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国際井上円了学会設立

白設立大会･記念講演･公開ｼﾝボジｳﾑー 国際人井上円了その思想と行動
東洋大学創立125周年を機に、創立者ﾅ|土円rの多岐にわたる

業績を明らかにすることを目的とし、l玉l際井止I11了学会が設立さ

れた。設立大会が開催されたのは、井上l'l了が東洋大学の前身で

ある私立哲学館を開設した9月16Hの前日、9月15日仕)であった。

講演会やシンポジウムに先立ち、東洋大学白山キャンパス

2号館スカイホールにて、午前11時より国際井上円了学会総会

が開催された。総会では、規約ならびに会長・副会長・理事

が承認され、事業計画の報告などが行われた。この総会の承

認をもって、国際井上円r学会が正式に発足したことになる。

なお、9月15日の設立時における会貝総数は個人会員91名、

団体会員3団体である。

国際井上円了学会設立準備委員長を務め、午前中の総会で副

会長に選出された三浦節夫国際哲学研究センター研究員の挨拶

を皮切りに、午後のプログラムが始まった。

初めに、竹村牧男研究員(国

三点にまとめられる。第一の点は、井上円了が哲学を「諸学の

基礎」として重視したことである。哲学は諸学問の原理を究明

し、諸学を統轄する中央政府のような役割をもつ。第二の点は、

井上円了がヘーケルの哲学を、大乗仏教と同じ真理を述べるも

のと評価したことである。井上円rは四聖の一人にカントをあ

げており、西洋近代哲学の代表者としてはカントを考えていた

ように見える。だが、哲学の内容としてはヘーケルの哲学をよ

り高く評価していた。井上円了は、ヘーケルの立場を「相対」

と「絶対」が離れないとする「相絶両対不二｣、「二元同体の理」

を語る思想だと理解したのであり、それは大乗仏教の天台の立
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場と響きあうものなのである。ただし、井上円rが『哲学新案」

で提出した世界観は、ヘーケルの立場を超えて、華厳の仏教思

想の雄大な世界観を妨佛とさせるものであった。第三の点は、

井上l'l了が活動主義こそ哲学の究極の立場であると考えたとい

うことである。哲学は絶対の立場を明らかにする理論的な学問

であるが、’'1時に現実社会に応用していく「向I、門」をもつ。

そして、哲学の目的はこの「向卜門」にある。現実世界での活

動こそ、井kl'l了にとって最も重視すべきことだったのである。

公開講演に引き続き、公開シンポジウムが行われた。シンポ

ジウムは、「国際人井上円了その思想と行動」と題され、国内

外からの5名の研究者の提題が行われた。

シンポジゥムの最初の捉題肴はゲレ

オン・コプフ客員研究員(ルーター大

学朧教授・国際井上円了学会理事)で

あった。「井上I'1了における「日本仏

教」の概念」と題された捉題では、井 零

上円了の「||本仏教」についての言説がはらむ国家主義への傾

倒などの危険性について指摘しながらも、円了の仏教哲学がグ

ローバルな哲学の可能性を開くものであるということが強調され

た｡l'l了の仏教打学のもとでは、西洋近代の二項対立的な二元

論が杏定される。それゆえ、そこでは西洋近代の枠組みにとら

われない、グローバルな哲学の枠組みが開かれ得るとされた。

二番Hの捉題は、ミヒャエル・ブルチャー氏(東京大学国際

本部兼東洋文化研究所特任准教授)の「井上円了における「主

躰｣:H本思想の近代化についての一考察｣であった。ブルチャー

氏は、「主躰」という語を最初に用いたのが井上円了ではない

かと指摘し、井上円了が「哲学要領」を執筆する際に参考に

したシュヴェーグラー著「哲学史」の英訳や、清沢満之の「主

躰」と穂積八束の「主禮」などを参照しながら、円了が「主躰」

という語を川いた理|}1を探った。そして、フイヒテの絶対主観
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(absolutesSubjekt)をヘーケルや大乗仏

教的に読み替えていくこと、そこに|{本

の哲学の論理的出発点があるとされた。

次いで、王青氏(中国社会科学院哲学

研究員)の「蕊元培と井上円rにおける研究所東方哲学研究室研究員)の「蕊元

宗教思想の比較研究」と題された提題

が行われた。察元培は井上円了の著作

に学び、中国の危機的状況を救うために

は、中国仏教の伝統を復活させるべきで

あると考えるようになった。また井上円あると考えるようになった。また井上円rの妖怪学から、迷信

からの脱却の必要性を学んだ。しかし、後に察元培は宗教全般

に対して否定的になった。この察元培の思想の転肛lについて研

究することは、中国近代思想史全体の解明にも貢献するであろ

うと述べられた。

四番Hの提題は、ライナ・シュルツァ客員研究員による「枇

界哲学の交差点－井上円了における理論哲学と実践哲学一」で

あった。諸学を統轄する哲学の役割を強調する井上円了の理論

哲学は、アリストテレスの第一哲学に相当するものであることが

指摘された。また、井上円了の実践哲学としての人間学的な哲

学は、ソクラテスや孔子に通じる哲学の実存的な出発点を持つ

ことが指摘された。さらに、シュルツァ客員研究員は、理論哲

学の必要性も、人間学を通じて解明されるものであるとした。

最後の提題は、三浦節夫研究員の「井

秀 踊蹴
世界旅行を迪じて、III了は世界から日本を見る視点を獲得する

とともに、日本をllt界基準に発展させる必要性も学んだ。国際

人としての複眼こそが、井上円了の生涯を貫くものであると強

調された。

その後、シンポジウムでは、フロアを交えた熱のこもった討議

が繰り広げられた。午後のプログラムは一般にも公開され、会

員外の一般参加者71名やプレスを加え、121名の参加者があっ

た。たくさんの来場者による熱気に加え、内容的にも公開講演

による井上III了の哲学の概説や、シンポジウムでの国際的な視

点からの捉題を通じ

て、井上円r研究の基

盤というものが見えて

きた、充実した大会で

あった。

II東洋大学創立125周年記念国際シンポジウム

白ゲﾛー バﾙな現実に向きあう哲学
9月16H(日)、東洋大学白山キャンパス2号館スカイホールに

て、東洋大学国際哲学研究センター主催のl玉|際シンポジウム

｢グローバルな現実にlfﾘきあう哲学」が開催された。これは、

前日の15日のシンポジウムとともに、東洋大学創立125周年記

念行事の一環として行われたものである。4名の講演者(うち

3人は海外から）を招いての国際色豊かなシンポジウムであり、

それぞれの専門分野から主題をめく、る発表が行われた。日本

語に加え、フランス語・英語でも発表がなされた(''1時通訳付

き)。前日に引き続き、100名以上が参加する席会となった。

ジャヤンドラ・ソーニー氏(オーストリア・インスブルック

大学講師）は、「ジャイナ教における非暴力の哲学的正当化」

と題する発表を行った。古代インドの宗教の一つであるジャイ

ナ教において、非暴力（不殺生）はその哲学の根本的な概念

であり、形而上学的な正当化がなされてきた。それゆえ、マハ

トマ・ガーンディーがジャイナの強い影響下のもとで行ったよ

うに、ジャイナの修行荷や在俗の人々は、可能な限り非暴ﾉ』
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(不殺生)の実践をしよう

と努めてきた。ソーニー

氏は、ジャイナ教による

非暴力の哲学的正当化の

議論を、特にそれの説く

｢7つの真実」との関連の

トー

~、~筐”…

｡､■壗迩塁露_聖旨．辱二萬.“

もと、また寓話や寓意を交えつつ紹介した。それにより、人間

の行為のさまざまな側面に関する知見を得ようとし、人間の

行為の美徳や価値を形成するものは何かについて論じた。

'l'l玉I･復ll大学教授で当センター客員研究員の呉震氏は、「徳

川|~1本の心学連動における中国的要素：「儒学の日本化」と兼ね

て」という題llで、「グローバル化」という視点のもと、日本と中

国における心学思想の比較を通じた発表を行った。具体的には、

江戸時代に石田梅岩が開いた「石門心学」を取り上げ、その中

に!|!国儒学の「ll本化」という側面を見ることに主眼が置かれた。

たしかに梅岩の信仰はll本の神道を中心としており、石|Ⅱ｣心学は
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多くなってきている現状を折摘

し、その原因を近代化やグロー

バリゼーションなどに見ようと

したものである。近年、人々は

組織化された宗教よりもスピリ

チュアリティーに魅かれている。

｢個々人による聖なるものの体験」

根本部分では日本の庶民文化を反映している。その点でそれは

本質において中国の陽明心学とはかなり異なっており、III1接的な

影響を受けてはいない。ただ、イi門心学では中岡の儒学の知識

のみならず中国の民間に流布していた|刈果応報観も取り入れられ

ており、そこに中国的要素を見出すこともできる。こうした議論

により、呉氏は日本の心学を東アジア儒学全体の視野において研

究することの意義を説いた。 ここでスピリチュアリティーとは「個々人による聖なるものの体験」

をいう。これは近代化の産物であり、個人主義に基づく。近代化、

グローバル化された世界の1I1で、団体や会社はあてにならず、自

分自身をあてにするしかなくなってきている。また、流動的な社会

の中で人は明確な自己規定ができなくなってきている。そのことが、

|'|分自身で考えることや真実の自己の探究への欲求をもたらし、瞑

想の需要をもたらした。仏教は個人の体験を重視するスピリチュア

リティーや瞑想をその重要な要素として含んでおり、それがアメリ

カにおける仏教の成長の大きな要因である。また、仏教は、多様な

宗教が共存していくための寛容性、開放性も備えているので、アメ

リカにおける仏教の成長は今後も続くであろうと論じた。

各発表の後には村上勝三研究員が、それぞれの発表に対する

ハンナ・アレント研究をはじめとする政治哲学研究で著名なタッ

サン氏は、ここ数年「世界政治(コスモポリティック)」という概

念でもって、「世界」という概念についての哲学的な考察を展開

している。今回の発表では、まず、この「|I1界政治」の観点から、

政治哲学的に考察された｢枇界化」ということと経済的な「グロー

バリゼーション」とを区別する必要性が指摘された。その上で、

人間の世界への関わり方を考える際に経済(オイコス)的、ネ|会・

文化的、政治的という三つの次元に峻別することによって今Hの

｢世界政治」ということの意味を考える必要性が提起された。

武蔵野大学教授で)'1センター客員研究員のケネス・田中氏は「ア

メリカに浸透する仏教：その現状と意義」と題する発表を行った。

これは、現代アメリカにおいて仏教に関心を持つ人の数が極めて

まとめと|H1題提起を行い、

続く総合討論では、山口

一郎研究員の司会のもと、

フロアからの発表省に対

する質疑も交えた豊穣な

議論がなされた。
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llﾌﾗﾝｽ研究集会一国際井上円了学会
白井上円了とその時代

ない、井上|ﾘ了の出生から東京大学で受けた教育、その後の哲学

館の創設、著述活動の概要、全国行脚や|廿界旅行などの実践的

活動など、I'I了の生涯および多岐にわたるその活動について、万

通なく整理・紹介をした。次に、竹村研究員が、「井上円了の哲

学について」と題した発表を行なった。三浦研究員の発表が井上

円rの生涯や実践的な活動にﾉj点を置くものであったのに対し、

竹村研究員の発表は、その哲学観、すなわち井上円了が「哲学」

というものを詣学および実践との関係においてどのように捉えて

いたのかという点をめく・るものであった。午前の部最後のライナ・

シュルツァ客員研究員による発表「大乗哲学とスピノザ哲学の比

較についての井上円rの考え」は、円了思想と西洋思想との比較

に基づいてその広範な射秘を検討するものであった。井上円了の

2012年6月30日仕)、フランス、コルマール近郊のキンザイム

に位置するアルザス・欧州ll本学研究所(CEEJA)において、

|可研究所およびストラスブール大学H本学科との共催のもと、

国際井上l'l了学会フランス研究集会「井上円了とその時代」が

行なわれた。この研究集会は、2012年9月のl玉l際井川!1了学会

の正式な発足に先立って、この明治期の哲学者・教育者の思想

を国際的な視野から評価するための国際的なネットワークの形

成の一環として開催されたものである。

竹村牧男研究員の開会の辞のあと、ストラスブール大学日本

学科教授のサカエ・村上＝ジルー氏から歓迎の辞をいただき、

黒田昭信客員研究員の両l会で研究集会午前の部がはじまった。

まず、三浦節夫研究典が「井上|リrの生涯」と題した発表を行
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‘思想とスピノザ哲学とを比較検討する
1 W
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率瞬里q薗部韓P枠和 ニゴ
あ＝

ことで、井上l'l了自体を日本の比較哲
箪欝

学の先駆肴とみなすことができるとい

う展望が開かれることが示された。

午後の部は、井上円了の思想およ

び活動を、日本近代思想史およびH本
■－－

匹豊 一一章の近代化という文脈のなかに位置づけ

ることを大きな課題とするものである。まず、パリ国際大学都

市日本館図書館司書の市川義則氏の発表「井上円了の洋行と日

本人の海外移住一民衆教育者としての一側面」は、井上円了

の幾多の海外旅行のなかでもほとんど注Hされてこなかった南

米旅行に焦点を当てるものであった。市川氏は「南半球五万哩」

などの井上円了の旅行記や同時期の記録などを比較検討するこ

とにより、井上円了の洋行がどのような意義および問題点を有

していたのかを豊富な資料を用いて明らかにした。

続いて、ボルドー第3大学准教授のエディ・デュフルモン氏か

ら「唯物論と無神論を巡る論争一中江兆民、井上円了と仏教」

と題した発表が行なわれた。デュフルモン氏は、専門としている

中江兆民の思想と井上円了の思想との比較考察を通じて、明治

思想史における仏教の位置について興味深い視座を提起した。

「明治期に於ける仏教の状況について」と題されたフレデリッ

ク・ジラール客員研究員(フラ

ンス極東学院)の発表は、まさ

しくこの時代のH本における

仏教の状況をいっそう多角的

に検討するものであった。ジ

ラール研究員は、ドイツの比＃

一
一

。
一

一
一
》

『
“
《

ラール研究員は、ドイツの比較神話学者・東洋学者マックス・

ミュラーや|ﾘl治期に日本を訪れたフランス人の仏教学者など多

方面な影響関係を考慮に入れつつ、国内での大教院や各大寺院

などの仏教制度あるいは法的制度の変遷についても留意し、明

治時代の仏教思想の見取りⅨIを的確に描いた。

最後の黒1l1客員研究員（フランス、セルジーーポントワーズ

大学准教授)の発表「思想史の方法論一思想の受容史から受

容の思想史へ」は、明治以|朧のH本の哲学史において「主体」

という語を哲学川語として最初に用いたのは井上l'j了であるこ

とを考察の起点とし、この概念の受容の過程に見られる諸問題

の検討を通じて、これまでの思想史の主たるアプローチであっ

た「思想の受容史」という態度の再検討の必要性を喚起した。

各々の発表には参加者から多くの質問やコメントが寄せられ、

活発な議論が展開された。国際井上円了学会の正式な発足に先

立ち、井上円了研究の意義を内外に示すには十分な成果を残す

ことができた。

ブータンにおける多文化共生研究集会
第3ユニットでは、2012年8月23m

から30日にかけて、ブータン王|玉lにて、

｢ブータンにおける多文化共生研究集

会・現地調査」を行った。これは、多文

化共生社会の思想基盤の研究をll的とす

る本ユニットにおいて、ブータンで研究

集会を開催し、現地の僧侶にも発表して

もらい、また、現地での多文化共生の実

発表いただいた。

研究集会ではまず、宮本研究員がセンターの概要と研究集会

の趣旨説Iﾘlを行った。

ブータン僧侶LopenSonamBomden師より、Spirituality

andHappinessという発表があった。これは仏教における幸福

とは内面の幸福にあるという基本原理を踏まえつつも、ブータ

ンの{牌侶が世俗や社会とのかかわりのもとでその幸福実現に寄

与していることを述べたもので、宗教と社会の共生という観点

から極めて興味深いものであった。

また、ブータンの国分寺(中央僧団(CentralMonkBody))の

事務局長(SecretaryGeneral)であるLopenGempoDorji師に

は、ブータン仏教の歴史的背景についての発表をしていただい

た。はじめに、師の属するマハームドラー（大印契)の伝統では、

止(シャマタ)と観(ヴィパシュヤナー)が重視されるとの説明があ

り、そのあと、呼吸に集中する瞑想法である数息観をみなで行っ

た。師の発表後の質疑応涛では活発な意見交換がなされた。

日本側からも参加者が発表・質疑を行った。

もらい、また、現地での多文化共生の実地調査を行うという趣

旨のもと行われたものである。

参加者は、宮本久義研究員、永井晋研究員、橋本泰元研究

貝、堀内俊郎研究助手、三澤祐刷PRA，斎藤明客貝研究員(東

京大学大学院教授)、井上忠男客員研究員（日本赤|字秋田看

護大学教授)の7名であった。

2日間行われた英語による研究集会では、ブータン側から

は、タシチョ・ゾン(国王のオフィスであるとともに、ドゥク・

カギュ派を中心とするブータン仏教の総本111でもある寺院)か

らLopenSonamBomdenおよびLopenGempoDorjiのI山j師に、
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教の「共生」への知見

を得るという実地調査も

大きな主眼の一つであっ

た。視察・調査を行った

のは首都ティンプー、古

都プナカ、国内唯一の空

永井研究員は、神経科学者／現象学者であるフランシスコ・

ヴァレラの「空の現象学」の構想、および「神学的現象学」にお

ける自己意識から自己触発への還元的移行のll1題を考慮しつつ、

シャマタ・ヴィパシュヤナーの哲学的意味について議論した。

橋本泰元研究員、井I忠男客員研究員も、それぞれ、多民

族社会における共生という観点、人道と共生という観点から発

表・質疑を行い、三澤PRAもH本内でのブータンに対する関心

の高さなどを紹介し、質疑が行われた。

斎藤明客員研究員は「宗教と平和一仏教を中心として－」と

題する研究発表を行い、堀内研究助手は無著(アサンガ)の『摂

大乗論』における唯識説について発表を行った。

今回のブータンにおける研究集会では、昨今「幸福の同」と

して注目を浴びているブータンの実情を見極め、多文化・多宗

港のあるパロの3か所であり、すべて西ブータンに限られたが、

期間巾、多くのラカン(寺院)、ゾン(城塞の意。現在では役所・

寺院)、尼僧院、国立僧学校を視察することにより、その点につ

いても多くの成果が得られた。

今凹のブータンでの研究集会、実地調査は実り多いものであ

り、第3ユニットの課題である多文化・多宗教の共生について

も、多大な示唆が得られた。

|研究会報告
白第1ユニット第1回研究会

職した外l玉1人哲学教師については-1893(明治26)年から1914

(大止3)年にかけて在職し、比較的著名なケーベル(Raphaelvon

Koeber)以外は－，フェノロサに先立って1874(明治7)年から

1879（明治12)年まで在職したサイル(EdwardW.Syle)も、フェ

ノロサに続いて1879(明治12)年から1881(明治14)まで在職し

たクーパー(CharlesJamesCooper)、1886(明治19)年に在職し

たノックス(GeorgeWilliamKnox)、1887(明治20)年から1892

(明治25)年まで在職したブッセ(LudwigBusse)らも、東京大学

の哲学教師としてのその実態はほとんど知られていない。

講演では、1874(明治7)年に法学科で哲学系科目を担当した

サイルから、1889(明治22)年に文科大学(文学部)で哲学(古代

哲学を含む)、論理学、心理学、審美学、倫理学などを担当した

ブッセにいたる外国人哲学教師の講義の、(a)授業科目名、(b)授

業の配当学部(学科)、(c)授業の内容、(d)これまで外同人哲学教

師の講義録を残していることが確認されている(残している可能

性がある)受講生について、渭沢満之の未公開ノートや、これま

で精査されていなかった諸資料を参照しつつ確認した。

鑑 本年度第1lmlHの第1

ユニット研究会が、6H27

日(刺、東洋大学白山キャ

ンパス3号館3206教室に

て行われ、大谷大学准教

授の村山保史氏が「明治

」という題目で発表した。

一
一
一
儀
認
〕》

鰯
期の東京大学における外国人哲学教師」という題目で発表した。

1878(明治ll)年に東京大学は外国人哲学教師としてフェノロ

サ(ErnestFranciscoFenollosa)を招聰している。n本美術の評

価者としての功績が知られるフェノロサであるが、東〃(入学での

担当科目は哲学や理財学(経済学)などであった。彼が講義を通

じて多くの思想家たちに影響を与えたことは履修者のlpl想・伝聞

として伝えられているが、フェノロサが(1)いつ、(2)どのような科

目を、(3)どのような内容で講義したかについては‐lX2)につい

てはいくつかの報告があるが、(3)についてはほとんと報告がなく

－まだ|分には研究されていない。また、在職期間が1878(明

治11)年から1886(明治19)年であったフェノロサに前後して在

● ● ● ● ● ● C O ● O ● ● ● ｡ ■ ■ ● ● ■ ● ■ ■ ● ● ● ● ● ●●●自由■■●■●●●｡●●●｡■｡●●卓 ● ● ｡ ｡ ● ● ｡ ｡ ｡ ● ● ■ ｡ ｡ ◆●

白第1ユニットﾜー ｸｼｮﾂプ『西田幾多郎の宗教哲学ｷﾘｽﾄ教と仏教の立場から」
山キャンパス5－号館5201教室において開催された。アメリカ・

ルーター大学准教授で当センター客員研究員のゲレオン・コプ

7月11H(刺、第1ユニット主催ワークショップ「西田幾多郎

の宗教哲学キリスト教と仏教の立場から」が、東洋大学[」

5IRCPNewsletterW1､4



フ氏、日本大学教授の小坂国継氏、ルーテル学院大学非常勤講

師の石井砂母亜氏の三名を提題者とし、丙111幾多郎の宗教哲学

を巡る熱のこもった議論が展開された。

爵まず、仏教学者として知られるケレ オ

雰
無事」といった言葉と結びつけていた。コプフ氏は禅仏教にお

ける「平常」という言葉の文脈を明らかにしながら、IMII1の「平

常底」という用語の使用法の特徴を浮かび上がらせた。コプフ

氏によれば、禅語録は重層的構造をもつ。禅語録は、実際に行

われた禅問答、それに対する語録編纂者の解釈と詩、この問答

を引用する別のテクストや実践が重層的に重なり合うものであ

る。西川はこの重層的な間テクスト性に注意を払わず、自らの

非二元論的体系の構築のために、自らの文脈に引き付けながら

｢平常底」という語を使用したのである。しかし'同1時に、仏教的

概念を学術的な哲学の体系の中に組み入れたりその逆も行った

りしたこと、あるいは非二元論的体系を構築したことなど|川H1

の大きな功績を忘れてはならないということも指摘された。

次に、石井砂母亜氏が、西田哲学とキリスト教の問題を、特

に愛の問題を中心に論じた。まず石井氏は、西田哲学における

宗教の意味、キリスト教を問題にする意義に関して簡単に説明

し、次いで「私と汝」という問題を通して、キリスト教的なア

ガペーの問題を論じた。西田にとって私と汝の関係とは、決し

て一つになることのできないものが応答し合うという関係であ

る。しかも、応答すべき汝は、「昨日の私」まで含むものであ

り、私は常に応答を迫る汝の呼び声にさらされ続けている。責任

(responsibility)とは応答(response)可能性のことであり、それ

ゆえ、私は応答を迫り続ける汝の呼び声に対して無限の責任をも

つことになる。しかし、有限な人間が無限の責任を果たすことは

できないため、私は原罪としての罪意識をもつことになる。この

罪意識の中での人間の再生可能性として、神のアガベーが考え

られることになるのである。神が自らを無化する巾で、人間は神

の愛を通して他者と結びつく。こうして、西田の絶対無は、キリ

スト教のアガペーと切り結びながら、人間の根底を見つめる宗教

哲学として展開されるのである。

最後に、小坂国継氏が、西田幾

多郎が展開した宗教哲学について

概観する発表を行った。小坂氏は、

IIWIHが自らの宗教観をはっきりと打

ち出した三つの著作を概観しながら、ち出した三つの著作を概観しながら、西田の宗教哲学を特徴づ

けた。まず西lllの初期の代表作『善の研究」の宗教観を概観す

ると、その特徴として、汎神論に共感的であること、道徳の延

長線上に宗教が位置付けられること、悪の問題に対する積極的

な言明が少ないことなどが挙げられる。一方、中期の代表作で

ある「叡知的世界」では、道徳的自己の破たんを通して宗教が

考えられ、道徳と宗教の断絶が強調される。ただ、自己の側か

らの自己否定としての宗教という側Iniが強い。西lllの死後に発

表された遺稿論文「場所的論理と宗教的世界観」では、我々の

自己の自己否定と、超越者の自己否定が相即する「逆対応」が

打ち出される。さらに、仏教が｢内在的超越｣、キリスト教が｢超

越的内在」と考えられるが、西田は「内在的超越のキリスト」

を構想したという点で注目に値するということが強調された。

三人の提題の後、捉題者問の質疑、フロアを交えた質疑が

行われ、活発な討議が展開された。
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白第1ユニット第2回研究会
第1ユニット第2回研究会が､7月27H㈱、東洋大学白山キャ

ンパス5号館特別会議室において開催された。発表者は朴|楽勉

研究員、発表題目は「哲学導入期の「実在」問題」である。

本発表では、西周によりⅡ本に導入された「打学」がその:'i

初いかなる知的探究として理解されていたかということを探る

第一歩として、「実在」概念に関する井上哲次郎の思考を辿っ

た。「実在」は西洋哲学の根本問題であり、この問題がいかに

受けとめられたかという点に「日本哲学」の出発点が示されて

いると思われる。具体的には、彼が教鞭をとった東京大学文

学部哲学科に学んだ井上円r，三宅雄二郎、清沢満之、さら

6

には西田幾多郎にまで影響を与えた哲治郎の「現象即実在論」

の方法的核心を取り出すことを試みた。

哲次郎は論文「現象即実在論の要領」(1897)において、古

来哲学界に存する実在論(Realismus)と唯心論(Idealismus)と

の対立の根本に「実在(reality)」とは何であり、それをいかに

究明すべきかという|川題があると言う。彼自身は"reality''を、

｢現象ノ裏面」（｢倫理新説』1883)にあって直接認識できないが

｢吾人の脳中に存するもの」と言い、その探究に関しては「現

象に就きて徹底せる考察をなし、其還没する虚より一転して到

達するを得べきなり」（要領381)と言っている。同論文では、
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保持しつづけることであ

る。ただこのように「実

在」の常住不変性や超越

性を強調しすぎると、そ

れと「現象」との関係

性、すなわち「現象の

裏面」の意味が理解し

て写象する〔表象する〕」

(a)我々が経験する感情や思考などの主観的現象の分析を通じ

て、それらの根底に人格や精神などの「心的実在」を直観して

いく過程、(b)心的現象を脳の作用とする科学的研究のうちで、

個々の現象を包含する自然一般の客観的実在が見出されてくる

過程、(c)特殊現象の解釈がそもそも普遍的理法を論理的に要

求するに至る過程を順次分析している。さらに後年の論文『認

識と実在の関係」(1901)では、主観的分析と客観的分析を超

え「客観主観を融合員徹せる一如的実在｣の論証を試みている。

哲次郎の思考に顕著なのは、「実在」の直接知を認めず、あ

くまで現象経験の分析を通じて論証するという批判的尺度を

■

ｉ
１
－

邸一
再0

4メ零
コ‐

裏面」の意味が理解しにくくなる。「世界の実在を活動とし

て写象する〔表象する〕」という哲次郎自身にも残された課題

にいかに答えるのか。それが以後の「哲学」に、そして今日

の我々にも課せられた課題であると思われた。

●●｡｡■GGGGGG■●eGC●･●●●｡●｡●■■■■●●●●●由●●●●｡●●●｡｡●｡■●●●●■●●■由●●●●●●●●■■■●

自第1ユニット第3回研究会

素が見られる。藤樹は普遍主義的な立場から、中国の皇上帝

や太乙神などの観念を、「我の為に用いる所」として積極的

に受容した。しかし、その藤樹における宗教信仰には、さら

に日本の神道思想の要素がある。つまり藤樹には、中国の宗

教観念をH本の神道思想として読み直し受容していた思想的

傾向があったのである。

呉氏は、この現象を「本土化」あるいは「現地化｣、つまり「H

本化」として紹介され、中江藤樹の外来宗教の摂取の仕方を、そ

の典型例として位置付けられた上で、かかる「現地化」が、中江

藤樹以降の勧善思想家たち、すなわち浅井了意、藤井獺斎などに

も見られることを実証的に論じた。

呉氏によれば、歴史上の文化交流は、決して一方からの抑

圧的なものではなく、むしろ相手の文化を取り入れると同時

に、それを読み直し、場合によっては批判を行ってきたもの

であり、その「読み直し」ないし「現地化」は、現地の一般

民衆に外来の有益な教えを広めるための措置であったと結論

付けられた。

第1ユニット第3回研

究会が、9月13II，東洋

大学白山キャンパス6号

館文学部会議室にて開

催され、中国・復旦大

学教授で当センター客

塾2f溌鎧
1

戸
、

『
醒
雫
一

貝研究員の呉震氏の発表「近世日本における中国善耆の流伝

およびその影響：中江藤樹の宗教観を中心に」がなされた。

「近江聖人」と称された中江藤樹の「鑑草」は、日本善耆

史上、最初の言であり、江戸思想史上に顕著な足跡を残し

た。中江藤樹は明末の思想家である顔茂猷の『迪吉録」を重

んじ、「鑑草」全61条の勧戒条例のうちその48条をこの「迪

吉録」から採録した。

呉氏は、「鑑草」を『迪吉録」の節録として紹介し、その

受容の特徴を分析した上で、その後の江戸思想史上に見られ

る「迪吉録」の影響について論じた。

呉氏によれば、中江藤樹の宗教観には、明らかに中IKI的要
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白第2ユニット第1回研究会
4月23日(月)、東洋大学白山キャンパス6号館文学部会議室

にて、村上勝三研究員が「デカルト形而上学の方法としての

｢省察meditatio」について」と題した研究発表を行った。形

而上学を構築して行く場合にどのような途を辿るのか。もし

形而上学が第一哲学として解され、この形|川上学に基づいて

学問的知識の形成が始まるのならば、その途は通常現解され

ている「論証」ないし「証|ﾘl」を方法とすることはないであ

ろう。なぜならば「論証」にしろ、「証明」にしるあらかじ

めそれらが成立するための規則を必要とするからである。本

発表では、デカルト形而上学の「方法methodus」が「省察

meditatio」という概念を主軸に据えながら解明された。

以ﾄｰの順序に従って発表は行われた。I.デカルトの

｢方法」に対するライプニッツの批判、Ⅱ．「記述の幾何学

的な様態modusscribendigeometricus｣、Ⅲ．「普遍的マ
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テーシスmathesisuniversalis」と「一つの一般的方法une

Methodegenerale｣、Ⅳ、コギトの形而上学、1.形而上学、

数学、物理学の階層化、2．デカルト形而上学の方法。

検討の結果明らかになった主な点は以下のとおりである。

第一に、1636年、37年におけるデカルトの思考に「規則論」

において展開されている方法による諸学の統一という構想が

残っており、そのことは『方法序説」「第4部」の形lij上学

が途上のものであることに応じている。第二に、「省察』に

おいて「思い(思惟)」を空間化された領域(数学)に適用する

場合の「順序」が「(純

粋な）抽象的マテーシ

ス」と呼ばれ、空間に

おける個別的な領域(物

理学)に適用する場合の

｢順序」が「(純粋な）マ

テーシス」と呼ばれる。

一
Ｊ
’
一

１－一朝
一
一
一

穂
テーシス」と呼ばれる。この「順序」は思いを思いの領域(形

而上学)に適用する場合の方法である。「順序」ということが

形lilj上学の方法と「マテーシス」を貫いている。
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白第2ユニット第1回｢ポスト福島の哲学｣講演会(Jo-P｡デﾕピﾕｲ､－ﾉ瀬正樹）
7月4日(水)、東洋大

学向山キャンパス2号

館スカイホールにて、

第2ユニット主催の連

続講演会「ポスト福島

の哲学」の今年度第1

東京大学教授の一ノ

被害についての判断などに関し、論理的に考えうる選択肢を一

つずつ検討していき、まず放射線による健康被害の問題は結局

｢程度の問題」として捉えることが議論の前提となると論じた。

｢放射能問題」の「被害」の内実は何かを考えるには、混llﾘさ

れがちなさまざまなレヴェルの議論を解きほぐすことが必要に

なる。それを踏まえ、「放射線被曝という被害」と「放射能を避

けることによる被害」とを峻別すると、この「被害」の内実とは、

まさしく「放射線被曝によって癌死する」かもしれないことへ

の「不安感｣、「不条理感｣、「不信感」といった「不の感覚」に

あることになるだろう。だとすれば、この「不安感」を拭い去

る解決の方策の検証が必要になる。ここでもまた、科学的デー

タの信頼性、予防原則、目標リスク(放射線被曝)と対抗リスク

(目標リスクを避けるために生まれるリスク)の区別、「道徳的ジ

レンマ」の問題など、「放射能問題」を考えるにあたって論ずべ

き点を整理することによって、一ノ瀬氏は、最終的に、「安全」

を求めすぎることによって生じかねない「対抗リスク｣、避難と

いう行動がもたらすさまざまなリスクについて科学的に分析・

調査していく必要性と、それでも災害が起きてしまった場合に

対する｢高潔性｣･「覚悟｣の必要性を喚起することで論を閉じた。

一ノ瀬氏の講演が、氏の言う「認識論的アプローチ」に基

づいて現行の「放射能問題」を直接の対象としたのに対し、

続くデュピュイ氏の講演「破局的な出来事を前にした合理的

選択」は、「破局的な出来事」を我々が把握する際の「時間」

の捉え方を考察の糸口とする、「形而上学」的なものだったと

言えよう。とはいえ、問題となっているのは、我々が通常有

している態度そのものを考えなおすということである。我々

は「破局的な出来事」がいつか起きるということを知ってはい

るが、いつ起こるかわからない、あるいは起こらないかのよう

にふるまっている。この態度こそが分析の対象となる。この間

回目の講演会が行なわれた。講演者は、東京大学教授の一ノ

瀬正樹氏およびスタンフォード大学教授のジャンーピエール・

デュピュイ氏である。イギリス哲学を主な研究領域とする一ノ

瀬氏は、「3.11」以降、とりわけ日本における放射性物質の「低

線量被曝」がはらむ問題に関する議論をリードする論者であ

る。デュピュイ氏は、フランス理工科大学校(エコール・ポリ

テクニーク）名誉教授および現在はアメリカのスタンフォード

大学教授として、科学哲学、政治哲学、倫理学など多l肢にわ

たる領域で活躍しているが、これまでチェルノブイリをはじめ

とする原子力の問題や「破局」一般について多くの哲学的な

考察を展開してきた。デュピュイ氏の講演については、日本

学術振興会特別研究員の石川学氏が通訳にあたった。

一ノ瀬氏の講演「放射能問題の被害性：哲学は復興にlblけて

何を語れるか」は、「哲学は復興に向けて何を語れるのか」とい

う問いに正面から向き合い、哲学の役割を｢問題点の整理｣と｢考

える視点の提示」に託すという認識から出発する。問題点を整

理する際の軸としては、災害一般について長期的な視点から考

える「形而上学的アプローチ｣、今回の東日本大震災という特定

の災害について短期的に考える「認識論的アプローチ」の二つ

が考えられるが、今回の講演では、後者のアプローチを採用し、

とりわけ今回の福島第一原発事故による「放射能問題」に焦点

を合わせ、その｢被害性｣はいかなる内実のものかが検討された。

その上で、一ノ瀬氏は、原発に対する是非、放射線による健康
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題を考えるためにデュピュイ氏は、フラン

スの数学者が提案した「フラクタル」とい

う概念を援用しつつ、同一の行為を反復

するなかである時点で「破局的な出来事」

が到来するという事態に注Hする。ここか

らデュピュイ氏が強調するのは、「破間的

な出来事」とは、それが起きてしまってか

ことでしか認識できない、という構造であら、後から振り返ることでしか認識できない、という構造であ

る。このような｢破局的な出来事｣を把握できるためには、我々

の持つ時間認識そのものを考えなおさなければならない。通

常我々は、未来とは現在に行なった選択の帰結であるかのよ

うに考えている。その場合、将来起こるであろう「破局的な出

来事」に対し「前もって見通すこと｣、「予期」し「予防」する

ことが重要とされる。しかし、このような時間認識の限界は、

｢想定外のものに対する備え」という矛盾した言い回しに顕著

であろう。デュピュイ氏がこれに対して提起するのは、現在

■● ■● ●●■自由■●●●●●●●●●● ｡｡

ではなく、すでに「破局的な出来

事」が起きてしまった後の未来に

身を置き、そこから過去を振り返

るという、フランス語の文法用語

でいう「前未来」的な時間認識で

ある。この時間認識は「予定の時

間」という円環モデルで示された。

それは現在と未来を単線で捉えるのではなく、未来に起こりう

る「破局的な出来事」の後に身を置いてみることから出発し、

そこから時間を逆行し過去へと戻り、当の出来事を回避する

ために、現在の行為によって未来へと影響を及ぼすというか

たちで再び未来へと向かうという時間性である。

二つの講演の後、コメンテーターを務めた研究助手の渡名

喜庸哲よりいくつかの質問が提起され討論の口火が切られ

た。両講演者相互の問いや、来場者をまじえた活発な討議が

展開された。

●●の由自●●由 ■■ ●●●●●●●●●●●凸

白第2ユニット第2回｢ポスト福島の哲学｣講演会(ｴﾃｨｴﾝﾇ･ﾀｯｻﾝ）

本年度第2回目の「ポスト福島の哲学」連続講演会が、9月

22日出、東洋大学白山キャンパス1号館1307教室にて行なわ

れ、9月16日の国際シンポジウム「グローバルな現実にlhlきあ

う哲学」で招聰したパリ第7大学教授エティエンヌ・タッサン氏

が、「フクシマは今エコロジー的危機の政治哲学についての

12の提言」という表題で講演を行なった。

ハンナ・アレントをはじめとする20世紀の政治哲学を専門

とするタッサン氏は、2011年3月の東京電力福島第一原発事

故以降の「フクシマ」をめくゞる状況について、とりわけ、「全

体主義の起源」を著した政治哲学者ハンナ・アレントと、ア

ウシュヴィッツ、ヒロシマ、チェルノブイリなど20壯紀の

破局的な出来事にたゆまぬ考察を展開した政治哲学者ギュン

ター・アンダースの議論に基づいた考察を展開した。タッサ

ン氏によれば、「フクシマ」という川来事は単なる一つの偶

然的な事故として捉えるべきではなく、アンダースがその著

書を『ヒロシマはいたるところに」と題したように、現代科

学技術文明そのものに構造

4－－隆I
的に結びついた、我々が生

黙舞』｡D
きる「今」を指し示すもの

"-'&j｡､~、
として捉えなければならな

堅標
い･アレントとアンダース

がともに見てとっていたよ

うに、現代の科学技術は人間が自然を統御する道具ではもは

やなくなり、人間全体の生存を破壊しうるまで「自律」的な

ものへと変容した。「アウシュヴィッツ」と「チェルノブイリ」

の後、「フクシマ」という出来事は、もう一度原子力の脅威

に結びついた世界の全般的破壊可能性を指し示すことになっ

た。こうした角度からアレントとアンダースを今日読みなお

す必要性とともに、今日における「枇界」や「政治」のあり

方について哲学的に考え直す必要性が指摘された。講演会に

はセンター内外からの参加者があり、少人数ながらもきわめ

て活発な議論が展開された。

｡● ｡●●●申自●由●●● ■■●G■■●■■凸■●●■■●■ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡

白第3ユニット第1回研究会

第3ユニット研究会では、5月23日伽に、東洋大学白山

キャンパス6号館第3会議室にて、当センター客員ｲﾘI究貝の

IRCPNewsletterW1.4

バフマン・ザキプール氏が、「大乗仏教とイラン人との関

係：パルティア人から黎明の叡智へ」と題する発表を行った。
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イラン文化と大乗

仏教の関係を比較思

想的な観点から探究

しようとした意欲的

な発表である。概要

は以下のとおり。

イランという名を聞くと、通常、我々はイスラームの同や

文化を思い浮かべる。しかし、実際には、イランの文化や

文明は、ゾロアスター教とイスラームの文化という2つの極

により形成されている。この2つの極の間にはマニ教などの

ほかの諸宗教もあるが、それらはみな、このl'l'j宗教と密接な

関係がある。そして、イランの歴史を通じて、これらの諸宗

教の、出現、流布、併合、解散などを良く観察することがで

きる。現代のイランではイスラームが優勢な宗教として、と

くにシーア派という形態によってイランの中に広まっている

が、シーア派イスラームの背景には、その構成要素として

様々な宗教がひかえている。

それらの諸宗教以外で、ある特殊な次元と空間においてで

はあるが、仏教もまた重要な役割を担う要素である。仏教が

発生したのはインドであるが、この宗教はアショーカ王の時

代から徐々にイランの文化と諸宗教(特にゾロアスター教、

マニ教）と融合した。この融合が生じたのは、中央アジアで

あった。この地域で、商人たち、亡命者たち、使者たち、人

質たちの活動によって、イラン文化はインド・仏教の文化と

合流した。この融合は、次第に思想、宗教、言語、芸術なとﾞ

のような領域に拡がった。

このような議論に加え、氏は、中国における仏教の最初の

伝道師がパルティア人の安世高であったこと、古代イランの

｢光」の宗教が華厳哲学に関連するのではないかとの井筒俊彦

の指摘などを紹介し、イランの世界のうちにギリシア・イス

ラーム・インド世界を見ようとするスフラワルディー(12世紀、

イランの哲学者)の｢黎明の叡智｣の思想についても言及した。

｡●● ■●● ●●●●●●●自口■●■●●■■■巳｡●｡●●●●●由●● ｡｡●｡O●●eeG■●■■■●■●●●●●●の●■●■■●今●●●●●

白第3ユニット第2回研究会
7月4日(水)、東洋大学白山キャンパス5号館5201教室にて、

第3ユニット第2回研究会が行われた。発表者は宮本万里氏

(国立民族学博物館現代インド地域研究拠点研究員)、発表題

目は「ブータン、幸福社会という国づくり：同民の属性と境

界画定のプロセスから」であった。近年のブータンに対する

関心の高さを反映してか、会場には学内外からの多くの来場

者が参加した。

ヒマラヤ東端に位置するブータン王国。この国は近年、幸

福社会や環境先進目として注目を集めており、またチベット

仏教を国教とする最後の主権国家としても知られてきた。中

国とインドという二つの大国に挟まれながら、主権国家とし

て生き残るための難しい舵取りを担ってきたこの国の為政者

たちは、どのようにして現在のブータン像を作り上げていっ

たのだろうか。それを知るための手掛かりとして、発表では

まず国籍法や婚姻法における「ブータン人」像の形成過程

に注目し、時系列に三つの時期に分類した。国民像形成の第

一期は1950年代から60年代であり、初の国籍法が公布され、

領土内に定住する農牧民をほとんど区別なく包摂していった。

第二期は1970年代であり、国内の「異民族」間の婚姻を奨励

し、国語やI玉I史の共有をはかるなど、血と文化をとおした国

民の均質化がはかられた。第三期となる1980年代から90年

代は、そうした「国民像」の実体化を試みるとともに、「他

10

者」を明確にlil定し排除しようと

する他者排除の時代となっていっ

た。これが国際的にも非難を受け

た1990年代初頭の「ネパール系住

民」難民化を引き起こしていた。
族

一F－

1－ 侭
しかし、この時期からブータンは、同然環境保護への傾倒を

みせはじめる。政府は「すべての生き物に対する憐れみ」を

求める仏教の思想を根拠としながら、自然を守り育てるブー

タン人という国民像を構築し、当時のグローバルな環境主義

の潮流に呼応しつつ''1外へ表象するとともに、開発のスピー

ドを抑えることを公言したのだった。こうした自己表象は欧

米諸IFlに広く受け入れられ、多様な援助を得ながらブータン

の自然保護区は拡大していった。そして、人々は様々な情報

規制と開発抑制政策の下で、欲望を抑制し、「足るを知る｣、

従順で幸福感の高い国民として表象されるようになっていく。

しかし、政府の描く、こうした国民像は当然ながらすべての

国民を代表するわけではない。発表の後半では、「環境に優

しく」、「良き仏教徒」であり「禁欲的」であるような「ブー

タン人」像を構成する様々な属性や価値が、時に背反しせめ

ぎ合う様を、フィールドワークから得られた具体的な事例を

とおして描き出し、人々の生活世界における国民像の重層性

とその翻訳過程の多元性について考察した。
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||今後の活動予定

11月6日(州

11月14日㈱

11月28日㈱

12月7日(金）

12月12日体）

12月15日(土）

3月12日(火）

第3ユニット国際シンポジウム「共生の哲学に向けてイスラームとの対話」

講演者:AbdolrahimGavahi，DavoodFeirahi、BijanAbdolkarimi、HassanSeyedarab、

黒田壽郎、鎌田繁、森瑞枝、小野純一、永井晋

場所：スカイホール(東洋大学白山キャンパス2号館16")

第1ユニットWEB国際講義

｢日本近代における漢学と西学一中江兆民を中心に－」

講演者：吉田公平(東洋大学教授、IRCP研究員）

場所：特別会議室(東洋大学白山キャンパス5号館4階）

第1ユニット第5回研究会

｢井上円了における伝統仏教教学体系と仏教・哲学一致論」

講演者：佐藤厚(IRCP客員研究員）

場所：第3会議室(東洋大学白山キャンパス6号館1階）

第1ユニット第6回研究会

講演者：井上克人(関西大学教授）

場 所： 未定

第1ユニット第7回研究会

｢中国における日本近代哲学研究の現状」（仮）

講演者：呉光輝(廩門大学外文学院副教授）

場 所： 未定

第2ユニットシンポジウム

｢<法〉概念の時間と空間一く法〉の多様性とその可能性を探る」

講演者：葛西康徳(東京大学大学院教授)、鈴木賢(北海道大学大学院教授)、

堀井聡江(桜美林大学専任講師)、沼田一郎(東洋大学准教授、IRCP研究員)、

堀内俊郎(IRCP研究助手）

場所:6217教室(東洋大学白山キャンパス6号館2階）

第2ユニット第5回「ポスト福島の哲学」講演会

講演者：高橋哲哉(東京大学大学院教授)、村上勝三(東洋大学教授、IRCP研究員）

場所 ：未 定

＊イベント情報は、随時、ホームページ(http://www.toyo.ac.jp/rc/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

小路口聡◎

三浦節夫

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

菊地章太

客員研究員

黒田昭信

ライナ・シュルツァ

稲垣諭

村松聡

呉震

斎藤明

佐藤厚

研究助手

白井雅人

研究組織

吉田公平

岩井昌悟○

山口一郎◎

坂井多穂子

長島隆○

橋本泰元

朝倉輝一

大西克智

ゲレオン・コプフ

フレデリック・ジラール

バフマン・ザキプール

渡辺博之

バイカル

小坂国継

渡名喜庸哲

プロジェクトリサーチアシスタント

播本崇史 竹中久留美

相楽勉☆

伊吹敦

野間信幸

清水高志

永井晋○

渡辺章悟

曽田長人

(2012.11.1)

武内大

ジェームズ・バスキント

ケネス田中

小野純一

山内廣隆

井上忠男

堀内俊郎

三澤祐嗣

★＝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
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