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第1ユニット 国際井上円了学会ハンガリー研究集会
―― 井上円了と明治時代の日本：哲学・宗教・教育を巡って ――

4月24日と4月25日の
2日間にわたって、ハン
ガリーの古都ブダペスト
にあるエトベシュ・ロ
ラーンド大学との共催で
国際井上円了学会ハンガ
リー研究集会が開催され
た。企画にあたってご協
力いただいた梅村裕子氏
（エトベシュ・ロラーン
ド大学）を含め、ハンガ
リーからは共催校エトベ
シュ大学より3名、加え
て同国のカーロリ大学と
ドイツのチュービンゲン
大学からも参加があり、
東洋大学からは竹村牧男
研究員（東洋大学学長）

を始め6名が参加し、テーマも多岐に渡った。今回は試みと
して、午前中は日本語、午後はハンガリー語による発表とし
た。初日は「日本人の宗教生活と仏教」と題して竹村研究員
による公開講演を開催した。エトベシュ大学は創立379年を
誇る古い大学で日本学科は特に人気も高いとのことで、学生
を中心に多くの参加者があった。
翌日に「井上円了と明治時代の日本－哲学・宗教・教育を
巡って」と題して研究集会を開催した。まずブレンネル学部
長補の挨拶に続き、最初に三浦節夫研究員（東洋大学ライフ
デザイン学部）が「井上円了の生涯」で東洋大学設立や学術
上の業績について詳しく紹介した。次に竹村研究員が「明治
期の仏教界と井上円了」と題し日本の仏教界に果たした円了
の多大な影響、役割について発表した。続いて岩井昌悟研究
員（東洋大学文学部）が「井上円了の教育と仏教」という発
表の中で教育勅語についての円了の立場、意図について述べ
た。休憩をはさみフレデリック・ジラール客員研究員（フラ
ンス極東学院）が「明治時代に於ける哲学と宗教学－円了の

場合とその周辺－」と題して円了が哲学にも宗教にも属する
仏教をどのようにとらえていたかを論じた。ライナ・シュル
ツァ客員研究員は「後期円了の良心論」という発表で円了の
先天的良心論を複数の角度から述べた。続いて朝倉輝一研究
員（東洋大学法学部）が「井上円了の後期の思想について」
との題で円了が晩年、修身教会で具体的にどのような活動を
行ったかを中心に論じた。
午後はハンガリー語による発表で、まず梅村氏が「『政教
日記』における井上円了のキリスト教観」で再度円了の業績
を紹介し、その著作を通して欧州キリスト教の実践を円了が
どう観ていたかについて述べた。エシュバッハ－サボー・
ヴィクトリア氏（チュービンゲン大学）は「上田萬年と新し
い言語学」として明治時代の言語学に足跡を残した上田の複
合的な活動と成果について論じた。ファルカシュ・イルディ
コー氏（カーロリ大学）は「伝統は架空か実存か？―明治時
代のイデオロギーについての考察」と題し、最近の西欧にお
ける日本学で提議される明治維新の新しい解釈と評価につい
て紹介しつつ論じた。サボー・バラージュ氏（エトヴェシュ
大学）は「西洋哲学の流れを汲む明治の思想」で西周らの思
想に観られる西洋哲学の影響について述べた。タコー・フェ
レンツ氏（エトヴェシュ大学大学院生）は「丸山真男は明治
維新の『新』をどう観たか？」と題し丸山が明治維新をどう
評価していたか、またそこに現れるヘーゲルらの影響や江戸
後期の思想に触れつつ説明した。いずれもハンガリーやドイ
ツにおける日本研究の水準の高さを示す発表であった。
発表後には発言に応じて日本語、ハンガリー語、英語によ
る質疑応答が展開され
た。今回のシンポジウム
はハンガリーであまり知
られていない井上円了を
紹介すると共に、テーマ
に導かれて東洋大学とハ
ンガリーの日本学研究者
が交流する有意義な機会
を提供した。

第２ユニット「方法論」シンポジウム
西洋中世における神学の方法と体系化

―― ロンバルドゥス『命題集』への註解をめぐって ――
3月8日、東洋大学白山キャンパス8号館第2会議室に て、第2ユニットの「方法論」シンポジウムが開催され、山
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内志朗氏（慶應義塾大学）によ
る「西洋中世における神学の方
法と体系化――ロンバルドゥス
『命題集』への註解をめぐって
――」と、竹下政孝氏（東京大
学名誉教授）による「中世イス
ラームにおける『諸学問の分
類』と体系化の思想」の発表が
行なわれた。両氏は、三巻本

『イスラーム哲学とキリスト教中世』（2011－12）の共編者で
もある。
山内氏は、ロンバルドゥス『命題集』第1巻第17編を軸
に、それに対する注解をルターまで系譜的に追うことで、中
世神学における方法論を探る試みを論じた。山内氏によれ
ば、ロンバルドゥスの『命題集』への注解は、中世神学にお
ける基本的作業であり、この『命題集』に立ち入らない限
り、中世神学の方法論は明らかにならないとされる。そし
て、その『命題集』でのカリタス論に対するトマス・アクィ
ナスやボナヴェントゥラ、ドゥンス・スコトゥスやオッカム
の議論を挙げ、彼らによってロンバルドゥスのカリタス論は
ペラギウス主義としてみなされるべきものではないとされた
と山内氏は論じた。
竹下氏は、中世イスラームにおける学問の分類と体系化の
方法に対する流れをたどりつつ、ファーラービー、ガザー

リーの学問の分類について論じた。竹下氏によれば、ファー
ラービーとガザーリーは、理性的諸学と伝承的諸学を統合す
ることを試みた。これらは中世イスラーム世界の三つの異
なった知の体系のうち、中世後期に理性的、伝承的、直観的
と呼ばれるようになったものの前二つである。理性的諸学
は、自然科学と論理学、哲学を含み、特に哲学は、諸学を体
系化するメタ学問として中心的な位置を占め、伝承的諸学の
中心は、コーラン学、ハディース学、法学などであるが、伝
統的に言語学が準備学として重要視された。伝承的学問は、
初期には口承によってのみ伝承され、その後著作が書かれ始
めても、口承による伝承は常に重視される。そして、ガザー
リーの影響を受けた学問分類をなした16世紀のターシュクブ
リーザーデにおいても、哲学的神学と弁証法的神学の二重構
造は解消されていないと竹下氏は論じた。
山内氏、竹下氏の発表後の質疑応答では、センター研究員
のみならず外部からの参加者も多かったため、両氏との専門
分野を同じくする研究者
からだけではなく、異な
る分野の研究者などから
の質問もあるなど、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。

第２ユニット「方法論」シンポジウム
方法の越境性、あるいは越境の方法

7月2日、東洋大学白山キャ
ンパス8号館第2会議室にて、
第2ユニットの「方法論」シン
ポジウム「方法の越境性、ある
いは越境の方法」が行なわれ、
村上勝三研究員（東洋大学文学
部）、沼田一郎研究員（東洋大
学文学部）、坂井多穂子研究員
（東洋大学文学部）による相互
討論がなされた。
三人の研究員は、それぞれ異
なる分野の研究者であり、村上
研究員は西洋哲学（17世紀デカ
ルト哲学）、沼田研究員はイン
ド学（インド古代法、『マヌ法
典』）、坂井研究員は中国文学
（唐宋詩）を研究している。ま
ず、村上研究員より、シンポジ
ウムの提題がなされ、各研究に
おける方法ないし技法の差異を

明らかにすることが目標とされた。これについて、村上研究
員は、現在の多岐にわたる研究分野の関連づけ、あるいは統
合を考える際、それらを為し得るような方法の模索というこ
とがほとんどなかったという点を鑑みて、各学問の分類と体
系を、改めて考慮する必要があると述べた。これを受けて、
各研究員が自分の研究領域の紹介と、研究状況、手法（辞
書、情報機器等）、翻訳の問題を述べ、それらを基に、それ
ぞれの方法の差異についての鼎談が始まった。
相互討論は、村上研究員が坂井研究員に、中国の学問分類
における「文（学）・史（学）・哲（学）」という「順序」の

意味を問うことから始まった。坂井研究員によれば、中国で
は、古来よりこれら三つの分類が一体と見なされる傾向にあ
り、中国の学問体系の中では明確に区別されていないという
ことであった。これは、インドでも同様であり、沼田研究員
によれば、インドの文学も哲学も、サンスクリット語で書か
れている以上、伝統文法の規制を超えることがないという。
また、日本人が他国の学問や文化を研究する際に大きな問
題となるのが、翻訳の方法である。沼田研究員によれば、古
代インド、あるいは仏教等のテキストを研究する場合、原典
の言語において翻訳することはもちろんであるが、テキスト
の抽象的な内容を理解するために、中国語訳における漢字の
意味内容や、あるいは西洋哲学の概念を用いることもあると
いう。この点について、村上研究
員が、表音文字と表意文字の差異
も、翻訳のポイントとなるのであ
ろうという見解を示した。
そしてこの翻訳の問題に関連し
て、坂井研究員は、特有の表現と
意味内容を持つ「詩」の翻訳ない
し解釈の困難を述べる。それはま
さに、詩という文芸に関わる「セ
ンス」の問題までを考慮
する必要があるというこ
とである。もちろん、こ
のセンスというものは、
研究者と作家では要求さ
れる内実が異なる。しか
し、その際に捉えられる
べき「本質」を、一概に
解釈することは困難であ
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る。この本質への理解という点が、以上の議論の中で通底す
る問題であり、そのための技法や体系化こそが、方法の越境
性に内在する問題点であると考えられるだろう。
相互討論の後半は、フロアを交えて質疑応答が行われ、参

加者からの質問が多数なされた。その際、他分野間の相互交
流の可能性、研究における客観性の保証に関する問題など、
多角的な視点で検討され、内容豊かな議論が活発になされ
た。

第３ユニット シンポジウム
「哲学と宗教：シェリングWeltalter を基盤として」

2月22日、東洋大学白
山キャンパス6号館6207
教室にて、第3ユニット
のシンポジウム「哲学と
宗教：シェリングWel-
talter を基盤として」が
開催された。発表の順番
は、菅原潤氏（長崎大
学）「悪論と神話論のあ
いだ：シェリング『世界
の年代』（Weltalter）の
射程」、岡村康夫氏（山
口大学）「シェリングに
おける哲学と宗教につい
て」、永井晋研究員（東
洋大学文学部）「ユダヤ

神秘主義の問題：カバラーの論理」、小野純一客員研究員
「シェリングとイスラーム：アラビア哲学と神秘主義からみ
た『世界世代』哲学」である。
菅原氏と岡村氏の発表は、シェリング研究者による哲学的
読解の現在形を示すものであった。菅原氏は、昨年12月にこ
のシンポジウムと関連して開催されたマルクス・ガブリエル
氏（ボン大学）の発表に応答する形で悪の問題とシェリング
哲学における神話の意義を述べた。岡村氏はベーメ研究の立
場から、また前期シェリングからのつながりの中で、Weltal-

ter を論じた。永井研究員はWeltalter を根本から特徴付け
る概念である「収縮」が、シェリングに着想を与えたユダヤ
思想とどの程度乖離しかつ共通しているかを示した。小野客
員研究員は同概念がアラビア＝イスラーム思想にもあり、
シェリングが言及するアラビア哲学とも密接に関わることを
言及し、アラビア版の「収縮」とシェリングのそれとの異同
とその哲学的可能性を示した。
質疑応答と討論の始めに、主催者側を代表し長島隆研究員

（東洋大学文学部）が、シェリングにおける「歴史」概念を
各発表者に問い、「歴史」哲学のプロジェクトであるWeltalter
が歴史の不可能性を指し示していることが議論された。ま
た、Weltalter の訳語についても議論されたが、これはシェ
リングの文献学的操作による訳語のより詳細な検討が必要で
あることが述べられた。
シェリングの重要な著作であるWeltalter はこれまで論じ
られることが少なく、と
りわけ日本でのシェリン
グ研究からは欠落してい
る分野である。その間隙
を埋めるための第一歩と
して、このシンポジウム
は意義深いものであった
と思われる。

研究会報告
第１ユニット研究会（2013年度第８回）
1月30日、東洋大学白山キャ
ンパス9号館第4会議室にて、
講師にフレデリック・ジラール
客員研究員（フランス極東学
院）を迎え、「エミール・ギメ
（Émile Étienne Guimet）時代の
仏教と宗教学」と題された第1
ユニットの研究会が開催され
た。発表の概要は以下の通り。
当時のヨーロッパの宗教学で

は、世界の原始宗教から進化し、キリスト教のカトリックで
頂点に達するという宗教進化論的主張がなされていた。その
ような宗教進化論では、仏教はニヒリズムであると考えられ
ていた。しかし、ギメは仏教をニヒリズムとして捉えるので
はなく、神のない宗教哲学として積極的な意義があると考え
ていた。それ故、ギメが来日して宗教者たちと問答をしたの
は、哲学的・形而上学的な議論の回答を知ろうとしたのでは
ないかと推測できる。しかし、日本の宗教者との問答自体
は、通訳の問題もあり、あまり成果を上げることができな

かった。そこでギメは、問答の出版を行わず、凝然の『八宗
綱要』などの仏教の基本書の翻訳を行うことにしたのではな
かろうか。
もう一つのギメの宗教理解について推測できることは、エ
ジプトの宗教がすべての宗教の源にあり、インドの宗教もエ
ジプトの影響下にあったと考えていたということである。
「イシス銅版」は、当時プラトン派の哲学の影響を受けたと
見なされていたが、この「イシス銅版」が密教の曼荼羅の原
型となるものだとギメは考えていたようだ。そのため、ギメ
は、京都で東寺の立体曼荼羅を模倣したものを作成してもら
い、それをリヨンでの東
洋学会議で展覧したと思
われる。そういった推測
を補強する材料として、
ギメが東寺の立体曼荼羅
に加えた説明が挙げられ
る。彼は、立体曼荼羅の
菩薩部の説明などで、新
プラトン主義的な説明を
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行っている。このような説明を行うのは、イシス銅版の思想
の影響があったからだと推測できる。また、日本で弁財天と
大黒天が祀られている寺を中心に回ったことも、後にその考
えから遠ざかったにしても、始めはイシス信仰に類似した神
を探し、エジプトの宗教の影響を探したのではないかと推測

する根拠になる。
以上のような発表の後、参加者を交えて討議が行われた。
平日にもかかわらず、20名程度の参加者があり、非常に盛況
な研究会となった。

……………………………………………………………………………………………
第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（第１回）

5月14日、東洋大学白山キャ
ンパス9号館第4会議室にて、
ゲレオン・コプフ客員研究員
（ルーター大学）を迎え、「表現
の倫理―仏教哲学における非二
元論の現代哲学への適用」と題
された第1ユニットの研究会が
開催された。この研究会は、
「明治期における人間観と世界

観」をテーマとした連続研究会の第1回として開催されたも
のである。発表者による要旨は以下の通り。
非二元論とは何かを理解するためには、二元論や一元論と
の比較が有効であろう。つまり、世界が二つの領域から構成
される二元論においては別れた二つの間に対話はなく、世界
が一つの実体から成ると主張する一元論の世界には差異も多
様性もない。また多元論においては、小世界としての個人が
無数に存在すると認識されているが、個々人のあいだに生じ
る対話と対応を説明してはいない。それに対し、非二元論は
一つの世界にある多様性と差異を強調する立場に位置してい
る。
周知のとおり、非二元論の概念が支配的である仏教哲学の
テクストでは、自己の肯定と否定の均衡を中道であるとみな
し、「理事無碍」や「事事無碍」という概念を用いて、仏教
教典上で想像される宇宙の中に住んでいる人間の存在が説明
されている。
西田幾多郎と田辺元の哲学を継承している務台理作はその
ような考えを戦後のグローバル化された状態に適用した。務
台によると、現代の世界を説明するためには「個人」、「世
界」、および「種」という概念が必要になる。つまり彼は、

それまで全体として考えられていた世界を、「種」と呼ばれ
るアイデンティティによって個人が表現していると考えた。
務台の定義を用いると、人間は、多層的なアイデンティ
ティや他者との二つの「相互関係」によって形成されると考
えられる。言い換えれば、人間は多くのアイデンティティを
表現するようになる。それにもかかわらず、自己は他者との
相互関係を通して形成されるがゆえ、自覚は他者の理解によ
りもたらされ、他者の理解は自覚によりもたらされるといえ
るだろう。個々のアイデンティティは人間関係の網に発生す
ると言えるのではないだろうか。そうすると、ある世界観は
そのポジションを支える哲学者の状態や道徳的な態度を表現
する。そのような自己に関する議論を、私は表現の倫理と呼
ぶ。
以上のようなコプフ氏の発表は、古くからの仏教哲学の流
れの中に近代日本哲学を位置づけ、仏教哲学と近代日本哲学
を非二元論の哲学としながら、その非二元論の哲学がもつ現
代的意義について明らかにしようとする意欲的なものであっ
た。自己を実体視しないことによって、現実の社会における
諸々の権力関係の複雑な構造を正しく捉え、その中で倫理的
な態度をとることが可能
になるのである。東洋に
おける伝統的な思索の現
代的可能性が、近代日本
哲学を媒介することに
よって明らかになったこ
とが、この研究会の成果
の一つである。

……………………………………………………………………………………………
第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（第２回）

6月11日、東洋大学白山キャ
ンパス1号館1202教室にて、吉
田公平客員研究員（東洋大学名
誉教授）を迎え、「心学の変身
―西田幾多郎の「修養」と「研
究」、夏目漱石「こころ」の苦
悩―」と題された第1ユニット
の研究会が開催された。この研
究会は、「明治期における人間
観と世界観」をテーマとした連

続研究会の第2回として開催されたものであり、西田幾多郎
と夏目漱石の仕事を通して、明治近代の「自己」の問題を明
らかにする試みであった。
吉田氏は『善の研究』のもっとも重要な術語である「純粋
経験」を、「修養」という語をもとに解明することを試みた。
西田は、『善の研究』の出版前の明治31年から39年にかけて、
一心不乱に坐禅に打ち込んでいた。ここで西田が目指してい
たのは、細工や思い込み、既成の概念を捨て、真正の自己を

把握することであった。吉田氏は、この営みを「修養」と特
徴づけた。そして、修養を通じて得られた本来の自己のあり
方こそ、西田の「純粋経験」ではないかと提案された。この
ような課題は、朱子学や陽明学に通じるものであると言えよ
う。
さらに吉田氏は、近代の「自己」の姿として、『こころ』
の登場人物たちの苦悩を見ていく。この小説に登場する先生
夫妻は、天皇を長とする家父長的な大家族制度から外れた核
家族を形成している。先生は自由と自立を得たが、その代償
として孤独になる。この
孤独こそが近代的個人の
特徴であり、「故郷喪失」
という受難の中を生きる
ことになるのである。孤
独に追いやられた近代的
個人の、他者不信から自
己不信へと動いていく心
の動きの葛藤を描いた小
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説が『こころ』なのである。
明治期において、朱子学や陽明学に通底するような自己の
探求が行われ、それが西田の『善の研究』という学問的成果
として結実した。立身出世主義の明治期にあって、私利私欲

に流されない真摯な取り組みがそこでなされた。しかし同時
に、近代的個人は、孤独という宿命を背負い、追い詰められ
ていく。明治期における自己のあり方の光と影が明らかに
なったということが、この研究会の成果である。

……………………………………………………………………………………………
第１ユニット連続研究会「明治期における人間観と世界観」（第３回）

7月9日、東洋大学白山キャ
ンパス5号館5309教室にて、岡
田正彦客員研究員（天理大学）
を迎え、「梵暦運動史の研究―
19世紀の日本における仏教科学
の展開―」と題された第1ユ
ニットの研究会が開催された。
この研究会は、「明治期におけ
る人間観と世界観」をテーマと
した連続研究会の第3回として

開催されたものである。
幕末から明治時代にかけて、仏教の経典に現れる宇宙観に
合致した天文学が展開された。それは、普門円通（1754－
1834）を開祖とする運動であり、地球球体説や天動説に対抗
し、須弥山を中心とした平面的な世界に基づくものであっ
た。この運動は、暦を作成する「梵暦道」、占星術を行う
「宿曜道」、薬などを作成する「梵医道」の三分野にわかれる
ような、仏教科学を展開する運動であった。
梵暦運動は、開祖円通の没後、円通の理論を科学的に修正
していく「同四時派」と、円通の理論を絶対視する「異四時
派」に分かれた。同四時派は、自らの理論を視覚的に実証す
るために、須弥山儀と呼ばれる宇宙儀を盛んに作成した。こ
の須弥山儀は、プラネタリウムのもととなった「オーラリー

（orrery：太陽系儀）」に類する精密機械であり、年月日や時
間、その日時の太陽と月の軌道を表示するものであった。こ
の須弥山儀の作成には、後に東芝を興す田中久重が大きな役
割を果たしていた。
梵暦運動の担い手たちは、天文観測を正確に行い、暦を作
り、大衆に頒布していった。梵暦の結社の活動は、明治5年
に太陽暦が国の暦とされた後も、暦の配布を許可されるな
ど、大衆に広く普及したものであった。
このような梵暦運動は、西洋の近代科学に対抗する形で始
まった「反近代主義」的な運動として始まったが、天文観測
を正確に行い、精密な機械や暦を生み出していった科学的な
運動でもあった。同時に、民衆に広く受け入れられ、広いす
そ野をもつ運動でもあった。幕末から明治期にかけての西洋
近代科学の流入に対して、伝統的な宇宙観に基づきながら、
科学的な態度で正確な天
文学が構築され、広く普
及していたのである。そ
の後の近代化政策の中で
忘却に追いやられてし
まった明治期の世界観に
光が当てられたことが、
この研究会の大きな成果
であった。

……………………………………………………………………………………………
第１ユニット出張報告

6月14日、国際日本文化研究センター（京都）において、
海外研究者2名、日本人研究者1名の、計3名の講師による
シンポジウム「日本仏教批判」が開催された。以下はライ
ナ・シュルツァ客員研究員による出張報告である。
シンポジウム講師には日本仏教について最も厳しい批判者
の二人、ブライアン・ヴィクトリア氏（オックスフォード大
学）と松本史朗氏（駒沢大学）が招かれた。両者は講演で、
自身のよく知られた批判を新たな分野へと展開した。三人目
の若手研究者ジェームズ・マーク・シールズ氏（バックウェ
ル大学）は、教理上の問題点を議論する中で、「批判仏教」
から刺激を受けた。シンポジウムでの仏教教義についての批
判的議論は、近代における超宗派的な仏教哲学における井上
円了の先駆的役割に関する第1ユニットの研究に新たな光を
そそいだ。
松本氏は、東アジアと日本の仏教の大きな構成要素であ
る、我や仏性や人間の魂といった存在論的に肯定的な概念の
正統性に対して疑問を呈した。彼は、人間の魂と絶対者との
間に想定される相性の総合的なパターンはまさにバラモン教
の立場であることを、それがブッダが無我説によって排斥し
た概念そのものなのだと指摘することにより論じた。松本氏
は極めて詳細な論文「京都学派の仏教理解について」の中
で、同じ批判が西田幾多郎や西谷啓治にも当てはまることを
示した。
ヴィクトリア氏は発表題目で、「護国仏教は仏教やいな
や？」という問いかけをした。ヴィクトリア氏の否定的な回

答は、仏教が道徳的一貫性を保つためには政治システムから
離れていなければならないという彼の信念に基づいている。
普遍宗教として、仏教は、政治の守る国益の範囲内にとど
まってはならず、すべての衆生の救済に努めなければならな
い。この批判は近代日本における国家主義仏教にのみ当ては
まるのではなく、1500年以上にわたる東アジアにおける護国
仏教の問題全体に及んでいる。
シールズ氏がシンポジウムの最後ではなく最初の講演者で
あるということ自体は、論理的な順序によるというよりも、
むしろ年功序列によるものであっただろう。松本氏とヴィク
トリア氏が日本仏教への否定的な考察に限ったのに対し、
シールズ氏は彼の論文「仏教と唯物論の再考」の中で、肯定
的な意図をもって、「批判仏教」の教義上の可能性を指摘し
た。シールズ氏はまず明治新仏教の世間的・進取的精神に共
感を表し、それにマルクス唯物論との共通性があることを示
唆した。マルクスや社会参画型の新仏教徒のいずれも、観念
論的な思索ではなく社会状況を改善する実践的な試みを意図
していた。シールズ氏は、初期のマルクスにおける疎外や人
間疎外からの普遍的解放の思想を指示することによって、こ
の関係性についての探究を続けた。
批判仏教論へのシールズ氏の建設的な提案は、年長の研究
者による破壊的な批判と非常に対照的であった。さらに、
シールズ氏が「真の」仏教という概念を一切退けているのに
対して、松本氏は理論的観点（無我説）において、そして
ヴィクトリア氏は実践的観点（普遍救済説）において、本質
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的な仏教の教義についての実質的な主張を含んでいた。この
ことが、三名の講演者によって表された言説構成をさらに複
雑化させた。
その後の二時間近くに及んだ討論では、多岐にわたる質疑
や意見が出され、この問題の複雑さを物語っていた。全体的
にシェールズ氏の論説は好意的な関心とともに取り上げら

れ、松本氏による批判はヴィクトリア氏と同様に（彼の実証
されていないアショーカ王の叙述を除いて）全般的な反論を
受けなかった。参加者による質問に加え、佐々木閑氏（花園
大学）と末木文美士氏（国際日本文化研究センター、司会・
コメント）によるコメントは、会場の高い学問レベルの証と
なった。

……………………………………………………………………………………………
第２ユニット 「方法論」研究会（2013年度第１回）

2月21日、東洋大学白山キャ
ンパス8号館第2会議室にて、
第2ユニットの「方法論」研究
会として、竹中久留美 PRA
（東洋大学大学院文学研究科博
士後期課程）の発表「ヒューム
と唯名論」がなされた。
今回の発表は、竹中氏が現在
準備中のデイヴィッド・ヒュー

ムについての博士論文の一部をなす。竹中氏は、まずヒュー
ム哲学の根本原理を確認するために「知覚（perception）」、
「印象（impression）」、「観念（idea）」といった中心的な概
念に説明を加え、これらがヒュームの著作においてのみなら
ず、17世紀以降のヨーロッパの哲学史のなかでどのように位
置づけられるかについて述べた。なかでも、諸々の「単純観
念」が「想像力（imagination）」のはたらきによってどのよ
うに「複雑観念」になるのか、そして、その際の統合や連合
の性質がいかなるものなのかという点は、発表後半部の
ヒュームにおける「唯名論」という主題を論ずるうえでの理
論的な土台であった。竹中氏によれば、ヒュームにとっては
実体の観念も様相の観念も、想像力によって統合された単純

観念の集合、すなわち複雑観念にすぎず、そしてそれらは
各々個別の名前を有している。この名前によって、人はこの
集合を想起することができるわけである。われわれが一般名
辞を用いるときに、個物のすべてを試すことができないとし
ても、「習慣（custom）」ないし「習癖（habit）」の力によっ
て、一つの観念を想起するだけで、類似や想像力の働きに
よって個別の観念が形成されるということである。竹中氏
は、最後のこうした議論を受けて、そこからさらに論じるべ
き点として恒常的連接および「タイプ」概念や実体の観念の
問題等に言及をした。
全体を通じ、ヒュームの著作はもちろん先行研究にも目を
配った説得的な発表で
あった。研究会には学内
外からヒュームに限らず
西洋哲学を専門的に研究
する若手を中心とした研
究者らが集い、ヒューム
思想および竹中氏の解釈
についての熱のこもった
議論が繰り広げられた。

……………………………………………………………………………………………
第２ユニット 「方法論」研究会（2013年度第２回）

3月1日、東洋大学白山キャ
ンパス6号館第3会議室におい
て、第2ユニットの「方法論」
研究会として、河本英夫研究員
（東洋大学文学部）による発表
「方法としてのオートポイエー
シス」が行なわれた。なお、こ
の研究会は、東洋大学「エコ・
フィロソフィ」学際研究イニシ

アティブとの共催によるものである。
河本研究員はこれまで『メタモルフォーゼ：オートポイ
エーシスの核心』（2002年）や『システム現象学』（2006
年）、『臨床するオートポイエーシス』（2010年）等の著作を
通じて、とりわけ「オートポイエーシス」概念を軸とした哲
学的な理論を構築してきた。今回の発表では、こうしたこれ
までの研究成果にもとづきつつ、この「オートポイエーシ
ス」概念が「方法」という観点からどのように応用可能かに
切り込んだ。オートポイエーシス・システムを記述したり理
解したりすることは、意識や知覚といったモデルを用いて
は、あるいは言語一般によってすら困難である。河本研究員
は、マトゥラーナ、ヴァレラ、ルーマンといった「オートポ
イエーシス」概念を定式化した論者らの議論から出発しつつ

もそれに修正を加えながら、またドゥルーズ＝ガタリの考え
との違いなどに触れながら、動的平衡システム、自己組織シ
ステム、システムの創発、二重作動、カップリングといった
鍵となる考え方について、図や写真等も用いて丁寧に解説を
加えていった。発表全体を通じて、プロセスのさなかでの現
実性の出現、システム‐環境のカテゴリーの解明、二重作動
のカテゴリーの整備、触覚性事象の解明、カップリングの考
察・活用、外的指標と内的選択肢の分離など、「方法として
のオートポイエーシス」を考えるときの重要論点がそれぞれ
提示された。
センター内外から多くの来場者があり、ディスカッション
も盛況であった。河本研究員のオートポイエーシス理解と
ドゥルーズ＝ガタリの思
想との違い、オートポイ
エーシスに基づく倫理学
の可能性といった思想的
論点にとどまらず、実際
のリハビリの現場体験に
基づいた発言など、多種
多様な議論があった。予
定時間を大幅に超える密
度の濃い研究会となった。

……………………………………………………………………………………………
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第２ユニット 「方法論」研究会（2014年度第１回）
4月19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ユニットの「方法論」
研究会が行なわれ、山口祐弘客
員研究員（東京理科大学）によ
る発表「ドイツ観念論の課題と
方法―近代哲学の超克に向けて
―」がなされた。
山口氏の発表は、ヘーゲル哲

学を軸に、ドイツ観念論の系譜を辿りつつ、それぞれの哲学
者における「反省」という問題について論じるものであっ
た。例えば、フィヒテがカントの理論理性と実践理性の分裂
を、事行（自我作用）において統合しようと試みたのに対
し、シェリングは、そうしたフィヒテの事行こそが主観と客
観の対立を生むのだとして、それらをまた統合するために、
同一性哲学を構想した。しかしまた、フィヒテはシェリング
に対し、主客の統合点たる絶対的無差別が如何にして差別を
生じるのかという点を再批判している。こうした対立の中
で、ヘーゲルは、彼らの論理的方法である反省が、単に分
離、対立を固定することに過ぎないとし、新たに反省の意味
を拡充して、この対立を克服しようとする。その新たな意味
での反省とは、「AはAである」、「非Aは非Aである」と

いう同一性に留まるのではなく、対立し合うものを統合する
べく、Aが非Aとなり、非AからAに還帰するといった、
動的な反省である。つまり、ヘーゲルの言う意味での反省と
は、こうした対立するものの円環的運動の遂行に他ならな
い。山口氏は、対立するものの円環運動という思惟の働きと
しての反省が、まさにヘーゲル哲学の方法的中心概念であ
り、近代哲学を超克する方法として考えられると、論じたの
である。ドイツ観念論の発展とは、ヘーゲルより見れば、対
立的、相対的かつ有限なものの止揚において、絶対的かつ無
限なものを把握するという、反省の円環的運動であったのだ
と、考えることができるだろう。
山口氏の発表後の質疑応答では、センターの研究員のみな
らず、外部からの参加者も非常に多かったため、専門分野を
同じくする研究者からだけではなく、異なる分野の研究者、
あるいは一般の方々など
からの質問が多数なされ
た。その際、方法論とし
てのヘーゲル哲学におけ
る反省理論を多角的な視
点で検討するなど、内容
豊かな議論が活発になさ
れた。

……………………………………………………………………………………………
第２ユニット「ポスト福島の哲学」（2014年度第１回）
映像作品『原発の町を追われて』上映会・講演会

5月30日、東洋大学白山キャ
ンパス6号館6102教室にて、
2014年度最初の「ポスト福島の
哲学」研究会として、ドキュメ
ンタリー映像作品『原発の町を
追われて～避難民・双葉町の記
録』の上映と、その制作者であ
る堀切さとみ氏の講演が行なわ
れた。この作品は、東日本大震

災における原発事故によって避難を余儀なくされた、双葉町
民へのインタビューの記録である。堀切氏は、2012年から2013
年にかけて、双葉町民の避難先である埼玉県加須市の旧騎西
高校で粘り強く取材しており、その際の映像が、このドキュ
メンタリー映画を構成している。
この作品で特筆すべきは、堀切氏によって引き出された、
双葉町の人々の率直で忌憚のない意見や心情の機微であろ
う。それはまさに「生きた声」であった。その生きた声が伝
えるのは、土地を汚され、奪われた上で強いられた、辛い避
難生活の実情である。そして、生きるために避難したにもか
かわらず、福島から逃げ出したのだと後ろ指を指されると
いった無理解に対して、苦しむ人々の姿である。この長い避
難生活は、いつの間にか県内外に避難した双葉町民それぞれ
の内面に、本来的には必要のない葛藤を生むこととなる。双
葉町民はついに県外避難と県内帰還の選択の間で分裂を起こ
し、不自由な二択を迫られる。それは、放射線被害の影響
（生死にかかわる健康被害）という本質的な問題とは関係の

ない、行政と生活という外側の事情による圧力であった。勿
論、この外側の事情も、原発事故の悪しき産物である。原発
事故は、3年以上経った今においても問題を生み出し続けて
いる。この作品は、自らの意志とは無関係に、生まれ育った
土地から引き剥がされる人間の痛みと喪失を、まざまざと伝
える力を持った作品であった。これについて堀切氏が、「か
けがえのない故郷を持っている人とそうでない人。日本は二
分化されている」と述べていたことは、非常に印象的であ
り、この「ポスト福島の哲学」研究における、重要な提言の
一つになると思われる。
会場には、遅い時間にもかかわらず、多くの学生や、学外
の来場者が30名ほどもあった。質疑応答に十分な時間がとれ
なかったことが悔やまれるが、それでも限られた時間のなか
で、堀切氏と来場者、国際哲学研究センター研究員らとの活
発な意見交換がなされた。福島原発事故に対し、それぞれが
見解を持ち、その記憶を
留め続けることは簡単な
ことではない。しかし、
「ポスト福島の哲学」は、
考え続けるという哲学の
基本をフクシマに向け続
けるために、これからも
重要な活動であると、参
加者それぞれにおいて確
認されたであろう。

……………………………………………………………………………………………
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第２ユニット「方法論」研究会（2014年度第２回）
6月21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ユニットの「方法論」
研究会が行なわれ、渡辺博之客
員研究員（東洋大学非常勤講
師）による発表「スピノザの
「方法」について」がなされた。
スピノザ（1632－1677）の哲
学的主著『幾何学的順序により

証明された倫理学』（以下『エチカ』）において示される彼の
哲学の最終的な到達目標は、以下の通りである。彼が『エチ
カ』第一部で定義する「神」の認識こそが人間精神にとって
の最高善であること。神を認識することから人間精神におい
て神への「知性的愛」が生じること。この神への「知性的
愛」とは神が自己自身を愛する「愛」の一部分であること。
この「愛」に人間の「至福」が存すること、等々である。
未完のまま遺された彼の最初期の著作『知性改善論』で
は、上記のような目標に到達するためには、知性が事物を正
しく認識する「方法」を獲得し、そして「方法」が与える規
範に従って精神を導き、知性を改善していかねばならない、
という構想が示されている。このような『知性改善論』にお
ける「方法」の構想と、『省察』「第二答弁」においてデカル

トが用いた「幾何学的様式」を、『エチカ』の叙述にあたっ
てスピノザが採用した事実との間には、必然的な連関があ
り、そのように解釈できると、渡辺氏は述べている。『知性
改善論』での「定義」に関する一連の考察の存在が、この解
釈を根拠付けうるという。
『エチカ』の執筆が進むにつれて、『知性改善論』における
「方法」すなわち知性の改善という構想は背景に退き、『エチ
カ』では「知性を完成すること」と呼ばれ「論理学」に属す
るものである、とされている（第五部序文）。これは、『知性
改善論』での「方法」は、最終的に放棄されてはいないが、
「至福」へ到達するための唯一の道とは見なされなくなった
のであろうということが、渡辺氏によって述べられた。
渡辺氏の発表後の質疑応答では、センターの研究員のみな
らず、外部からの参加者
が非常に多かった。特
に、専門分野を同じくす
る研究者からの質問が多
数なされた。その際、ス
ピノザ哲学における方法
論を、多角的な視点で検
討するなど、内容豊かな
議論が活発になされた。

……………………………………………………………………………………………
第３ユニット出張報告 ―― ミャンマーにおける多文化共生現地調査 ――

第3ユニットは「多文
化共生社会の思想基盤研
究」を課題としている
が、その調査の一環とし
て、宮本久義研究員（東
洋大学文学部）、渡辺章
悟研究員（東洋大学文学
部）及び井上忠男客員研
究員（学校法人日本赤十

字学園）の3名でミャンマーの宗教的状況に関する現地調査
を行った。以下は宮本研究員による報告である。
2月28日にヤンゴンに到着。翌3月1日、ヤンゴン市内の
マハー・ササナ・メディテーションセンター及び Interna-
tional Medetation Center（IMC）を訪問した。現在、ミャ
ンマーの瞑想センターが世界的に関心を集めている様子を確
認した。そのあと、ビルマ独立の父アウン・サン将軍記念館
及び同将軍の名が冠せられたヤンゴン最大の市場を視察した
あと、多数の信者が訪れる世界最大規模の仏塔シュエダゴォ
ン・パヤーを見学。聖なる仏塔というほどの意味で、ここに
はブッダの2本の聖髪が奉納されているという。2日はヤン
ゴンに次ぐ第二の都市マンダレーに移動し、まず、アマラプ
ラ地区のマハーガンダーヨン僧院を視察。同国約30万の仏教
僧の養成施設の一つで、約1，100人の修行僧が厳格な修行生
活を営んでいる。そのあと、ダンマ・マンダパ・ヴィパッサ
ナーセンターを視察。ここではセンターのマネージャーであ
るウ・アウン・ティン師から説明を受け、短時間ではあった
が瞑想を体験した。もう一か所ダンマ・マンダラ・ヴィパッ
サナーセンターも訪れたが、1か月の研修が始まったところ
で、中は見られなかった。「世界最大の仏典」とされる700基

以上の石造仏典を収めるマハームニ・パヤー（大仏塔）を視
察。ホテルに行く途中、得度式の行列に遭遇した。男子は
馬、女子は牛車に乗っていて、仏教徒としての儀式ではある
が、日本での七五三の行事に近いと感じた。3日早朝にヤン
ゴンに戻り、巨大大理石石仏寺院大仏を視察。午後は、ミャ
ンマー民主化のシンボル的存在である民主国民連合NLD
（アウン・サン・スーチー党首）の事務所を訪問。スーチー
氏関連のドキュメンタリー著書『アップ・クローズ』の著者
モエ・リン氏と対話の機会を得た。夕方、市庁舎や最高裁判
所が立ち並ぶ市の中心部にあるスーレー・パヤー（聖髪の仏
塔）を訪問した。庶民に愛される浅草のようなところにあ
る。すぐそばに大きなキリスト教教会とイスラーム礼拝堂が
あり、多宗教が混在する環境がよくわかる。ミャンマーとい
えばすぐに仏教国というイメージが浮かぶが、東南アジアの
国々も長い歴史の中で、さまざまな宗教を受け入れてきたの
である。帰国のため空港に行く途中、テレビ・ニュースで何
度も放映されているスーチー女史の自宅前を通過した。
人口の約9割が仏教徒であるミャンマーで、現在盛んに行
われているのが瞑想である。外国人も非常に多く研修に訪れ
る。今回の調査目的の一つはそ
の実態を視察することであっ
た。ヨーガや禅に共通するヴィ
パッサナーという修行法が主流
で、今後、瞑想というきわめて
平和的な修行方法が多文化・多
宗教社会においてどのような意
味や役割を持っているのかを検
証していきたい。

……………………………………………………………………………………………
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第３ユニット 出張報告会 ――「人間・社会・自然の共生のために」――
5月27日、東洋大学白
山キャンパス6号館文学
部会議室にて、「人間・
社会・自然の共生のため
に」と題して山村（関）
陽子 PDによる第3ユ
ニット出張報告会が開催
された。出張はおもに農
林業分野に関連する共生

研究の一環として、2013年5月21日～5月24日（和歌山県・
三重県）と、2014年2月11日～2月24日（兵庫県・三重県）
の2回に分けて行われた。
和歌山県田辺市では、南方熊楠の科学思想と「神社合祀反
対運動」が、当時の社会でどのように受容され展開されたの
かについて調べるため、資料収集や視察、縁者へのヒアリン
グ等を行った。
三重県伊賀市では、ニホンザルへの「集落ぐるみの追い払
い」によって、農作物や生活被害の軽減に成功した地区の視
察等を行った（写真上）。「集落ぐるみの追い払い対策」は被
害防除の組織的な技術であるが、同時に地域創生の要となる
共同体（コミュニティ）活性化の契機にもなると思われた。
農村共同体の分解をともなってきた自由主義経済の発展に
よって（獣害の発生はこうした近代化の帰結でもある）、人
間同士や自然との結びつきの意義がいっそう切実に問い直さ
れている今日、こうした獣害対策は農林業上の問題解決に限
定されない社会的意義を有しているといえよう。

兵庫県豊岡市では、「コウノトリ育む農法」に取り組む農
家の現状や、コウノトリの野生復帰プロジェクトを梃子にし
た町づくりについてお話をうかがうことができた。また獣害
によって壊滅した農地を、コウノトリの餌場となる湿地（ラ
ムサール条約登録湿地）として再生し、自然と共生した地域
再生を実践している集落も訪問した。そこで興味深く感じた
のは、ニホンジカが食行動を通じて湿地の維持に貢献してい
る一方で、湿地周囲の農業や植生に甚大な被害をもたらして
いることであった（写真下）。つまり、ニホンジカは農地の
価値創生にとっての益獣であると同時に、害獣でもあるとい
うジレンマを同じ場所でかかえているということである。
さらに兵庫県篠山市では、獣害や獣害対策を「地域づく
り」の“資源”として積極的な価値に転換している活動につ
いて、関連する集落の視察やヒアリング等を行った。
出張先では、南方熊楠顕彰館、三重県農業研究所、豊岡市
役所コウノトリ共生部コウノトリ共生課、神戸大学篠山
フィールドステーショ
ン、その他多くの方々に
お世話になった。
また、獣害対策に着目
した共生の探究は、自然
との関わりを含む関係性
として、第3ユニットの
共生研究に貢献するもの
と思われる。

……………………………………………………………………………………………
第３ユニット 連続研究会

「文字化された宗教教典の形成とその意味 ――多文化共生を図るツールを考える――」（第１回）
7月5日、東洋大学白山キャ
ンパス6号館6206教室にて、第
3ユニット連続研究会「文字化
された宗教教典の形成とその意
味―多文化共生を図るツールを
考える―」第1回が開催され
た。多文化共生にとって宗教の
意味はとりわけ重要となり、そ
の中でも教理を文字化した教典
が、それぞれの教団が存立する
ための核となる。ではそれぞれ
の宗教で教典はどのように文字
化され、オーサライズされてゆ
くのか、という研究会の趣旨説
明が、初めに渡辺章悟研究員
（東洋大学文学部）によってな
された。その後、神道・修験道
の教典形成について、薗田稔氏

（京都大学名誉教授）と宮家準氏（慶應義塾大学名誉教授）
による発表がなされた。
薗田氏は、「おおよそ「神社縁起」とは、神社創建の由来
や祭神の霊験について各社ごとにまとめた神社文書の一種
で、おもに中世から近世にかけてしきりに制作されたものを
いう。近代の神社界ではこの種の文書を正式には「神社由
緒」と呼んで、「神社縁起」とは言わない。「縁起」が本来仏
教の言葉であるために、明治維新後は一切の仏教色を排して

きた神社界でこの用語を避けたためである。しかしながら、
神道の歴史的展開を通じての神仏習合の体制下で成立した
「神社縁起」は、今もなお依然として各神社の教典的基盤を
なすところがあり、実際には近世以来試みられてきた仏教色
抜きの神社由緒をも一般には「縁起」と称してほとんどこだ
わることがない」という認識のもと、神社神道における教典
文字化の事例として「神社縁起」を取り上げ、寺院縁起に影
響を受けつつも仏本神迹から神本仏迹へと展開してきた過程
などを丹念に追いながら、その総体的意味を検討した。
宮家氏の発表要旨は以下の通り。「修験道の教典は、天台
宗、密教、神道などの口伝や切紙を集成する形で成立、展開
した。特に天台宗は山門派（比叡山）、寺門派（園城寺）と
も、顕教・密教・修験を三本柱にするとしている。その先駆
をなす13世紀初期の園城寺系の慶政（1189－1260）の『諸山
縁起』では、大峰、葛城などの縁起や霊地を法華経や密教と
関連づけている。次いで14世紀初期に山門の記家・光宗（1276
－1350）が著した『渓嵐拾葉集』では「山王御事」などの項
で大峰などの霊山をとりあげ、特に天川弁才天に注目した。
ここでは天台本覚論や密
教に基づく説明がなされ
ている。14世紀中頃には
遊行の修験者即伝（生没
年不詳）が金峰山や彦山
の衣体、字義、峰入など
の50通の切紙を編集した
『修験修要秘決集』を著
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した。本書にも天台本覚思想と密教の影響が認められる。17
世紀後期には園城寺の志晃（1662－1720）が、『寺門伝記補
録』を著して、上記の諸著をもとに円珍を開祖とする園城寺
修験の正統性を主張した。このように修験道の教典形成・展

開には天台宗が密接に関わっているのである」。
宮本久義研究員（東洋大学文学部）による閉会あいさつで
幕を閉じた今回の研究会は、30名ほどの来場者のある有意義
な会となった。

……………………………………………………………………………………………
第３ユニット「自然との共生―その表現形態」研究会（2014年度第１回）

7月12日、東洋大学白山キャ
ンパス6号館文学部会議室に
て、第3ユニット研究会が開催
された。これは、「自然との共
生―その表現形態」というテー
マのもと、共生概念を芸術や美
術といった具体的な表現形態か
ら探ろうという企図のもと開催
されている研究会であり、江藤
匠氏（東洋大学非常勤講師）に

よる「イタリア古典期の肖像画におけるフランドル絵画の影
響について―レオナルド・ダ・ヴィンチの作例を中心に―」
という発表がなされた。発表者による要旨は以下の通り。
盛期ルネッサンスにおける古典主義の形成に、どのように
フランドル絵画が関与してきたのかという問題を、レオナル
ド・ダ・ヴィンチ作の一連の肖像画を中心に考察した。そも
そも四分の三観面という肖像画の形式がフランドルを起源と
しており、1470年代にレオナルドがフィレンツェで制作した
《ジネブラ・デ・ベンチの肖像》は、当時メディチ家にあっ
たペトルス・クリストゥスの《フランス婦人の肖像》と関係
があったことが指摘されている。ヒルズは、レオナルドはこ
のフランドル絵画の瞑想的な内面性を最初に理解したイタリ
ア人だとしている。ベンチの肖像の裏面に描かれた棕櫚と月
桂樹の絡んだ紋章は、フランドルに滞在していたベルナル
ド・ベンボの紋章に似ている。従ってベンボが注文主とし
て、この樹木の判じ絵をレオナルドに伝えたのかもしれな
い。

一方1480年代からのミラノ時代において、レオナルドは
《白貂を持つ婦人》、《音楽家の肖像》と《美しき鍛冶屋の娘》
を制作した。特に《音楽家の肖像》には、フランドル技法を
学んだアルトネルロ・ダ・メッシーナ作の肖像画の心の動き
が反映しているといわれる。そして人物の肖似性からも離
れ、性別の区別もはっきりしない中性化、理想化の傾向が看
取される。
1500年にフィレンツェに戻ったレオナルドは、フランチェ
スコ・ジョコンドの注文により、三度目の妻リザの肖像を
1503年から三年間にわたって制作した。図像は、モデルが肘
掛け椅子に腰かけるという聖母子の絵画伝統を汲んでおり、
円柱で枠取られた開口部から風景を望む構図は、ハンス・メ
ムリンクの《ベネデット・ポルティナリの肖像》に類似して
いる。そして幻想的風景
を背景に、ゴシック的な
微笑を湛えた不安な表情
の反古典主義的肖像画が
完成したのである。ヴェ
ルフリンの古典主義の理
念でもあるゴシック以来
の主観的な理想主義を、
15世紀の自然主義に融和
させるという課題が、
《モナ・リザ》において
一定の解決を見たといえ
る。

センター公刊物

年報『国際哲学研究』１号（2012年３月公刊）ISSN2186-8581

年報『国際哲学研究』２号（2013年３月公刊）ISSN2186-8581

年報『国際哲学研究』３号（2014年３月公刊）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

国際井上円了学会誌『国際井上円了研究』第１号（2013年３月公刊）ISSN2187-7459

国際井上円了学会誌『国際井上円了研究』第２号（2014年３月公刊）ISSN2187-7459
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今後の活動予定

9月24日㈬
15：00～18：00

全体シンポジウム「国際化とは何をすることなのか～東洋大学国際哲学研究センターの「これまでとこれから」～」
発表者：村上勝三（IRCP）他
場 所：白山キャンパス5号館4階 5404教室

9月27日㈯
14：00～17：00

第２ユニット 研究会「ポスト福島の哲学」
発表者：西谷修（立教大学）
場 所：白山キャンパス6号館1階 第3会議室

10月8日㈬ 第１ユニット 連続研究会「明治期日本人の人間観と世界観」
発表者：出野尚紀（IRCP 客員研究員）

10月11日㈯
18：00～20：00

第２ユニット WEB国際会議「スピノザの哲学の方法―理性と経験」
発表者：ピエール＝フランソワ・モロー（フランス高等師範学校リヨン校）他
場 所：白山キャンパス8号館7階 特別会議室

10月14日㈫ 第３ユニット 連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味―多文化共生を図るツールを考える―」
発表者：松田和信（佛教大学）「大乗経典はどのように成立したのか―仏典写本を背景として研究成果から―」（仮）

10月18日㈯ 第３ユニット 連続研究会「文字化された宗教教典の形成とその意味―多文化共生を図るツールを考える―」
発表者：【初期仏教】榎本文雄（大阪大学）、【大乗仏教】堀内俊郎（IRCP 研究助手）

10月22日㈬
16：30～18：00

第３ユニット 連続研究会「多文化共生社会に向けて－宗教・思想に何ができるか？」
発表者：宮本久義（IRCP）、渡辺章悟（IRCP）、堀内俊郎（IRCP 研究助手）

11月8日㈯ 第２ユニット 国際シンポジウム「伝統的知識と近代科学の間の接触」
発表者：シュリーパーダ・スブラマニヤム（アーランドラ・プラデーシュ州東洋写本図書館）他

11月12日㈬ 第１ユニット 連続研究会「明治期日本人の人間観と世界観」
発表者：白井雅人（IRCP 研究助手）

11月22日㈯
第２ユニット シンポジウム「ポスト福島の哲学：原発事故と食の現状」
発表者：高田久代（グリーンピース日本）、村上真平（自然農園「なな色の空」）
場 所：白山キャンパス6号館1階 6102教室（予定）

11月29日㈯
13：00～16：00

第３ユニット シンポジウム「精神性に与える瞑想の効果」
発表者：蓑輪顕量（東京大学）、番場裕之（ヨーガ光麗会）、ケネス田中（武蔵野大学、IRCP客員研究員）

12月10日㈬ 第１ユニット 連続研究会「明治期日本人の人間観と世界観」
発表者：岩井昌悟（IRCP）

＊イベント情報は、随時、ホームページ（http : //www.toyo.ac.jp/site/ircp/）にもアップしております。
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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

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 宮本久義★◎ 長島隆○ 永井晋○

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
山内廣隆 斎藤明 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

研究助手
白井雅人 武藤伸司 堀内俊郎

研究支援者（PD）
山村（関）陽子

プロジェクトリサーチアシスタント（PRA）
竹中久留美 三澤祐嗣

ニューズレター 第８号 平成26年9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/

Ⓒ2014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 （2014．8．1）

☆＝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
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