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国際シンポジウム『共生の哲学に向けて」
ー■■

白 一 イラン・イスラームとの対話一

2012年11月6日(州、東洋大学白山キャンパス2号館ス

カイホールにて、国際シンポジウム「共生の哲学に向け
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陸

て－イスラーム

との対話」が開催

された。

これは多文化・

多宗教の共生への

思想基盤研究を

目的とする第3ユ

ニットが中心となって開催したシンポジウムである。そ

の趣旨は、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にあった。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両洋と東洋の中

I愚
問として、歴史を通じて諸文

化を媒介する役割を演じてき

蕊
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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、具体的には、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

巡って討議が行なわれた。平日にもかかわらず60名以

上の研究者や学生が参加する盛会となった。

当センターの宮本久義研究員(東洋大学教授）による

開会の辞の後、来賓のレザ・ナザルアーハーリー駐日イ

ラン大使からお言葉を賜った。発表者は、順に、アブド

ルラヒーム・ガワヒー（世界宗教研究センター長、元駐

日イラン大使)、森瑞枝(専修大学、｜玉l学院大学他非常勤

講師)、ダヴード・フェイラーヒー（テヘラン大学准教

授)、黒111壽郎(国際大学中東研究所初代所長)、ビジャ

ン・アブドルカリミー

(イラン・イスラーム

自由大学オープン大学

准教授)、鎌|||繁（東

京大学東洋文化研究所

教授)、ハッサン・サ 塞
イードーアラブ(EncyclopaedialslamicaFoundation主

任)、小野純一客員研究員（東京大学大学院博士課程)、

永井評研究員（東洋大学文学部教授）の9名であった。

各々の発表は、日本語、ペルシア語、英語によって行な

われたが、翻訳予槁集が配布され、また適宜通訳がつ

き、多言語で発表が行なわれた。

最後に行われた総合討論では永井研究員が司会を務

め、11本・イランの発表者同士の意見交換がなされた。
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イラン側への通訳の任には、バフマン・ザキプール客員

研究員があたった。なお、今回のシンポジウムの発表に

ついては、来年度に、当センターより冊子の形態で刊行

する予定である。

シンポジウム「<法〉概念の時間と空間」

白一く法>の多様性とその可能性を探る－

2012年12月15日出、国際哲学研究センター第2ユニッ

ト主催シンポジウム「<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」が東洋大学白山キャンパス

6-号館6217教室において開催された。中匡l法、インド法、

イスラーム法、ギリシア法の各領域で第一線で活躍する研

究者らが一|可に会し、

<法〉の概念そのもの

の多様性と可能性につ

いて、多角的な視点か

ら議論が交わされた。

主催する当センター

第2ユニット・プロジェクトリーダーの山口一郎の開会挨

拶の後、同じく第2ユニット研究員で当シンポジウムの実

質的な責任者である沼田一郎より趣旨説明がなされた。

このシンポジウムの意図を確認するためには、その開

催主旨をそのまま引用するのがよいだろう。「冷戦終結後

の世界は米ソという対立軸を失って、多元化・流動化し

た。また通信手段と移動手段の発達によって、人・モノ・

情報が地球上を自由に移動していると言ってよいであろ

う。しかしながら、国家や民族のアイデンティティがこと

さらに強調され、自らの常識や日常感覚の通用しない場

面に遭遇することも少なくない。およそ人間の生活する

空間にはく法〉が存在するが、しかしながらその現象形

態は極めて多様である。私たちは西洋法に由来する法体

系のもとで生活していながら、それとは異なる日本の伝

統的な法意識から自由ではない。同様のことが世界各地

の諸国家諸民族において経験されているとすれば、今一

度く法〉の諸形態を知ることが必要である。世界にuを

向けざるを得ない今の私たちにとって、〈法〉を改めて問

い直し、その多様性を善く理解することが求められてい

ると考え、今回のシンポジウムを企画した次第である｣。

こうした意図に応え、計5名のパネリストの報告が

あった。

まず、中国現代法を專門とする北海道大学大学院法学
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研究科教授の鈴木賢

氏の報告「中国的法観

念の特殊性について－

－非ルール的法のゆく

えをめく’って－」で

は、2008年の許霊事

件を題材に、現代中国件を題材に、現代中国における法観念の特殊性が論じら

れた。そこでは、現代中国において、法文解釈に忠実な

形式的正義よりも世論や社会通念を重視した実質的正義

に重きを置く点、法と政治とが未分化なかたちで連続し

ている点、さらに帝政期よりつながる法の「非ルール的

性格」など、近代西洋法とはかなり異なったく法〉観念

が形成されていることが示された。

続いて、インド古代法を専門とする当センター研究員

で東洋大学文学部インド哲学科准教授の沼田一郎が「古

代インドにおける倫理と社会規範一ダルマ(dharma)

とく法〉概念の接点一」と題した報告を行なった。こ

こでは、「法」と訳されるサンスクリット語の「ダルマ」

の多様な意味範囲を系統的に理解するために、その意味

の展開を歴史的にたどる試みがなされた。とりわけ『リ

グ・ヴェーダ｣、ウパニシャッド、ダルマ・スートラ、

さらには『マヌ法典」などでダルマがどのように主題化

されてきたかが示され、このような歴史的展開や社会背

景を視野に入れて「ダルマ」の多義性およびく法〉との

接点を探る必要性が指摘された。

3人目の報告者は、桜美林大学リベラルアーツ学群専任

講師でイスラーム法を專門とする堀井聡江氏である。堀

井氏は「イスラームにおける法の概念」と題した報告を

行ない、まず、神授法たるシャリーアと実定法としての

カーヌーンとの差異

を中心に、イスラー

ムにおいてく法〉が

どのようにカテゴラ

イズされているかを
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明快に示し、その後、こうしたカテゴリーが歴史的にど

のような変容をこうむることになったのかを指摘した。そ

の他の発表に比して、〈法〉とく神〉ないしその神学的基

盤がクローズ・アップされる興味深い発表であった。

第四に、インド仏教学を専門とし当センター研究助手を

務める堀内俊郎から「仏教における法概念の多様性一

思想史的観点から－」との発表があった。サンスクリッ

ト語の「ダルマ(dharma)」に端を発し中国で「法」と

訳された語は、仏教においては、多義性をはらみつつも、

Lawという意味での「法」ではなく、主に、「教え」なら

びに「もの・存在物」を指す。堀内研究助手は、インドの

仏教思想史を概観し、こうした独特のく法〉概念が、初

期仏教から、アビダルマ仏教、大乗仏教において、どの

ように解釈の変遷をたどってきたのかを明解に示した。

最後に、古代ギリシア・ローマ法を専門とする東京大

学大学院人文社会研究科西洋古典学研究室教授の葛西康

徳氏より「古代ギリシアにおける法(Nomos)の概念につ

いて－とくに立法および立法者に焦点を合わせて－」

という発表がなされた。ギリシア法は西洋法かという大

胆な問題提起のもと、プラトン「法律」やデモステネス

を中心とする法廷弁論資料を題材にし、「立法｣および｢立

法者」という視点からの古代ギリシアのく法〉の分析が

試みられた。全体を通じて「西洋」法という概念を相対

化するための示唆に富む視座が得られた。

その後の全体討論では各パネリスト間での質疑応答が

なされたほか、フロアからの活発な質問が出された。と

りわけ、遠方からもインド法や比較法などを専門とする

研究者の参加があり、有意義な意見交換がなされた。ダ

ルマ、シャリーア、ノモス、法、一つの語に訳されるも

のが、さまざまな時代、場所において、さまざまな経緯

をたどりいかに形成されてきたのか－その内実の一端

を共|可で開陳するきわめて有益な機会だったと言えよう。

WEB国際会議『哲学の方法としての直観と反省」

…
』ー

2012年10月13日

出、東洋大学白山キャ

ンパス5号館特別会議

室において、前年に引

き続き第2回目となる

WEB国際会議「哲学

の方法としての直観と反省」が行なわれた。

今回のWEB国際会議は、2011年10月15日に開催され

たWEB国際会議「普遍的方法論の可能性：デカルトと

フッサール」の成果を継承するものである。「直観」と「反

省」をめぐる豊饒な問題系について、国内外で活躍する

4人の哲学研究者一第一に、現象学を超えて哲学的諸

概念の解明へと切り込み、大きな成果を世に提供してい

るパリ第1大学のジョスラン・ブノア氏、ブノア氏と長い

交流をもちつつ現象学と論理学を一つの視点に収める理

論を構築している慶應義塾大学の|吋田光弘氏、「i白観」に

ついて、ヨーロッパ哲学とは異質の観方をもつ西''1幾多

郎の哲学についてヨーロッパ哲学との関連で研究してい

る本センター客員研究員の黒田昭信氏(セルジー・ポント

ワーズ大学)、それに本センター研究員で現象学、とりわ

けてもフッサールの発生的現象学を研究しているこの企

画の立案者である山口一郎研究員(束洋大学）－がそれ
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ぞれの立場から発表を行ない、4人に対し、現象学や間文

化哲学を専門とするウィーン大学教授のシュテンガー氏

およびデカルト褥学を専門とする国際哲学研究センター

の村上勝三センター長がコメンテーターとして発言した。

岡、氏、山口研究員、村上センター長の3名は東洋大

学会場から、ブノワ氏、黒田氏の2名はパリ会場(高等師

範学校ウルム校)から、シュテンガー氏はウィーン会場

(ウィーン大学)から参加し、この三拠点をインターネッ

トで接続することにより、WEB国際会議が実現した。

1rl会を務めた村上センター長のあいさつのあと、まず、

山1I研究員が「直観と反省をめく､って－内田とフッ

サール」という題目で発表を行ない、西田幾多郎が『自

覚における直観と反省」などで展開する議論をフッサー

ル後期現象学との対比的考察をとおして、いかなる方法

論的観点が問題にされうるのかを論じた。

次いで、フランスにおける西田をはじめとする日本思

想を講じる黒田昭信氏

が「行為的直観と自覚

一諸科学の方法の基

礎と哲学の方法」とい

う表題で発表し、西田

幾多郎における「行為

』呼罰,奔戸一

胴
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的直観」と「自覚」との差異について、「創造的自己」と

｢ポイエーシス的自己」の区別という観点から論じた。黒

田氏の発表はフランス語で行なわれた。

三番目に、同じくパリ会場から、ジョスラン・ブノワ

氏が「｢超反省」に対するいくつかの反省」という表題

で発表を行なった。ブノワ氏は「反省」という概念の伝

統的な理解がはらむ諸問題を指摘しながら、メルローポ

ンテイの『見えるものと見えないもの」のなかから「超

反省」という考えに注目し、この考えがもつ方法論的な

価値を提示した。

最後に、岡田光弘氏が「論証形成における直観的明証

性と形式的明証性」という表題で発表を行なった(発表

は英語)。岡田氏は当センターの前年のWEB会議の主

題であった「普遍的マテーシス」の問題を引き継ぎなが

ら、とりわけ「直観的明証」と「形式的、演緯的明証」

との差異に着目しながら、「論証形成」の問題を、科学

および哲学の普遍的方法論の問題として論じた。

以上の4名の発表に対し、

ゲオルグ・シュテンガー氏

からまずlllu研究員、黒III

氏、ブノワ氏に対し、「直

観」と「反省」という概念

の哲学的理解をめぐる、ときには厳しい批判も辞さない

きわめて有意義なコメントをいただいた。岡、氏の発表

に対しては、村上センター長より、「直観」という概念を

めぐり、デカルトおよびライプニッツに関し、最新の知

見に基づいたコメントがあり、活発な質疑があった。最

後に、全発表者のあいだでの討議が行なわれた。

全体を通じ、ネット空間上のWEB会議システムを介

した発表・討議であり、しかも議論においてもH本語、

フランス語、ドイツ語、英語が乱れ飛ぶなど、諸々の制

約はあったが、第2ユニットが掲げる東西哲学を貫く世

界的な方法論研究の可能性という点では、内容的にも形

態的にもきわめて貴重な機会であった。

WEB国際講演会旧本における漢学と西学」

白一中江兆民を中心に－

2012年11月14日伽、

東洋大学白山キャンパ

ス5号館特別会議室に

おいて、東洋大学国

際哲学研究センターと

ストラスブール大学日

その後、漢字の意味をも活用した。音標文字としては漢字

は画数が多いのでカタカナ・平仮名を考案して、真名(漢

字)と併用して文字社会を豊かにした。第二次西学(西欧

学)が流入して漢学と拮抗する。近代社会を開拓したのは

西欧学であるが、漢学が受け入れる基盤でも、抵抗する

砦でもあった。旧学に立てこもるものもいたが、漢学の基

礎をしかと身につけていたものは、むしろ国際情勢を察知

して積極的に受容し、第三の道を選択し、独自の成果を歌

い上げた。その一人が中江兆民である。中江兆民は奥宮

慥齋に陽明学を学び、フランスに留学して哲学を習得し、

帰|玉l後は仏語塾を経営する傍ら、自由民権運動の論陣を

張り、社会活動を果敢に行った。実生活は矛盾に満ちて

いたが、唯物論を主張し、平民社グループの運動が不徹

底であると酷評して、新平民の問題を包み込んだ、差別

ほ
哲
學
農
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本学学科との共催によるWEB国際講演会が行なわれた。

吉田公平研究員による講演「日本近代における漢学と西

学：中江兆民を中心に」をWEB会議システムを使用する

ことによってストラスブール大学の大教室のスクリーン

に映し出し、日本とフランスを結んだWEB講演が行われ

た。ストラスブール大学の会場には日本語を学ぶ多くの

学生が集まり、講演後の質疑応答では、WEB会議システ

ムを介して活発な議論が交わされた。

発表者による講演要旨は次のとおり。

日本は東アジア漢字文化圏の中で歴史時代に入った当

初から漢字文化の恩恵を受けて古「日本語」を記述した。

漢学は日本にとっては第一次西学である。漢字が持つ音

標機能を借用して日本語を表記した。万葉仮名である。

反対論を展開して、

大きな影響力を持っ

た。この運動は大阪

を活動の拠点とした

大阪陽明学会が継承
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して、機関誌「陽明」『陽明主義」を刊行した。孟子・王

陽明・大塩平八郎・ルソー・中江兆民という系譜を打ち

出し、孫文・レーニンを認知する。また明治・大正時代

に、反権力運動の権化であった宮武骸骨とも親交があっ

研究会報告

た。中江兆民の自由民権理論は先に土佐の人々に継承さ

れ、それが大阪でも展開された。しかし、大阪陽明学会は

保守派との内部抗争が原因で破綻するが、中江兆民の儒

学・'場明学は臣民派の間でも別の形をとって継承された。

白第1ユニット第4回研究会
ー一一‐唖 2012年10月31日

(刺、東洋大学白山キャ

ンパス3号館第2会議

室にて、岩井昌悟研究

員による発表「H本を

孝」が行なわれた。どう考えるのか：井上円了の忠と孝」が行なわれた。

井上円了は一貫して|可じことを述べたのか、それとも

途中で立場が変わったのか。実はこれがとらえにくい。

たとえば「奮闘哲学」（大正6年)で「護国愛理」に関し

て円了は「かつて「仏教活論」を著せし当時、護国愛理

を唱え、学者は一方に真理を愛し、他方に同家を護せざ

るべからずと説いたことがある。（中略)つまり向上門に

ありては愛理を目的とし、向下門にありては護匡lを本意と

すべしとの意なりしが、爾来数十年の経験を積むに従い、

(中略)護国のうちにおのずから愛理のあるを発見するに

至った」と述べており、この言説からすれば、何かしら

の思想的変化が認められてしかるべきであるが、この新

しい発見であるべき「護国のうちにおのずから愛理のあ

る」は、実は明治20年の「仏教活論序論」で「余は、い

わゆる愛瑚を先にして、護国を後にするものなり。しか

れと．も、その真理を愛するの本心は護国の一念に外なら

ざるをもって、余が真理のために喋々するもの、みな護

国の精神にあふれて外に流るるもののみ」と、ほとんとゞ

違いの分からない内容がすでに述べられているのである。

そこで本発表では試みとして「教育勅語』発布(明治

23年）をターニングポイントとして思想的な変化があっ

●■■●■■●●■■●●■■■■●● 中中 ■｡､●

たのではないかとの仮説に基づき、『教育勅語』の前後

で思想がどのように変化しているかを、いくつかの視点

に絞って比較検討してみた。「教育勅語」以前の著作の

巾心は仏教再興を月的としており、仏教再興のためにキ

リスト教を排撃し、キリスト教排撃のためにハーバー

ト・スペンサーの社会進化論を援用し、そして仏教再興

がH本独立の維持につながるとするのであるが、「教育

勅語」以後は、それ以前には見られなかった「忠孝一致」

論が強く打ち出されていることが看取される。しかもこ

の「忠孝一致」は実現すべき理想といったものではなく、

前提とされ、すでに実現しているものとして扱われてい

る。ここには思想の変化とまでは行かずとも、力点の変

化は容易に見て取れよう。

なお社会進化論に関しては、『破唯物論」（明治31年)で

｢これを生物学もしくは有形学の範囲にとどめずして哲学

上に及ぼし、心理も社会も道徳も宗教も、みな進化の一

本槍をもって取り扱わるるに至りたるは、余輩の賛成せざ

るところ」として適川範囲を限定しようとするものの、「活

仏教』（大正元年)では再び「すべて活物は必ず発達す、

草木動物、人類社会みなしかり。活物ならざるものもまた

進化す、天体、地球のごときこれなり。したがって人類社

会の特産たる学芸、美術、

政治等に至るまで、一とし

て発達進化せざるはなし」

といった言説が見られ、終

始強い影響が見える。

●●｡｡●●｡●●●申●●●●由●由●●■●■由
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白第1ユニット第5回研究会

2012年11月28B(水)、東洋大学白山キャンパス6号館

第3会議室において客員研究員の佐藤厚氏による研究

IRCPNewsletterVo1．5

発表が行なわれた。題目は、「井上円rにおける伝統仏

教：教学体系と仏教・哲学一致論｣。発表者による要旨
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I二三
た。本書の中心の一つは、仏教が西洋哲学や科学と一致

することを説いたことであった。この中、円了における

仏教と哲学との一致(仏教・哲学一致論）とはどのよう

なものであっただろうか。普通に考えると、仏教と西洋

哲学とをそれぞれ研究し、それらの一致する点を見出し

て両者を結合するという形が考えられるであろう。

しかし、円了の基本的な考え方は、H本の江戸時代に

存在し、宗派を超えて仏教の一般認識となっていた仏教

体系、すなわち①倶舎宗、②法相宗、③天台宗・華厳宗

という枠組みであると考えられる。発表者は、それを

｢伝統仏教体系」と呼ぶ。円了は、この伝統仏教体系の

三種類の仏教教理を、天台宗の三諦の論理(仮、空、中

道）によって関連付けるほか、人間の思想発達の規則に

該当させるなど、新たな概念を付与した。そして、これ

に西洋哲学を当てはめるのである。

｜ﾘ了は、①倶舎宗、②法相宗、③華厳宗・天台宗に該

当する西洋哲学を、①唯物論、②唯心論、③唯理論の三

論とした。発表者は、これら西洋哲学の三つの論は、西

洋哲学にそうした考え方があったというよりは、伝統仏

教体系の教理に適合する考えを西洋哲学から探し出し、

仏教体系に当てはめたものと考える。ゆえに思想史的に

齪齢が生じている部分もある。

このように円了の仏教・哲学一致論は、仏教と西洋哲

学の双方を均等に見て、その対応を構想したのではな

く、江戸時代の仏教学に軸足を置き、それに新たな意味

を付与しながら、明治になって紹介された西洋哲学を当

てはめていったものである。ここから思想史的に江戸時

壽
鑓

鶴零奄齢

辱稽毎

A恢鰹緯癖

代と明治時代の狭間

にいた円了像を見る

ことができるのであ

る。

与一“8コ
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白第1ユニット第6回研究会

2012年12月7日(金)、東洋大学白山キャンパス3号館

3304教室において、第1ユニット第6回研究会が行われ

た。発表者は関西大学文学部教授の井上克人氏、題目は

｢明治の哲学界：有機体の哲学とその系譜」であった。

「明治アカデミー哲学」に属する井上哲次郎や井上円

了、三宅雪嶺らは、西欧の哲学思想を受容していくなか

で、次第に自分たちが伝統的に継承してきた東アジアの

思想が西洋哲学と比較しても決して遜色のないものであ

るばかりか、十分に形而上学的思考と云えるものである

ことを確信するにいたる。それは一言で云えば「本体的

一元論」の思考様式であって、現象の根底に「真如」も

しくは「実在」と呼ばれる超越的絶対者を認め、しかも

それは現象の背後にあるものではなく、現象の只中に内

を想定しないく内在的

超越〉の思考様式であ

り、これは大乗仏教の

みならず、宋学の「理

一分殊」の思想にも共

ｋ
Ｋ
９

Ｌ

熟
圃
1

一

塁1

通に見られる思惟の特質である。この東洋的一元論を世

界に提示することで、彼らは二元論的な西洋哲学的思考

に対抗しようとしたのである。

「現象即実在論」の発想は、東京大学で開設された「仏

耆講義」の授業で、原坦山がテキストに選んだ『大乗起

信論」の「万法是真如真如是万法」から得たものである。

｢起信論』で説かれる「真如」は無差別平等の真実在で

ありつつ、自らを差別と生滅の次元へと自己内発的に起

動発展していく。こうした平等即差別という発想は、一

多|'l融相即の有機的世界を形成するのであり、これは東

洋の形而上学としても通用するものであった。

ところで、井上哲次郎が「現象即実在論」を「日本独

自の哲学」として構想するきっかけとなったのは、ドイ

ツ留学中にショーペンハウアーやハルトマンの思想と出

在しており、現象は真

実在の顕現にほかなら

ないとする「現象即実

在論｣の考えであった。

したがって、超越と

いっても、外に超越者
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会ったことによる。彼は、東洋志向の傾向が強い西欧の

2人の哲学思想に触れ、「真如」がもつ自己内発的な起

動展開、すなわち仏教の「真如随緑」のく観念〉を彼ら

の「意志の形而上学」のうちに読み取ったのである。「統

一的或者の自発自展」を「純粋経験」に見た西田幾多郎

もこの系譜につながる。
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自第1ユニット第7回研究会

招きして研究会を開催

した。発表題目は、「中国におけるH本近代哲学研究の

現状」である。

まず呉光輝教授は、中国における日本近代哲学研究を

三つの世代に分けながら、それぞれの研究方法や問題意

識などの特徴を指摘していった。日本思想史研究の第一

世代として名前が挙げられたのは、朱謙之、劉及辰であ

る。彼らはマルクス主義の立場から日本の哲学思想に批

判を行い、また日本のマルクス主義研究者の研究成果の

紹介を行った。さらに、後進の研究のために一次文献の

収集と翻訳を行った。

第二世代として名前が挙げられた研究者は、王守華、

下崇道、方昌傑、王家騨、李甦平、金煕徳、劉金才、陳

化北、崔世広、韓立紅、王中田である。彼らは文献資料

の収集と翻訳を行いながら、日本思想史の連続的体系や

時代的位置づけを明らかにしようとした。このような試

みの中で思想史研究の方法も提示された。

第三世代として名前が挙げられた研究者は、郭連友、

王青、劉岳兵、巽頴、韓束育といった研究者達であっ

●●｡■｡●●GG■■■●●●●●｡｡｡｡●●●●●●●●由①●●自由●●ひ■●■

た。日本留学経験を持つ彼らは、H本研究の最新の成果

を紹介するとともに、独自の方法も模索した。それゆ

え、この世代の研究は「多様性・多面性・複雑性」とい

う性格をもつようになった。

これらの三つの世代に共通する特徴として、二つの点が

指摘された。一つは、近代化に成功した日本の思想に学び

ながら、東アジアの伝統思想の可能性や将来性を探るとい

う点である。もう一つは、実証的研究を深めながら、文化

的他者としての日本の究明が行われたという点である。

以上のような特徴づけを行った後、呉光輝教授は近年

の日本近代哲学研究の成果を具体的に紹介しながら、そ

の特徴と方法論的意義を明らかにしていった。現在で

は、日本思想史の系譜をたと､るだけではなく、「西洋・

中国・日本」のという大きな枠組みの中で近代日本思想

を明らかにする研究や、中国と日本の相互作用をより重

視する研究などが展開されている。その他、様々な研究

成果を紹介ながら、呉光輝教授はその意義と問題点の両

方を指摘していった。

発表の後、熱のこ‐籔

もった討議が交わされ

た。研究会には20名

を超える参加者があ

り、盛況な研究会と

なった。
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白第2ﾕﾆｯﾄ第3回『ｽﾄ福島の哲学』－保養と避難の現状一

2012年10月6日出、東洋大学白II1キャンパス甫水会

館会議室において、第2ユニット主催連続講演会「ポ

スト福島の哲学」の本年度第3回目となる会が開催され

た。東洋大学国際哲学研究センターでは、2011年3月11

日の大地震・大津波およびそれに続く福島第一原発にお

ける大事故以降の「ポスト福島」と呼びうる状況にあっ

て、いかなる「哲学」が可能かというテーマを研究課題

IRCPNewsletterW1．5

の一つに掲げ、これまで数回にわたり国内外から著名な

折学者・哲学研究者と共同して、連続的な講演会・研究

会を開催してきた。ただし、このような理論的、概念的

に問題を捉える作業と並行して、今、実際に「福島の現

状」はどうなっているのか、どのような問題を抱えてい

るのかについて認識を深めていく必要があると考え、今

同の研究会では実際に被災者・疎開者を支援する活動を

｢
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行なっている方々を講師に

招き、「保養と避難の現状」

を主題とした研究会を開催

した。

講演者は、福島市にとど

』ら守る福島ネットワーク」まり「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」

の世話人をつとめる吉野裕之氏、三重県四日市市を拠点

に被災者・疎開者の受け入れの支援を行なう「母子疎開

支援ネットワーク「hahako｣」および「支援ねっと＠み

えきた」代表の木田裕子氏、東京において「子と．もたち

の健康と未来を守るプロジェクト」および「母子疎開支

援ネットワーク「hahako｣」のメンバーとして送り手と

受け手の橋渡しを行なう疋田香澄氏の3名である。

それぞれプロジェクターなどを用い、各団体がどのよ

うな活動を展開し、どのような課題を抱えており、現在の

状況をどのように考えているかといった点について、とき

にはユーモアを交えつつ多様な観点から報告いただいた。

吉野氏は、主として福島で生活を続ける子供たちを一

定期間福島県外などで生活させる「保養」プロジェクト

を展開している。吉野氏によれば、2012年6月に成立し

た「原発事故子ども・被災者支援法」など、被災者の生

活支援のための法的支援は少しずつ整いつつあるもの

の、現在の福島では住宅地においても高い線量の放射能

汚染が依然として計測される状態が続いている。そのな

かで生活するとりわけ子と，もたちへの支援、身体的・精

神的な健康の保持のために「保養」プロジェクトが実際

的な意義を持つことが説得的に述べられた。

木田氏は、三重県四日市市を拠点に、東H本大震災直

後から、とりわけ母子疎開のコーディネートをする団体

をすぐさま立ち上げ、疎開先を探す被災者、全国各地で

疎開先を提供し避難者を受け入れる方々とのあいだの連

絡をとりもっている。今回の講演では、その活動が実際

にどのように組織され、どのような問題を抱えてきた

●●●Ce●●●●●■■■●●●●Gee■■■●●●自由●●由●●●●●●●●●●●●●●｡●

か、また現在はどのように状況が変わってきたのかにつ

いて説明をいただいた。なかでも疎開の選択にまつわる

経済的な問題、精神的なケアの問題から、受け入れ自治

体による対応の違い、避難者と支援者や滞在者の温度差

にいたるまで、実際の活動を通さなければ見えてこない

問題が多々指摘された。

疋田氏は、東京を拠点としつつ、福島県内へ健康相談

会、保養相談会、法律相談会など多岐にわたる活動を展

開するほか、放射能に|異Iする知識、避難・疎開・保養情

報などを伝える機関紙

の発行などに携わって

いる。今回の発表では

こうした活動につい

て、とりわけ「当事者

の選択」ないし「ニーズ」という観点からそれがどのよ

うに展開しうるか、またどのような難しさを抱えている

かという点について報告をいただいた。避難や疎開を希

望する当事者の側でも、東日本大震災以降の状況の変化

で諸々の意見が出てくるようになり、場合によっては

｢保養」を語ることすら難しくなってくるような状況も

生じてきている。支援する側でも、「リスク」について

の判断をめぐって、「科学的な判断｣、「社会的な文脈｣、

｢政治的・経済的な文脈」など、場合によっては衝突し

あうさまざまな立場がありうる。こうした状況のなか、

当事者たちに防御の機会を逸させないような、継続的な

対話の必要性が改めて提起された。

以上の報告を受け、司会の村上勝三研究員による質問

のあと、来場者から多くの質問が出された。4時間にわ

たる研究会であったがきわめて活発かつ有意義な議論が

展開されたといえる。実際に現場で、あるいは当事者と

のコミュニケーションをとりながら沽動をしている方々

のお話しを伺うことは、問題に対して哲学的なアプロー

チを試みるうえでも有益なものであった。

●● D●●●1F

白第2ﾕﾆｯﾄ第4回｢ｽﾄ福島の哲学｣－鎌仲ひとみ監督映画上映会･講演会一

8

2012年10月19日

(金)、東洋大学白111キャ

ンパス6号館6307教室

にて、第2ユニット主

催連続講演会「ポスト

福島の哲学」の本年度第4回目の会が開催された。

これまでの「ポスト福島の哲学」講演会では哲学者・

哲学研究者とともに概念的に問題を捉える試みがなされ

てきたが、今回の研究会では、むしろ実際に「ポスト福

島」という状況に向きあって活動している映画監督であ
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る鎌仲ひとみ氏をお呼びし、講演会を行なった。鎌仲氏

は、これまで原子力や放射能の問題に関する数多くのド

キュメンタリー映画を手掛けてきた国内でも著名な映画監

督である。今回は、まず鎌仲氏の最新作「内部被ばくを

生き抜く」の上映会を行ない、その後講演会が開かれた。

コメンテーターを当センターの宮本久義研究員が務めた。

鎌仲氏はこれまで、『ヒバクシャ世界の終わりに」

(2003年)、「六ケ所村ラプソデイー」(2006年)、『ミツ

バチの羽音と地球の回転」(2010年)などで、広島や六ヶ

所村など日本国内にととゞまらず、アメリカ、イラク、ス

ウェーデンなど世界各国に出向き、核汚染による子ども

の被害や原子力産業の実態をつぶさに伝えてきた。そし

て2011年3月11日の東H本大震災およびそれに続く東

京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて新たに作成

したのが今回上映した｢内部被ばくを生き抜<l(2012年）

である。広島、チェルノブイリや福島で内部被ばくに対

する警鐘を鳴らし続ける医師たちの証言をとりいれなが

ら、今もなお福島で暮らし続ける家族の生活に密着して

撮られたこの映画は、私たちが生き抜いていかねばなら

ない現在がいかなる時代かを突きつけるものであった。

上映会に続いて行なわれた講演では、鎌仲氏がこれま

でどのような考えから核兵器や原子力の問題に着目して

きたのか、核汚染の実態はどうなっているのか、「フク

■｡｡●合● ■■■●●●GG■■●■●●●●■■｡◆● ●●由●

シマ」をわれわれは

どのように捉えるべ

きなのかなどについ

て、分かりやすい語

し)口で、しかし鋭く

問題提起がなされ

ーI

』唖

伊電‘零'
1■■一

た。とりわけ鎌仲氏は「フクシマ」以降の日本社会で、

特に若い世代において見られる関心の「不在」という事

態に注目し、単に問題を原子力エネルギーへと縮減する

ばかりではなく、そのような事態を可能にしている「分

断」の状態を批判的に問う必要性を強調された。

講演の後の宮本研究員のコメントでは、「無関心」の

問題、「データ」の選択の問題などからはじまり、さら

に専門とするインド哲学の観点から、『バガヴァッド・

ギーター」やマハートマー・ガーンデイーを引き合いに

出し、「正義」と「犠牲」の問題など本質的な論点が指

摘された。

講演会には本学学生をはじめ多くの来場者があった。

鎌伸氏の講演から多くの刺激を受けたのだろう、講演後

の質疑応答では、普段思っていてもなかなか言えなかっ

たような主張を鎌仲氏に直接ぶつける学生が何名もい

た。それに対する鎌仲氏の真蟄な応答も含め、きわめて

実りのある講演会であった。

■ ● ■ ● ■ ■ ● q D ● 0 ， 口 0

白第3ユニット第4回研究会

2012年10月25H(木j、東洋大学白山キャンパス3号館

第2会議室において、第3ユニット第4同研究会が行わ

れた。発表者は早稲田大学教授の矢内義顕氏、題目は

｢アンセルムスの思想における「共生』」であった。発表

の要旨は次のとおり。

＄

一 戸 －.癖

カンタベリーの ア

ンセルムス(1033/34

-1109年）において、

｢共生｣、「共に生きる

こと」とは、彼の修道

院的な霊性と神学的な

思索の稀有な総合のうちに見いだされる。

彼にとって「共生」とは、第一に「神と人との共生」

を意味する。これは、三位一体の神の似像である人間

が、記憶・理解・愛によって神を求めることであり、彼

IRCPNewsletter，b1．5

の神学的な思索、修道生活をとおして遂行される。第二

に「人と人の共生｣。これは「友愛」によって実現され

る。彼にとって真の友愛とは、神を求める者|司士が、魂

の奥底において互いの自己を認め合うことにあり、これ

は、天国においても存続し、完成する。第三に「自然と

人との共生｣。彼にとって、神によって創造された自然

との共生は、人が神の意志に従うことによって可能とな

る。第|ノリに「諸文化の共生｣。彼がアングロ・サクソン

の伝統とノルマン修道制の伝統の共存・調和を実現しよ

うとした点に、諸

文化の共生へ努力

が見いだされると

言えよう。
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白第3ユニット第5回研究会

薄一蝿蝋i蜘

踊臓’
た。発表者は横浜市立

大学非常勤講師の石田安実氏、題目は「プラシーボ効果

から見た心身関係」であった。発表の要旨は次のとおり。

偽薬や真正ではない医学的処置が患者に与えられると

き、薬理作用や真正な医学的生理学的効果がないはずで

あるにもかかわらず、患者や被験者に治療的効果が現れ

ることを「プラセポ効果」とよぶ。この効果は「心的な

もの」から「身体的なもの」への作用を含意するように

見える。現代の物理学や医学・生理学は、「物理的（身

体的）なもの」の原因は「物理的なもの」だけであると

する、「物理主義」とよばれる一元論の視点を持つが、

上のように解されたプラセボ効果は、そうした視点に背

く作用であるように見える。その理解ゆえに、プラセボ

効果が心身二元論の根拠とみなされることが多い。

センター公刊職

H･ブローディは、プラセボが患者や被験者に与えら

れるとき、患者等の側で過去の経験に基づく「条件づけ」

や「期待感」によってある「意味づけ」がなされ、それ

が身体的な変化を引き起こし、治癒的な効果をもたらす

とした。「プラセボ効果」を、患者等の側の認識的かつ

身体的な「反応」であると解釈したのである。

この解釈を用いると、現代の物理主義の枠内でプラセ

ポ効果が理解できることを示すことができる。プラセボ効

果がまず意識や認識を通して身体に生化学的な変化(物理

的変化)を起こし、それが治癒の物理的基盤となる身体的

部位に生化学的変化を引き起こすと考えれば、「物理的な

もの」だけの関係でプラセボ効果が出ることを説明するこ

とができよう。これは十分に整合的な物理主義の枠内での

理解である。代替医療

もふくめて、プラセボ

効果が必ずしも心身二

元論や「心から体への

因果関係」を導くので

はないことも示される。

年報『国際哲学研究』第1号(2012年3月公刊)ISSN2186-8581

年報『国際哲学研究』第2号(2013年3月公刊予定）
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｢国際哲学研究』別冊1「ポスト福島の哲学」(2013年3月公刊予定）

『国際哲学研究」別冊2「<法〉概念の時間と空間」(2013年3月公刊予定）

『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月公刊予定）

国際井上円了学会誌『国際井上円了研究』第1号(2013年3月公刊予定）
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3月12日㈹

18:00～20:00

3月14日(和

15:00～17:00

3月28日附

15:00～18:00

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：白山キャンパス6号館2階6217教室

第1ユニット第8回研究会

講演者：小坂国継(H本大学教授､IRCP客員研究員)｢井上円了の相含論とスピノザ主義」

場所：白山キャンパス6号館1階第3会議室

第3ユニット第6回研究会

講演者：松島哲久(大阪薬科大学教授）「フランス哲学における心身問題と生命観」

末永恵子(福島県立医科大学講師）「人体の思想史的意味」

場所：白山キャンパス8号館中2階第2会議室

来年度の活動予定

第1ユニット

第2ユニット

第3ユニット

国際井上円了学会アメリカ研究集会(5月予定）

国際井上円了学会第2回学術大会(9月16日）

その他定例研究会

｢明代中後期の文人の経学と文学思想の関係について」（6月頃）

国際WEB会議「経験論者と合理論者による方法についての対話」(9月頃）

｢ポスト福島の哲学」研究会(随時）・シンポジウム（11月頃）

｢法」シンポジウム（12月頃）

シンポジウム「過去との対話：言語を通じて古代の人々の思考法を探る」（5月頃）

伝統との共生研究会(6月頃）

シンポジウム「哲学と宗教」（9月頃）

「宗教間の共生は可能か」（11月頃）

「神道と多文化共生」（12月頃）

＊イベント情報は、随時、ホームページ(http://www.t()yo.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

武内大

ジ ェ ー ム ズ

ケネス田中

小野純一

山内廣隆

井上忠男

伊東多佳子

堀内俊郎

三澤祐嗣

(2013.3.1)

バスキンド

★＝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

ニユーズレター第5号平成25年3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5－28－2O東洋大学6号館4階6()452

Tel&Fax:03-3945-4209E-mail:ircp@toyo.jp

HOmePage:http://www.toyo.ac.jp/rc/ircp/

◎2013東洋大学国際哲学研究センター
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