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哲学基礎文化学系 

 
 

哲学基礎文化学は人文学研究の基礎的領域を包括する。文化の領域について，文学研究や歴史研究とくらべると，もっ

とも根本的な原理を追求するという特質をもっている。たとえば歴史を記述する学問では，｢実証的な真理」は自明の前

提とされるだろうが，哲学基礎文化学系の学問では「実証とは何か」という問いが掲げられる。学問･文化という人間の

営みを，人間のすべての営みと関連づけて考察することが，哲学基礎文化学系の学問の課題である。思想文化は断片的な

ものではなく，人間の生の全体に関わり，生きた統一体としてまとまりのある知の体系をなしている。その全体を真善美

聖という観点から探求するのが哲学基礎文化学系の学問であるということもできよう。 

哲学基礎文化学系には哲学，西洋哲学史，日本哲学史，倫理学，宗教学，キリスト教学，美学美術史学の各専修が含ま

れる。真なるものを真の観点から探求するのが哲学である。真理とは何かという研究領域は，従来「認識論」 と呼ばれ

てきたが，現代では，論理学，科学哲学が重視されている。それに対して善なるものの探求に携わるのが倫理学である。

生命倫理，環境倫理など具体的な問題と「善とは何か」という原理的な問いとの接点を保ちながら，倫理学の営みがなり

たっている。美学は美なるものを探求する。「美」には「真」という意味が含まれるのか，どうか。ポップアート以降の

現代美術はいかなる意味において「芸術」なのか。異なる文化の間で芸術はどのような社会的機能を発揮しているか。美

学･美術史学の領域では〈美学･芸術学〉，〈美術史学〉，〈比較芸術史学〉という三分野の有機的な連携で，研究活動が展開

されている。聖なるものの探求に携わるのが宗教学，キリスト教学である。人間の生にとって宗教がどのような意味をも

つのかを主に哲学的見地から考察するのが，宗教学であり，特定の教義や信仰をはなれて，純粋に学問的な見地から批判

的共感をもってキリスト教思想を研究するのが，キリスト教学である。 

他方，思想や美の理論的体系的な研究は思想史，美術史等の歴史的研究を不可欠の前提としている。西洋古代，中世，

近世哲学史を含む西洋哲学史と日本哲学史の研究は体系的な思想史の確立に不可欠である。思想の真の創造は思想史への

深い畏敬と洞察を前提とするものであり，同様に美や芸術の体系的な理論構築も美術史，比較芸術史の研究なくしては不

可能である。人間存在が根源的に有している歴史性ヘの深い洞察なくして思想文化の創造はあり得ない。理論研究と歴史

研究からなる哲学基礎文化学系は，現代が内包する諸問題と も根源的かつ綜合的な観点から対決する学問分野といえよ

う。 

哲学基礎文化学系は旧「哲学科」を母胎とするが，小講座制の枠を取り払い，学際的な教育体制を確立しようとするも

のである。哲学基礎文化学系への分属を希望する者は，系を構成する全専修への広い関心が期待される。個々の専修への

分属は，哲学基礎文化学全体への少なくとも概観的な理解を得た後になされることが望ましい。 

哲学基礎文化学系に進もうとする学生諸君に期待されることは，まず第一に，しっかりした語学力である。どの専修で

も外国語の文献を正確･綿密に読みこなす力が必要になる。外国語を学ぶことは楽しいという気持ちを 初に知ってほし

い。 

第二に期待されることは，資料を扱う際の厳密さである。他人の業績を利用する際には必ず出典を明記する等の，誠実

でフェアな態度が，多くの情報がコンピュータから得られる状況になった今日，ますます厳しく要求されている。 

第三に期待されるのは，明確な表現力である。文献や作品の検討を通して自分の魂に刻み込まれたことを再表現すると

きに，おざなりな定型表現，借り物の美辞麗句，こけおどしの難解語を拒否して，自分に誠実な，そして他人に理解され

る表現を追求することが要求される。 
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■  哲 学 専 修   

教 授   出 口 康 夫   数理哲学  (確率･統計･数学の哲学，カント研究，分析アジア哲学) 
准教授  大 塚   淳   科学哲学（生物学の哲学， 統計学の哲学） 

〔著書･論文〕  出口 （with G. Priest and J. Garfield）  Ways of Dialetheist  : Contradiction  in Buddhism, 

in The Philosophy East & West, Vol. 58, n. 3, 2008．(共著)『知識と実在』世界思想社，2008．

(共編著)『応用哲学を学ぶ人のために』世界思想社，2011．(共編著)『これが応用哲学だ！』大

隅書店，2012．(共 著)『心 と 社 会を 科 学する』東大出版会，2012．(共編著)『デカルトを

めぐる 論戦』 京大学術出版会，2013．(共 著) Nothingness in Asian Philosophy,  Routledge, 

2014．(共編著) Moon Points Back, Oxford UP，2015． 

大塚 Discovering Phenotypic Causal Structure from Nonexperimental Data (Journal of 

Evolutionary Biology, 2016), Causal Foundations of Evolutionary Genetics (The British 

Journal for the Philosophy of Science, 2016), Using Causal Models to Integrate Proximate 

and Ultimate Causation (Biology and Philosophy, 2015). 

 

哲学専修は，文学部の専修の中でも，研究対象の選択の自由度が も高い場所の一つである。専修の名前が「哲学」だ

けだというのは，国文学や仏文学にまじって「文学」専修があるようなものである。一段と高いはずの分類項目が，より

細かい項目の間に紛れている現象。これを哲学の用語では，カテゴリー･ミステイクとも言う。しかし，これは正当な理

由のあるミステイクなのである。 

本専修は京大文学部創設以来の研究室であり，その後，西洋哲学史の各講座を含め哲学系の研究室が次々と設立された

後でも「哲学･西洋哲学史第一講座 (哲学)」にとどまり続けた。そこには言語圏や時代や分野を限定せず，広く過去の思

想伝統を吸収し，その上で独自の哲学を生み出す「場」を確保しようとする，京大哲学科の意志を感 じ取ることもでき

る。事実，｢純哲｣ と呼ばれた本教室は，西田幾多郎･田邊元両教授を含む歴代教官･教員の下で，「京都学派」の根拠地と

なったのである。  

というわけで，この伝統あるカテゴリー･ミステイクの産物たる本専修では，一生に一度くらいは，物事の根本につい

てじっくり考え抜きたいという学生諸君に大きく門戸を開いている。社会や国家の仕組みについて，科学や 宗教の本質

について，人生いかに生きるべきかについて。思索が，既存の個別学問の枠をはみ出し，その学問の基 礎を問い直す射

程と気概を持つとき，それは何であっても「哲学」と呼ばれ，本専修の守備範囲に入ることになる のである。 

具体的にどのような研究対象が選ばれているかについては，専修のホームページに出ている各種の情報，特に「所属院

生｣や，哲学専修が関わっている雑誌『哲学論叢』と『Prospectus』のページを見て頂きたい。ちなみに近年の『Prospectus』

の特集は，「ポップ･フィロソフィー」，「イースト･ミーツ･ウエスト」などである。 

テキストを正確かつスピーディに読みこなすための語学力，自分で議論を展開するための論理的な力。何を対象に選ぼ

うとも，これらは哲学の研究にとって必須の基礎体力である。したがって，本専修が提供するさまざまな講義･演習は，

この基礎体力をつけるトレーニングの場という意味合いを多分に持っている。また大学院生による読書会などの自主的な

研究会活動が盛んなことも本専修の特徴である。学部生も，これらに積極的に参加し，「哲学力」を身に付ける一助とさ

れることをお勧めする。 

後に本専修の卒業生の進路について。学部卒業生の約三分の一が大学院進学，残りが就職，というのがここしばらく

の状況である。就職先としては，マスコミ･出版関係，国家･地方公務員，教員，司書など，概して文学部の他専修と同様

の傾向を示している。また修士課程修了者の約半数が博士後期課程に進み，残りが就職している。就職先も，マスコミ･

公務員･運送業･製造業と，学部卒業生のそれと比べて広がりに遜色はない。「文系の修士課程修了者は一般就職に不利」

という通念は，もはや完全に過去のものとなったのである。さらに過去 15 年ほどの博士後期課程学修者の就職傾向をな

らして見れば，ほぼ毎年 1 名以上がアカデミック･ポストに就職していることになる。高等教育機関における思想系教員

数の減少という全国的な傾向を考えれば，ここでも本専修修了者の健闘は光っていると言える。 
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■ 西洋哲学史専修 

   (古代)  教 授  中 畑 正 志   プラトン，アリストテレス及び古代後期の哲学、基礎概念の歴史 

(古代) 准教授  早 瀬     篤   プラトンとアリストテレスの哲学   

   (中世)  准教授  周 藤 多 紀   十三世紀のスコラ哲学 

   (古代)  教 授  福 谷   茂   カントを中心とする近世哲学史および形而上学史（平成31年3月退職予定） 

〔著書･論文〕  中畑『魂の変容――心的基礎概念の歴史的構成』岩波書店，2011．「見ていることを感覚する 

――共通の感覚，内的感覚，そして意識」(『哲学』64 号，2013)．『アリストテレス全集 

』 (共編) 岩波書店 2013〜． 

早瀬「ソクラテスは諸事例にもとづいて定義を獲得すべきだと考えるか？」(『哲学研究』 

601 号, 2017). ‘Dialectic in the Phaedrus’ Phronesis 62, 2016. 
周藤「徳と認識――トマス･アクィナスにおける親和性による認識」(『哲学研究』第 577 号， 

2004)．「中世の言語哲学」(共著)(『西洋哲学史 II』講談社，2011)． 

Boethius on Mind, Grammar and Logic :A Study of Boethius’ Commentaries on Peri 

Hermeneias, Brill, 2012. 

福谷『カント事典』(共編著)  弘文堂，1997．「近世哲学とはなにか」(『近世哲学研究』第 7 号， 

2001)．「田辺元とカント――絶対弁証法から『種の論理』への論理」(『求真』第 18 号，2011)． 

『カント哲学試論』(著書)  知泉書館，2009． 

  

(古代)本研究室が求めるのは，「気ままに粘土細工を拵えるより硬質の大理石を刻むように」哲学を学ぼうとする精神の

持ち主である。つまり哲学をその成立の現場にまで遡って本格的に考えようとする志と古代ギリシア語の習得や文献学的

訓練を厭わない忍耐心とを併せ持つ(あるいは持ちたいと思う)諸君の志望を期待する。ハードルは高いかもしれないが，

学生諸氏は研究室で互いに切磋琢磨しながらこれをクリアしてきているので，心配はいらない。具体的な研究領域は初期

ギリシアから後期ローマまで広範多岐にわたり，研究の対象と方法は各人の選択に委ねられるが，プラトンとアリストテ

レスの哲学を学ぶことは，他の分野の研究にとっても重要な要件となるだろう。本研究室を中心として「古代哲学会」が

組織され，その機関誌『古代哲学研究(メトドス)』はすでに 49 号を数えており， 新の研究に解れる機会を提供してい

る。また学生間の読書会や研究室紀要『ヒュポテシス』の公刊は，学部学生をも含めた研究の発表と交流の場となってい

る。 

(中世)本研究室への分属を志望する者の条件は西洋中世哲学への関心と熱意である。西洋中世は時代的にも地理的にも

広範囲にわたり，思想上も大きな多様性(論理学から神秘思想まで)がある。指導するスタッフの力量に限界（主にラテン

語著作）があるとはいえ，何を研究の中心とするかは各人に任される。ただし，翻訳での理解には限界があり、まだ翻訳

が存在しない原典も多いので、原典を読むために必要な語学(多くの場合、中世ラテン語)の修得は避けられない。また、

日本で研究がすすんでいない思想家も多いので，参考文献を読むための欧米近代語の習熟も望まれる。授業のほかにも，

本研究室出身者を中心とした京大中世哲学研究会(機関誌『中世哲学研究(VERITAS)』)で視野を広げる機会が得られる。 

(近世)近世哲学史専修では，ヨーロッパ近世から現代にかけての古典的な哲学者の研究が中心となる。この時期はデカ

ルト，カント，ヘーゲルをはじめ人口に膾炙した哲学者たちに富んでいるうえ，わが国での研究の蓄積もすでに相当のも

のになっている。しかし，ヨーロッパ自体の再定義の試みが始まるなか，近世哲学史研究もまた 19 世紀的常識に安住し

ない視野からの見直しが始まっており，今後一段と斬新な知見がもたらされるべきスリリングな研究領域であることを失

わない。ヨーロッパでそうであるように，哲学と歴史の両方にわたる関心と能力を持つ研究者が近世哲学史でも期待され

ている。古典語を含む多言語を読みこなす語学力，テキストの論理を追跡･再構成できる緻密な思考力，地道な実証力，

そしてフレッシュな眺望を求める大胆とそれと同時並行してぴったり焦点の合わせられた細部を愛する小心が必要であ

り，研究室という場でこれらの資質を磨くことがメンバーとなるものの課題である。研究成果の発表の場としては，『近

世哲学研究』および研究室紀要 Prolegomena を年 1回刊行している。 
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■日本哲学史専修 

教 授 上 原 麻有子   西田哲学をはじめとする近代日本哲学，身体論，翻訳学，女性哲学 

〔著書･論文〕 Philosopher la traduction /Philosophizing Translation （Nanzan Institute for Religion and Culture ／

Chisokudō Publications, 2017, 編著)，「西田哲学の再解釈―行為的直観としての顔の表情」（『思想』

No.1099、2015年），「西田哲学と一人称の哲学化」（『哲学研究』第六百號記念特集號、京都大学大学

院文学研究科内 京都哲学会、2016年），「「名」と「実存」―九鬼周造の哲学を巡る一考察」（『日

本哲学史研究』第14号、京都大学大学院文学研究科 日本哲学史研究室、2017年） 

 

日本哲学は、比較的新しい学問分野です。明治初頭から西洋哲学が本格的に受容され始め、「哲学」という語が訳出さ

れ、そして「哲学」という学問が開かれ発展してきました。日本哲学とは、その発展を通して日本独自の思考法や課題を

もとに生み出された哲学だと考えられます。 

 明治以降、日本における日本語で書かれた哲学が、いかに形成され成熟してきたのかについて考究する。これが本専修

の主な研究課題です。京都学派の知的基盤を形成した西田幾多郎、そして田辺元、三木清、西谷啓治、あるいは彼らと思

想的に近い九鬼周造や和辻哲郎などに関心をもつ学生が、国内外から本専修に集まり思索を深めています。このような哲

学者の日本語で書かれた哲学書を読むのだと言っても、油断はできません。日本哲学はその由来からして、根本的に比較

哲学です。テキストには、カントやヘーゲルなどの西洋的思想が、また一方では仏教や儒教などの東洋的宗教の概念や論

理が綿密に織り込まれています。だから言葉は自然と難解を極めます。日本哲学の深遠な思想を探求するためには、東西

の思想をそこから掘り起す、外国語の原文も丹念に読解し、理解する、そして比較するという一連の作業が必須です。 

 しかし、難解なテキストの読解にどっぷり浸かった研究をすることだけで満足するのではなく、さらにそれが、今、私

たちの生活、人生に対して意義をもつにはどうしたらいいのか、このようなことを念頭におきながら、日本哲学に取り組

んでください。 

卒業論文については、十分な参考文献の収集，またその厳密な検討が大前提となります。しかし、文献の単なる検討に

終わることなく，研究対象として選んだ思想そのものに自ら取り組み、それを批判的に検討する目を養う、また同時に、

自己反省的にその思想の立場や方法を検討し直す態度をもつことが必要です。 

 近年提出された卒論のテーマ、あるいは本専修が行っている様々な活動等についての詳しい情報は、HP 上で確認して

ください。 

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/japanese_philosophy/jp-top_page/  
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■ 倫理学専修 

教  授  水 谷 雅 彦   近現代倫理学･応用倫理学 
准教授  児  玉   聡   英米倫理思想史･応用倫理学 

〔著書･論文〕  水谷「The Internet and the Japanese Conception of Privacy」(coauthored with J. Moor & 

J. Dorsey, “Ethics and Information Technology Volume 6 Number 2”, Kluwer Academic 

Publishers, 2004)，『情報の倫理学』(単著 丸善(株)，2003)，『岩波 応用倫理学講義 3 情報』 (編

著 岩波書店，2005)，「プライバシー概念の再検討と現実的諸問題｣(『法哲学年報』，日本法哲学会，

2001)「『高度情報化時代』 における技術と倫理｣ (『思想』 926 号，岩波書店，2001) ｢コミュニ

ケーションと倫理学｣，『哲学研究』第 579，580 号，京都哲学会，2005． 

児玉『功利と直観』(勁草書房，2010)，Satoshi Kodama, “Tsunami-tendenko and morality in 

disasters”, Journal of Medical Ethics, (2013)，児玉聡「功利主義批判としての「善に対する正の

優先」の検討」『社会科学研究』64(2) : 49-72 (2013) 

 

 

本専修では，人間の行為を哲学的に考察すること，あるいは広義の「社会哲学」の研究を主たる目的とする。現代社会

は，生命･環境･情報･ビジネスなどの分野で「倫理」という言葉が頻繁に使われている時代である。そうした現実的な諸

問題に「対応」するのも倫理学の重要な仕事である。そうした作業は「応用倫理学」と呼ばれるが，それは既存の倫理学

理論を現実問題に直接「応用」することを目指すものではない。むしろ現実の問題に正面から取り組むことを通じて，こ

れまでの倫理学の学説や現在「倫理」として通用している様々な規範を批判的に検討することが求められている。「道徳」

という現象をあたりまえのこととはせず，そこになんらかの「不可思議さ」を感じる諸君によって志望されることを望む。 

本専修における 終的な卒業研究は，「応用倫理学｣に属するものと｢倫理学理論｣に分類されるものに大別されるが，い

ずれを選ぶ場合でも，もう一方への目配りを欠かすことはできない。また，倫理思想史の全体を俯瞰することができるよ

うな歴史的研究も，手前勝手な思いつきや単なる意見の表明から真摯な学術研究を区別するための手段として重要な意味

をもっている。(大学院への進学を念頭においている場合は，卒業研究に歴史的，理論的研究を選択することが強く要請

される。) 

日常的な研究は，内外の文献の収集，精読が中心になる。そのため，志望者は，英･独･仏のうち少なくとも二つの外国

語を習得しておくことが必須である。また，広い意味での哲学に関する他専修の講義や演習にも積極的に参加し，視野を

広めることも重要である。コンピュータをはじめとする情報機器を用いた情報収集は現代の倫理学にとって必須のものと

なってはいるが，たとえばインターネットにすべての情報があるといった安易な態度は厳につつしまねばならない。 

研究室では，大学院生を中心にいくつかの研究会，読書会が定期的に開催されており，これに参加することは大きな刺

激になるであろう。例年夏休みには，特定のテーマを集中的に勉強する合宿が開催されており，親睦を兼ねた重要な行事

となっている。研究室の刊行物としては，35 年の歴史をもつ『実践哲学研究』や，いくつかのプロジェクトによって作

成された資料集やサーベイ論文集があり，研究方向を定める参考になると思われる。 

倫理学専修について，さらに詳細を知りたい方は，次の専修のサイトをご覧ください。 

http://www.ethics.bun.kyoto-u.ac.jp/ 
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■ 宗教学専修 

教 授  杉  村  靖  彦   宗教哲学  (現代フランス哲学，京都学派の哲学) 

〔著書･論文〕  杉村『ポール･リクールの思想―意味の探索』(創文社，1998)，Philosophie japonaise. Le néant, le 

monde et le corps. (共編著, Vrin，2013), « Auto-éveil et témoignage‐Philosopher autrement: 

l’Ecole de Kyoto en comparaison avec la philosophie française post-heideggerienne (I, II) » 

(Philosophie, n.125, n.126, Minuit, 2015)。「生と死の交錯―リクールとデリダ―」（『実存思想論集』

30 号、2015）、Religion et vérité. La philosophie de la religion à l’âge séculier（共著、Presses 

Universitaires de Strasbourg, 2017）。「現象学から「社会存在」へ－1934 年の田辺とレヴィナス」

（『宗教学研究室紀要』14 号、2017 年） 

 

｢宗教」の名の下で問題になりうる現象は実にさまざまであり，それに対する学問的なアプローチにも多種多様なもの

があるが，当専修は，哲学研究を軸としてそこから宗教にまつわる諸問題へと接近していくという研究姿勢を基本として

いる。このような姿勢の前提にあるのは，宗教とは単に例外的な経験や特殊な信条･組織の問題ではなく，人間が人間と

して世界の内にあることの根源，自己の存在の根源が問われる場にほかならないという洞察である。そこでは，「宗教と

は何か」という問いは，哲学の根本問題とおのずから触れ合うことになる。このように宗教と哲学とが切れ結ぶ地点に立

ち，そこで求められる思索の行方を追究すること，その意味での「宗教哲学」が当専修の基本的な方向性である。この方

向性は，歴史的に言えば，西田幾多郎，波多野精一，西谷啓治，武内義範，上田閑照，長谷正當、氣多雅子という当専修

の歴代の担当者が，多くの場合京都学派の哲学の展開との密接な連関の下で発展させてきたものである。 

したがって，宗教史学，宗教心理学，宗教社会学，宗教人類学等々，およびそれらの方法論を駆使した記述的･実証的

宗教学については，当専修のカリキュラムでは主題的に取り扱っていない。しかし，もちろんそうした分野に関する知識

が不要だということではないし，学生諸君のそれぞれの関心に基づいた宗教現象･宗教思想へのアプローチを排除するも

のではない。 

宗教哲学という学問の性格上，本専修では，各人が自分の関心に基づいて比較的自由に研究を進められるように配慮し

ている。とはいえ，自らの問題を掘り下げてより深く展開していくためには，自分の手持ちの言葉や概念だけにしがみつ

いているのではなく，優れた先人の洞察へと分け入り，それを丹念に学ぶことによって自己の思索を鍛え抜くことが不可

欠である。それゆえ，欧米や日本の優れた哲学者･思想家の中から一人を選び，集中的に研究することから出発するのが

望ましい。卒業論文は，そのような勉学の一つの到達点として位置づけられている。 

ちなみに，ここ数年の卒業論文でとりあげられた思想家としては，ニーチェ，ジェームズ、ベルクソン，ハイデガー，

レヴィナス，メルロ=ポンティ，ヴェイユ，リクール，アーレント，西谷啓治らの名を挙げることができる。この一覧か

らも分かるように，現在の担当教員の専門領域との関係もあって，現代の仏独哲学に関心を寄せる者が多いことが近年の

当専修の特色である。 

当専修を志望する学生には，何よりも研究への関心と情熱をもち，研究を深めていくために必要な訓練に耐えることが

求められる。この訓練においては，必要な外国語文献を読みこなす語学力を身につけることがまずは不可欠である。文献

研究自体が目的ではないが，それを抜きにして，宗教哲学の諸問題を究明していくための思考力を養うことは不可能だか

らである。したがって，英語，ドイツ語，フランス語のうち少なくとも二ヶ国語でテクストを読み解く力を身につけるこ

とが目標とされる。とくに大学院への進学を希望する学生の場合は，このことは必須の条件となる。そうした努力を惜し

まなければ，当専修は，真の意味でラディカルに思索することを学ぼうとする者にとって，刺激的な環境となるはずであ

る。宗教思想と哲学探究との接点，現代哲学の先鋭的な問題提起，京都学派の哲学の蓄積等，さまざまなコンテクストで

学生諸君の思索の糧となるものが見出されるであろう。 

授業については，専任教員による特殊講義や演習に加えて，学外からの非常勤講師によって専任教員の専門外の分野を

補うように配慮している。また，大学院生を中心にして数々の読書会，研究会が運営されており，学部生も関心に応じて

そうした会に参加することができる。  
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■ キリスト教学専修 

教 授  芦  名 定 道        近現代キリスト教思想，現代神学の体系的倫理的諸問題   

〔主要著書･論文等〕  芦名『宗教学のエッセンス』北樹出版，1993．『ティリッヒと現代宗教論』北樹出版，1994．

『ティリッヒと弁証神学の挑戦』創文社，1995．『自然神学再考』晃洋書房，2007.『脳

科学は宗教を解明できるか？』(共編著) 春秋社，2012．『近代日本とキリスト教思想の可

能性』三恵社，2016. 『東アジア・キリスト教の現在』三恵社，2018. 

キリスト教とは何か。キリスト教の歴史をどのように理解するのか。キリスト教思想はいかなる現代的意義をもってい

るのか。 

こうした大きなテーマを念頭に，キリスト教に関連した諸問題に対して多様な方法を用いてアプローチし，根本的な分

析・考察を行うために，キリスト教学専修は始まりました。その創立は，1922(大正 11)年に遡りますが，特定の信仰や

教義と結びつくキリスト教神学(神学部)とは異なり，キリスト教を純粋に学問的な見地から研究することを目的とし，現

在，キリスト教の歴史と思想の全般にわたる研究教育を行っています。 

キリスト教が西洋ヨーロッパ世界の思想や文化の伝統的な基盤であることは言うまでもありませんが，現代のキリスト

教は，アジアやアフリカを含む世界の全域に広がり，今も新しい文化世界を生み出し，また人類全体に多くの影響を及ぼ

しつつあります。皆さんは，このようなキリスト教の新しい動向をご存じでしょうか。 

キリスト教学専修では，こうしたキリスト教という広範かつ多岐にわたる研究対象にアプローチするために，関連する

諸研究分野と連携し多面的な角度から研究教育を進めています。たとえば，偉大なキリスト教思想家が残した文献テキス

トの読解に基づく文献学的歴史学的研究はもちろん，キリスト教についてのフィールド調査やキリスト教芸術作品(建築，

絵画，音楽，文学)の分析など，様々な研究方法が考えられます――実際， 近のキリスト教学専修では，日本とアジア

のキリスト教（特に中国と韓国）について，フィールド調査を含めた研究を行っています――。こうした中で，特に研究

教育の力点が置かれているのは，次の分野です。 

１．聖書の思想研究(旧新約聖書学)    

２．キリスト教思想史研究(特に，古代教父，宗教改革，近現代キリスト教思想) 

３．キリスト教思想の体系的･宗教哲学的研究 

 

◆研究会風景（留学生） 

 

 

以上の研究教育のいずれにおいても，文献テキストの読解が中心であり，テキストの厳密な理解が大切になります。し
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たがってキリスト教専修では，文献テキストに基づく研究を行うのに必要な語学の習熟が求められます。また同時に，キ

リスト教の歴史と思想に関連した歴史全般(哲学史や宗教史を含めた)についての幅広く深い知識も重要です。しかし，キ

リスト教学を学ぼうとする者には，キリスト教という対象と正面から学問的に向き合おうとする知的好奇心と，それを実

現するだけの学習意欲が望まれます。 

 

授業は，専修スタッフによる講義，特殊講義，演習，講読のほか，学外からの非常勤講師によって，キリスト教研究の

主要な分野をカバーするように行われており，さらに他専修との関連授業も含めることによって，キリスト教についての

十分な学習が可能になるように配慮されています。なお, 芦名教授は，近現代のキリスト教思想(近代イギリスの理神論･

自然神学から現代のエコロジー神学や宗教の神学まで)，あるいはアジアと日本のキリスト教思想を中心に教育研究を進

めています。 

キリスト教学専修について，さらに詳細を知りたい方は，次の専修のホームページをご覧ください。 

http: //www. bun. kyoto-u. ac. jp/christian_studies/cs-top_page/ 
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■ 美学美術史学専修 

美学･芸術学 
准教授  杉 山 卓 史   美学・感性論 

美術史学 

教  授  根 立 研 介   日本美術史 (特に仏教美術史) 

教 授  平 川 佳 世   西洋美術史 
 

〔著 書･論 文〕  杉山「「われ感ず、ゆえにわれ在り」のヘルダーにおける成立」（『美学』246，2015）．同「美と倫理

の結合子としての虚構―メンデルスゾーンの感覚概念をめぐって―」（『美学芸術学研究』30，2012）． 

根立『日本中世の仏師と社会』(塙書房，2006)．同『ほとけを造った人びと』(吉川弘文館，2013)． 

平川, The Pictorialization of Dürer’s Drawings in Northern Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, 

Peter Lang, 2009．同「希少性、秘匿性、新奇性をめざす絵画―北方マニエリスム美術における絵画形

態多様化の諸相」（『哲学研究』600, 2016.） 

 

 

本専修は，〈美学･芸術学〉，〈美術史学〉，〈比較芸術史学〉の三分野からなるが，これら三分野は密接不可分の関係に

あるべきという方針で運営されている。 

〈美学･芸術学〉は，美や崇高についての古典的議論から，芸術と社会，現代芸術，メディアアートまでを理論的に研

究する。理論が現実から遊離しないように，新しい理論や思想に心を開くことは大切だが，現代芸術を考える時こそ，目

先の流行にとらわれず，空間的･時間的視野を広くもって古典に立ち向かうことも重要である。美学･芸術学の文献は，英，

独，仏，伊など近代語のほか，ギリシア語，ラテン語にまで及ぶが，外国語はたんに知識を得るための手段ではない。言

語と思考とは不可分に結びついており，言語こそが特定の思想を可能にするのである。外国語には貪欲であってほしい。

さらに今日では，科学技術がいわば共通言語のごとき力を振るっている。批判的思考を養うにはテクノロジーの問題を見

据えつつ，その中で美と芸術を考えねばならない。 

〈美術史学〉は，日本，東洋，そして西洋の美術史を作品に即して研究する。したがって本分野では，基本的な文献の

研究とともに，実作品に即した実証的研究教育が重視される。美術史学の対象も，時代的，地域的に極めて広範囲にわた

っているので早い時期に系共通科目の講義を受講するほか，日本，東洋，西洋など広い分野にわたる美術史の概説書を前

もって通読しておくことが望ましい。また専攻する対象(例えば中国美術やイタリア美術)に関する文献の研究が基礎とな

るため，なるべく早い時期に研究対象に関わる語学を習得し，漢文，古文書等の基礎資料の読解力を養っておくことが望

まれる。 

〈比較芸術史学〉は，地域および時代を越えた広い視野から芸術の比較研究を行う。日本の異文化理解の仕方，逆に日

本文化の異文化への影響，さらには異なる文化間の理解の可能性についての実証的研究等，今日ほど比較研究が必要とさ

れる時代はない。従来の学問の枠組みが暖昧になり流動化している現状にあっては，比較芸術史学の果たす役割は，ます

ます重要になると予想される。この分野の研究者にとっても語学力が求められることはいうまでもない。以上三分野のい

ずれにおいても，その対象は時代的，地域的に極めて広範囲にわたっており，また，どの分野にとっても芸術作品をはじ

めとする芸術現象に即した研究が基礎となる。それゆえ，文献研究とともに，機会あるごとに博物館，美術館を訪ね，ま

た演劇，文芸，音楽，映画などに接して各自の芸術経験を豊かにしてゆくことも重要である。 

本専修の現在の教員及びその主たる研究領域は上記の通りであり，文芸学，演劇学，音楽学，映像学などの専任教員は

いない。専門外の分野については，可能な範囲で，非常勤講師を依頼するほか，希望があれば，他学部･他大学の専門家

を紹介することもある。本専修の研究が一層活発になるためには，芸術のさまざまな分野の研究が活発になる必要がある

ことは言うまでもない。しかし、一方で，本専修の教員の専門外の分野の研究指導に関しては，高度の専門性という観点

からは限界があるという点には十分に留意してもらいたい。なお，本専修の研究活動に関しては，ホームページを参照し

てもらいたい。 

 http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/aesthetics_and_art_history/aah-top_page/ 
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当研究室保管作品「たなばた」上巻  

冊子装、縦 24.0 ㎝、横 18.3 ㎝、製作時期 17 世紀。室町時代後期から江戸時代初め頃に作られた日本の短編物語の代表

的なものの一つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


