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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 ２４年  ９月 ２５日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局 東京大学大学院人文社会系研究科 

（ふりがな）             ま る い    ひろし 

職・氏 名  教授    丸 井  浩   
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（オーストリア）とのセミナー（振興会対応機関：  Ｆ Ｗ Ｆ  ） 

 

 

2． セミナー名  伝統知の継承と発展——インド哲学史における“断片”の意味をさぐる     

 

 

3． 期   間  平成 ２４年  ８月 ２０日 ～ 平成 ２４年  ８月 ２４日（  ５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  長野県松本市、信州大学人文学部                       

 

5． 参加者数   日本側      ３８ 名（うち、滞在費等本会負担  １１ 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     ９ 名（うち、滞在費等本会負担   ９ 名） 
 

その他の国   ５ 名 
 

参加者  計  ５２ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 
所属・部局・職名 

 

＊藤井隆道 

＊藤永伸 

平野克典 

堀田和義 

石田尚敬 

石村克 

＊岩崎陽一 

＊狩野恭 

＊片岡啓 

加藤隆宏 

＊桂紹隆 

川尻洋平 

松田和信 

＊日比真由美 

護山真也 

茂木秀淳 

中田直道 

中須賀美幸 

＊小川英世 

岡崎康浩 

大前太 

小野基 

小野卓也 

尾園絢一 

斎藤明 

坂部明 

佐々木亮 

＊志田泰盛 

志賀浄邦 

鈴木孝典 

友成有紀 

上田真啓 

畝部俊也 

和田壽弘 

＊吉水清孝 

国士舘大学・非常勤講師 

都城工業高専・一般科目・教授 

愛知学院大学・非常勤講師 

東京大学・Ｇ−ＣＯＥ・特任研究員 

日本学術振興会・特別研究員 

広島大学・大学院文学研究科・博士課程 

東京大学・大学院人文社会系研究科・特任研究員 

神戸女子大学・教授 

九州大学 ・大学院人文科学研究院・准教授 

東京大学・大学院人文社会系研究科・助教 

龍谷大学・文学部・教授 

日本学術振興会・特別研究員 

仏教大学・仏教学部・教授 

東京大学・大学院人文社会系研究科・博士課程 

信州大学・人文学部・准教授 

信州大学・教育学部・教授 

東方学院・講師 

広島大学・大学院文学研究科・博士課程 

広島大学・大学院文学研究科・准教授 

広島県立高陽東高等学校・教員 

島根県立大学・総合政策学部・教授 

筑波大学・人文・文化学群・准教授 

山形県立米沢女子短大・非常勤講師 

東北大学・大学院文学研究科・助教 

東京大学・大学院人文社会系研究科・教授 

信州大学・名誉教授 

早稲田大学・大学院文学研究科・博士課程 

京都大学・白眉プロジェクト・助教 

京都産業大学・文化学部・准教授 

愛知文教大学・非常勤講師 

東京大学・大学院人文社会系研究科・博士課程 

京都大学・大学院文学研究科・博士課程 

名古屋大学・大学院文学研究科・准教授 

名古屋大学・大学院文学研究科・教授 

東北大学・大学院文学研究科・教授 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  Austrian Academy of Sciences・Project Director・Ernst Prets     

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

＊Steinkellner, Ernst 

＊Prets, Ernst 

＊Ferstl, Christian 

＊Lasic, Horst 

＊Maas, Phillip 

＊MacDonald, Anne 

＊Trikha, Himal 

＊江崎公児 

＊渡辺俊和 

University of Vienna・Professor Emeritus 

Austrian Academy of Sciences・Project Director 

Austrian Academy of Sciences・Research Fellow 

Austrian Academy of Sciences・Research Fellow 

University of Vienna・Assistant Professor 

Austrian Academy of Sciences・Research Fellow 

Austrian Academy of Sciences・Research Fellow 

Austrian Academy of Sciences・Guest Researcher 

Austrian Academy of Sciences・Research Fellow 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Kang, Sung Yong 

室屋安孝 

Balcerowicz, Piotr 

Aklujkar, Ashok 

Choi, Seongho 

Seoul National University ・Professor（韓国） 

University of Leipzig・Research Fellow（ドイツ） 

University of Warsaw・Professor（ポーランド） 

University of British Columbia・Professor（カナダ） 

Seoul National University ・博士課程（韓国） 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

①目的 

本申請課題は、近代的な思想史研究の方法によってインド哲学史を学問的に再構築するために必須の、テ

キスト断片（特に散逸テキストの断片）の蒐集・分析とその意味をめぐって、当分野で世界的に指導的な役

割を果たしてきたオーストリアと日本からの研究者を中心に国際セミナーを開催して、さまざまな専門領域

の研究現場からの発表と活発な議論を行い、その成果を有機的に組織し、世界のインド哲学史研究の連繋ネ

ットワークと研究基盤（断片のテキストデータベース化）の国際的な強化に向けて重要なステップとなる画

期的な試みである。なお元来、哲学史研究というものは西洋近代に生まれ世界に普及した研究領域であり、

いわばインド哲学を「外から」見る視点と言える。その妥当性、意味を日本と欧米学者を中心として問い直

すことも本セミナーの重要議題となる。 

 

②実施状況 

予定通り、平成２４年８月２０日から２４日にかけて、セミナーを実施した。参加者は当初の予想（４０

名程度）を上回る５２名を数え、活発な議論が展開された。 

 

③成果 

 各時代固有の歴史的意義に重きをおかず、永遠の真理としての古の言葉の自己展開として解釈史が形成さ

れるインドの哲学的思惟において、古い注釈・作品の多くは散逸してしまった。したがって後代の他作品に

言及、引用される散逸作品の断片を探り当て分析する作業は、失われたインド哲学史の諸相を再構築する上

で極めて重要である。本企画の第一の成果は、インド哲学断片のデータベース集成事業に関して、相手国代

表者である E. プレッツ博士が確立したフォーマットを基礎としつつ、今後の国際連携のための連携プラッ

トフォーム形成に向けて大きく前進したことである。第二には、断片をテーマとした本国際シンポジウムを

起点として、日本とオーストリアを核としつつ、世界のインド哲学研究のネットワークが、日本以外の東ア

ジア諸国（特に韓国と中国）へも拡大、発展する方向性が明確となった。第三には、日本、オーストリア両

国から 20 代ないし 30 代の若手研究者も発表・参加して活発な議論が交わされ、次世代の両国のインド哲学

研究の連携がさらに発展するための重要な土壌が形成された。第四には、本セミナーの成果は、各発表者に

口頭発表をまとめて論文として寄稿してもらい、来年度末をめどに本として出版する企画へとつなげること

に成功した。 

 

 

 

 


