想の効果」

を開催した（第1回シンポジウムの詳細は『国際哲学研究』

別冊6を参照）。渡辺章悟研究員（東洋大学文学部）による

開催趣旨説明のあと、3名の発表者が発表を行った。羽矢辰

夫氏（青森公立大学）は、「瞑想の目的とその効用」と題し、

ゴータマ・ブッダは苦しみを解決するために瞑想したので

あって、ある特定の境地を得るために瞑想したのではないこ

と、さまざまな効用のある瞑想の活用の仕方はわれわれの側

の問題であること、などを指摘した。K．プラポンサック氏

（龍谷大学非常勤講師）は、「タイ仏教の瞑想法―心の曇りを

晴らし、本来の内なる光を取

り戻す―」と題し、初期仏教

からはじまる、上座仏教にお

いて伝わる瞑想法、そして現

代、タイで行なわれている瞑

想法を紹介し、その後、実際に10分ほど実践瞑想を行った。

永澤哲氏（京都文教大学）は、「21世紀の瞑想の脳科学と自

己変容のパラダイム」と題し、瞑想に関する最新の研究成果

とその現代世界における意義について論じるとともに、チ

ベット仏教における「トゥクタム」と仏舎利の実例を通じ

て、科学の限界を指摘した。

総合討論では、瞑想の効果や、瞑想を集団で行うことの意

義などについて参加者から熱心な質問があり、シンポジスト

が丁寧に応答した。60名ほどの参加者がある盛会となった。

……………………………………………………………………………………………
国際シンポジウム「グローバル化時代の哲学」

2015年12月11日、東洋大学白山キャンパス5号館5B12教

室にて、第3ユニットは、国際シンポジウム「グローバル化

時代の哲学」を開催し、海外からの2人の研究者に提題いた

だいた。通訳は小野純一客員研究員（東洋大学非常勤講師）

14 IRCP Newsletter Vol.10



が務めた。永井晋研究員（東

洋大学文学部）による開会あ

いさつのあと、まず、マルク

ス・ガブリエル客員研究員

（ボン大学）が「グローバル

哲学？」と題する講演を行った。氏はまず理性の普遍主義・

単一性を正しい仕方（つまり、局地的な声にも耳を傾けるこ

とができるようなあり方）で理解可能なものとするためには

グローバルな哲学から出発すべきだと問題を提起した。その

上で、他者の存在や他者の理性について、諸哲学者を引き合

いにだして論じ、最後に、われわれの背景的想定を他の者た

ちがもつであろう背景的想定と対話において明確に言葉で表

現し、批判がいつでもできるような状況に身を置くことの必

要性を訴えた。

続いてハンス・スルガ氏（カリフォルニア大学バークレー

校）が、「グローバルな権力、グローバルな政治、グローバ

ルな哲学」と題する講演を行った。氏はまずグローバル化

を、人間的権力が拡大する過程であり、この過程は技術的諸

技能と科学技術的諸媒体でもって動かされるとさしあたり規

定し、次に、権力（Macht）という概念を詳細に検討した。

さらに、グローバルな政治は、人間的権力のグローバルな拡

大によって成立したと述べ、現代社会の位置づけや問題点を

歴史的に考察した。その上で、擬似グローバル的単調さの時

代にあって、グローバルな哲学的思考は、グローバル化の人

間的な出発条件である多元主義をしっかり見据えねばならな

いとし、グローバルな哲学的対話は異なる思考様式と思考伝

統の間にある様々な差異や移行に精確に取り組むであろうこ

となどを提起した。講演録は翻訳とともに『国際哲学研究』

5号に掲載された。

……………………………………………………………………………………………
海外研究「国際サンスクリット会議参加、及び、タイ・ダンマカーイとの多文化共生共同研究」

第3ユニットは、2015年6

月26日から7月3日まで、海

外研究「国際サンスクリット

会議参加、及び、タイ・ダン

マカーイとの多文化共生共同

研究」を行った。参加者は渡

辺章悟研究員（東洋大学文学部）、宮本久義客員研究員（東

洋大学客員教授）、堀内俊郎研究助手の3名であった。

28日朝、開会式の後、ダンマカーイ仏教寺院へと向かい、

同寺院日本支部の責任者であるターナブットー比丘、ソム

キャット比丘と面談した。同寺院ではパーリ仏教の専門家ら

の助言も受けてパーリの大蔵経の再校訂の作業を行ってお

り、オンラインでも見られるようにする予定であることを

伺った。29日からは発表に参加する。10のパネルが開かれて

おり、各パネルで各日、平均16人が発表するという大きな学

会であった。30日は渡辺研究員が“Some Questions Concern-

ing the Title of the Prajñāpāramitā-hr
�
daya-[sūtra]”と題し、

『般若心経』の写本の分析から、本経がダーラニー文献とさ

れている伝統と、「二十五頌からなる般若」というタイトル

を持つものに大別される意味などを明らかにした。7月1日

は堀内研究助手が発表を行った。『楞伽経』の再校訂に向け

て、貝葉写本の重要性について例を挙げて示した。

今回の海外研究は、多文化共生に関してサンスクリット語

が果たす役割の実態と可能性

を学んだ海外研究であった。

サンスクリットは死語ではな

く生きた言語であり、国を超

えての多文化・多民族の交流

のツールとして使用される言

語なのである。

センター公刊物
年報『国際哲学研究』1号～5号（2012年3月～毎年公刊）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
『国際哲学研究』別冊7「共生の哲学に向けて――イラン・イスラームとの対話（2）――」（2016年2月公刊）ISSN2186-8581
『国際哲学研究』別冊8「デカルトにおける形而上学と道徳――村上勝三の仕事を引き受けて」（2016年2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～4号（2013年3月～毎年公刊）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）
『ポストフクシマの哲学―原発のない世界のために』（明石書店、2015年8月公刊）
『越境する哲学―体系と方法を求めて』（春風社、2015年11月公刊）
『宗教の壁を乗り越える―多文化共生社会への思想的基盤』（ノンブル社、2016年1月公刊）
『近代化と伝統の間―明治期の人間観と世界観』（教育評論社、2016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 永井晋◎ 長島隆○ 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
斎藤明 都馬バイカル 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 鈴木泉
津崎良典 宮本久義 武藤伸司

研究助手

白井雅人 三澤祐嗣 堀内俊郎

プロジェクトリサーチアシスタント（PRA）

藤井明 寅野遼

ニューズレター 第10号 平成28年2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5－28－20 東洋大学6号館4階60452
Tel & Fax：03‐3945‐4209；E-mail：ircp@toyo.jp
Homepage：http : //www.toyo.ac.jp/site/ircp/

Ⓒ2016東洋大学国際哲学研究センター
＊本ニューズレターは、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の一環として発行されました。

研 究 組 織 （2016．2．1）

☆＝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

16 IRCP Newsletter Vol.10


