
専修・教員紹介 DEPARTMENTS AND STAFF

写真
（上）：古文書実習風景
（下左）：海外でのフィールドワーク（キリマンジャロ）
（下右）：タイ チュラーロンコーン大学 修了式後
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　出口康夫
1.近現代哲学　2.数理哲学、分析アジア哲学　3.『知識と実在』（共
著）（世界思想社、2008）、『応用哲学を学ぶ人のために』（共編）（世
界思想社、2011）、『これが応用哲学だ！』（共編）（大隅書店、2012）、

『心と社会を科学する』（共著）（東大出版会、2012）、『デカルトをめぐ
る論戦』（共編）（京大出版会、Nothingness in Asian Philosophy（共
著）（Routeledge, 2014）、 Moon Points Back（共編）（Oxford UP, 2015）

准教授 　大塚　淳
1.科学哲学（生物学／統計学の哲学）　2.進化論の数理的・存在論
的基盤　3.The Causal Homology Concept (Philosophy of Science, 
2017), Discovering Phenotypic Causal Structure from Nonexperi-
mental Data (Journal of Evolutionary Biology, 2016), Causal Founda-
tions 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、文学部の中でも、研究対象の選択の自由度が最も高い場所の一つで
ある。なんたって、名前が「哲学」。国文学や仏文学にまじって「文学」専修がある
ようなもの。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珍現
象を哲学の業界用語では、カテゴリー・ミステイクと言う。でも、これはなかなか
由緒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講座であり、その後、哲学系の講座が次々と設立
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」と呼ばれた本講座は、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皆さんに大きく
門戸を開いている。社会や国家の仕組みについて、科学や宗教の正体について、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。
　「クラシックかつアバンギャルド」。どのようなテーマに取り組むにせよ、これが
本専修のモットーなのである。

最近の卒業論文
◯知覚の言語相対論:心の哲学の観点から
◯「普通人」と「哲学者」:ヒュームの因果論における
　二つの原因について

最近の博士論文
◯拡張した心：心の境界の問題と人間本性
◯時間にとって十全なこの世界：現在主義の可能性

最近の修士論文
◯「語り得ぬもの」は有意味か
◯Reconstructing Nishida’s An Inquiry into the Good

写真　❶ 西田幾多郎
　　　❷ 田辺 元
　　　❸ 大学院演習

哲学専修
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

哲学基礎文化学系   DIVISION OF PHILOSOPHY

❷

❸

❶
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　中畑正志
1.西洋古代哲学と心の哲学、形而上学　2.哲学の基礎概念の変遷
史　3.『魂の変容ー心的基礎概念の歴史的構成ー』（岩波書店, 
2011）、「見ていることを感覚するー共通の感覚，内的感覚，そして意
識」『哲学』第64号（2013）、『新アリストテレス全集』（編者、岩波書店, 
2013～）

准教授　周藤多紀
1.西洋中世哲学史　2.13世紀のアリストテレス倫理学の受容　
3.「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」『西洋哲学史II』（共著、
講談社、2011）、Boethius on Mind, Grammar and Logic: A Study of 
Boethius' Commentaries on Peri Hermeneias（Brill, 2012）

教授　福谷　茂
1.カントを中心とする西洋近世哲学史　2.形而上学の観点からの
西洋近世哲学史の見直し、「哲学史」というジャンルの成立史　
3.『カント事典』（共編著、弘文堂、1997）「カント」『哲学の歴史第7巻 
理性の劇場』（共著、中央公論新社、2007）、「哲学史という発明」『岩
波講座哲学第14巻 哲学史の哲学』（岩波書店、2009）

准教授　早瀬　篤
1.西洋古代哲学史　2.プラトンの哲学的方法論とその古典古代にお
ける受容　3.「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号（2016）、「アリストテレス 命題論」内山勝利・中畑正
志・神崎繁 編『アリストテレス全集１カテゴリー論・命題論』（岩波書
店、 2013）所収

写真　❶  「アウグスティヌス『告白』の冒頭部分。
　 　　　1491年シュトラスブルグで刊行された最初期の
　　　　 印刷本（インキュナブラ）。 文学研究科蔵」
　　　❷ 研究合宿
　　　　 厳しいディスカッションの後の食事風景

　西洋哲学史専修はそれぞれ独自の伝統を持つ古代哲学史・中世哲学史・近世哲学
史の三専修に分かれています。
　古代哲学史研究室では、紀元前7世紀から紀元後7世紀までにおよぶ古代ギリシア
語とラテン語のテキストの読解を通じて、哲学の成立と形成の現場にまで遡り、哲
学の原点から諸問題を本格的にかつ平明に考察することをめざしています。
　中世哲学史研究室では、古代末期のキリスト教成立期からルネサンスまでの時代
の哲学を学びます。主としてラテン語の文献をきちんと読むことを通じて、ヨーロッ
パの直接の起源である中世世界の核心に触れることができます。
　近世哲学史研究室では、デカルト以後のヨーロッパ近世の哲学史を学びます。哲
学者たちが哲学の歴史と格闘した成果であるテキストを、論理をたどりながらじっ
くり読む学生院生が集まって研鑽しています。
　授業は講義と演習にわかれ、テキストを原語で正確に読む訓練の場としての演習
が重視されています。また講義は基礎知識を学ぶための概説と専任および非常勤の
講師による特殊講義とからなり、後者では教員の研究の最前線に触れることができ
ます。このほか卒業論文から博士論文まで各段階での論文を提出するメンバーの研
究発表と討論を中心とした授業もおかれています。学生の学部卒業後の進路は大学
院進学のほかに、出版社や新聞社・通信社、シンクタンク、広告代理店、中央およ
び地方の官庁、あるいは税理士などの実務系まで、近年著しく多様化しているのが
特色です。大学院では他大学からの進学者も多く、在学中ないしODの期間に学術振
興会特別研究員として、あるいは様々な奨学金を得て、ヨーロッパ各地に留学して
研鑽する者が増えています。

最近の卒業論文
◯芸術をオルガノンとする哲学
　─シェリングの美的観念論再考─
◯死は私たちにとって何ものでもない
　─エピクロスと死の恐怖

最近の博士論文
◯プラトンとミーメーシス
◯ビュリダンにおける認識理論と心の哲学 : 
　アクィナス、オッカムとの比較において 

最近の修士論文
◯技術の対象と価値
　─プラトン『ゴルギアス』を中心に
◯パスカルの恩寵概念 

西洋哲学史専修
DEPARTMENT OF HISTORY OF WESTERN PHILOSOPHY

哲学基礎文化学系   DIVISION OF PHILOSOPHY

❷

❶
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　上原麻有子
1.日本哲学・翻訳学　2.京都学派の哲学における翻訳の問題、西田
幾多郎の身体哲学論から考える身体としての顔，女性哲学　
3.Philosopher la traduc tion、上原編著、南山宗教文化研究所／知足
堂、2017、「「名」と「実在」ー九鬼周造を巡る一考察」（『日本哲学史研
究』2017）

　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ます。それから「哲学」という学問が開かれ
発展してきたのです。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、国内外から集まり思索を深めて
います。このような哲学者の日本語による哲学書を読むからと言っても、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じっくり読み解くためには、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だけで終わるのではなく、
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、
このような発想にまでもってゆきたいですね。日本哲学の研究の可能性はまだまだ
広がるはずです。
　本専修は、毎年、次のような教育・研究に関する活動を行っています。数名の学
生による国際学会での研究成果発表、日本哲学史フォーラム（年２回の公開講演会）
の開催、『日本哲学史研究』（紀要）、および雑誌『日本の哲学』の刊行。
　詳しくは、専修のサイトをご覧ください。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/japanese_philosophy/jp-top_page/

最近の卒業論文
◯北森神学と西田哲学
◯九鬼周造の押韻論と存在論

最近の博士論文
◯歴史的世界の哲学としての西田哲学

最近の修士論文
◯「日本哲学史」という問題
　ーパトチカの歴史哲学と日本啓蒙
◯西田・久松の宗教論における自己矛盾と救済の問題
○九鬼周造の押韻論における押韻美の偶然論的解決
　ーその論理と可能性

写真　❶ 西田幾多郎『日本文化の問題』直筆原稿
　　　❷ 日本哲学史専修の学生・留学生、教員
　　　　（台湾で開催された国際日本哲学会での発表を終えて）
　　　❸ 本専修が発行する雑誌『日本の哲学』（昭和堂）

日本哲学史専修
DEPARTMENT OF JAPANESE PHILOSOPHY

哲学基礎文化学系   DIVISION OF PHILOSOPHY

❷❶

❸
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　水谷雅彦
1.現代倫理論・応用倫理学　2.コミュニケーション理論と倫理学、
情報倫理学　3.『情報の倫理学』（丸善、2003）、Mizutai.M, Dorsey.J, 
Moor.J, “The Internet and Japanese Conception of Privacy”, Ethics 
and Information Technology, vol.6,No.2（2004）、水谷雅彦「コミュ
ニケーションと倫理学・上／下」、『哲学研究』第579／580号（京都
哲学会、2005）

准教授　児玉　聡
1.英米倫理思想史・応用倫理学　2.功利主義と義務論、生命倫理学
3.『功利と直観』（勁草、2010）、Tsunami-tendenko and morality in 
disasters（Journal of Medical Ethics、2013）、「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）

写真　❶ 夏期合宿で台湾大学哲学系を訪問
　　　❷ 夏期合宿での意見交換会風景

　倫理学専修は、1906年の京都帝国大学文科大学創立時に設けられた 6 講座のひと
つであり、文学部で最も古い専修のひとつです。開設時の主任教授の狩野亨吉は、
同時に初代の文科大学長でもあり、在野から内藤湖南や幸田露伴を教授として招聘
するなど、京大文学部の独自の学風の礎を築きました。
　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しています。本専修における研究は、「倫理学理論」と「応用
倫理学」に分類されるものに大別されますが、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ません。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ます。
　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しょう。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
ます。研究室の刊行物としては 40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ます。
　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/

最近の卒業論文
◯芸術作品の道徳性が芸術的価値に及ぼす影響
◯J.ロック『統治二論』における所有権正当化論の検討
◯芸能人のプライバシー保護の正当化̶
　公益による犠牲者を救済するための一考察̶

最近の博士論文
◯'Why Be Moral?' 問題の再検討
◯カントの批判哲学における構想力の研究

最近の修士論文
◯カント道徳哲学における「目的自体の定式」の研究
◯R.M.ヘア道徳哲学の理論的展開について

倫理学専修
DEPARTMENT OF ETHICS

哲学基礎文化学系   DIVISION OF PHILOSOPHY

❷

❶
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　杉村靖彦
1.宗教哲学・現代フランス哲学　2.現代フランス哲学と京都学派の
哲学の突き合わせを通しての宗教哲学の原理的再考察　
3.『ポール・リクールの思想』（創文社、1998）、Etudes Ricoeuriennes, 
vol.3 -2 (共編著、University of Pittsburgh Press, 2012), Philosophie 
japonaise. Le neant, le monde et le corps （共編書、J.Vrin, 2013）

　「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りますが、当専修は、哲学研究を軸として
宗教の事象に肉迫していくという姿勢を基本としています。その奥にあるのは、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
察です。そこでは、「宗教とは何か」という問いは、おのずから哲学の根本問題と触
れ合うことになります。宗教と哲学とが切れ結ぶ地点に立ち、現代のさまざまな思
想課題をも意識しつつ、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となっています。
　この方向性は、西田幾多郎、波多野精一、西谷啓治、武内義範、上田閑照、長谷
正當という当専修の歴代の担当者が、京都学派の哲学の展開との密接な連関の下で、
同時代の哲学思想を創造的に取り入れながら発展させてきたものです。そのため、
宗教史学、宗教心理学、宗教社会学、宗教人類学等々の記述的・実証的宗教学につ
いては、主題的には取り扱っていません。ただし、これらの領域区分は閉じたもの
ではなく、特に近年の宗教哲学研究は実証的諸研究との新たな関係の中で行われる
ようになってきています。いずれにせよ、当専修で行う宗教哲学研究は、自分自身
の関心を根本的な手引きとするものであり、それを見極めることが各人の勉学の出
発点となることはまちがいありません。

最近の卒業論文
◯柳宗悦の初期宗教思想
◯ハンナ・アーレントにおけるシオニズム

最近の博士論文
◯レヴィナスにおける救済の問題
◯ミシェル・アンリの「実践＝哲学」

最近の修士論文
◯初期ハイデガーにおける「哲学」理念の問いなおし
◯招喚と応答―親鸞浄土教における救済の解明

写真　❶ 現代の宗教哲学の重要文献
　　　❷ 授業（学部基礎演習）の様子

宗教学専修
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY OF RELIGION

哲学基礎文化学系   DIVISION OF PHILOSOPHY

❷

❶
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　芦名定道
1.キリスト教学　2.近現代のキリスト教思想、「宗教と科学」関係論、
アジアのキリスト教　3.『ティリッヒと弁証神学の挑戦』（創文社、
1995）、『自然神学再考ー近代世界とキリスト教ー』（晃洋書房、2007）、

『近代日本とキリスト教思想の可能性』（三恵社、2016年）、『東アジ
ア・キリスト教の現在』三恵社 2018年

写真　❶ 「日本基督教団・近江八幡教会」（ヴォーリズ設計）
　　　❷ 研究会風景（留学生）
　　　❸ ユダヤ教関連図書（研究室所蔵）

　キリスト教学専修は 1922（大正 11）年に創設されましたが、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、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、現在キリスト教は、アジアやアフリカを含む世界の諸地
域に広がり、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。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、偉大な思想家が残した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。こうした中で、
本専修において、特に研究教育の力点が置かれているのは、次の分野です。旧新約
聖書学、キリスト教思想史（特に、古代教父、宗教改革、近現代キリスト教思想）、
キリスト教思想の体系的・宗教哲学的研究。
　また、本専修では、通常の授業（講義、演習など）のほかに、様々な研究会や読
書会を企画し、学生が積極的に学ぶ場を提供しています。

最近の卒業論文
◯旧約聖書における動物の「支配」とは何か
◯人格と神について
　─ブルンナーの『出会いとしての真理』から─

最近の博士論文
◯アウグスティヌスの聖書解釈学における記号理論と
　言語理論
◯シュヴァイツァーにおける「生への畏敬」の倫理
　─宗教、哲学及び実践を媒介する倫理としての視点
　　からの接近─

最近の修士論文
◯アウグスティヌスにおける現世の恩恵
　─ローマ書7章後半の解釈をめぐって─
◯賀川豊彦の死後生観 

キリスト教学専修
DEPARTMENT OF CHRISTIAN STUDIES

哲学基礎文化学系   DIVISION OF PHILOSOPHY
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教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教授　根立研介
1.日本美術史（特に日本彫刻史）　2.仏師研究、日本の対外美術受
容研究、肖像研究　3.『運慶 ―天下復タ彫刻ナシ―』（ミネルヴァ書房、
2009）、『日本中世の仏師と社会 ―運慶と慶派・七条仏師を中心に―』（塙
書房、2006）、『日本彫刻史基礎資料集成　鎌倉時代　造像銘記篇』
第1～14共編著、中央公論美術出版、2003～2010,2013～2018）

准教授　杉山卓史
1.美学・芸術学　2.ドイツ啓蒙主義美学、日常生活の感性論　
3.「「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)年、「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)、「日常生活の感性
論としての貨幣の感性論―ガブリエルとジンメル―」『美学』237(2010)

教授　平川佳世
1.西洋美術史　2.ドイツ・ルネサンス美術、イタリア美術と北方ヨーロ
ッパ美術の交流　3.“Albrecht Dürer’s The Desperate Man : Fleeting 
Images and the Creating Hand ”, Kyoto Studies in Art History, 
2(2017)，「希少性、秘匿性、新奇性をめざす絵画一北方マニエリスム
美術における絵画形態の多様化の諸相」 『哲学研究』 600（2016）、 
The Pictorialization of Dürer’s Drawings in Northern Europe in the 
Sixteenth and Seventeenth Centuries(Bern, 2009)

　本専修は、〈美学・芸術学〉、〈美術史学〉、〈比較芸術学〉の三分野からなりますが、
これらの分野は密接不可分の関係にあるという方針で運営されています。研究の対
象は、非常に幅広く、いわゆる芸術・アートに関するあらゆる問題を扱っています。
　研究は、内容と方法によって、芸術に関する理論的研究と、個別的作品研究の二
つに大別することができます。理論的研究では、古代から現代に至るまでの、美学・
芸術に関するさまざまな著作を出発点として、たとえば、芸術とは何なのか、その
成り立ちや社会との関係について探求したり、あるいは、美、崇高、滑稽、醜といっ
たさまざまな美的体験の特質について考察したりします。一方、作品研究においては、
主として、日本、東洋、西洋で制作された過去の美術作品を取り上げて、作品の様
式的特徴や、作品の制作・受容環境などを探ります。
　さらに、近年は、伝統的な美術の枠組みを越えた、現代美術に関する研究も盛ん
になってきています。この現在進行形のアートに対しては、従来の研究方法では不
十分で、新しいアプローチの仕方が試みられています。さらに、映画やポピュラー
音楽を取り上げる学部生や大学院生たちもいて、今後、本専修の研究対象は、ます
ます多様で、多彩なものになって行くでしょう。

最近の卒業論文
◯ロベール・ブレッソンの映画作品に見る、「モデル」
　の可能性
◯ラファエロ作《死せるキリストの運搬》に関する考察
　ー準備素描を中心にして

最近の博士論文
◯飛鳥奈良時代仏教彫刻史における舎利信仰の
　諸問題
◯近代美学の基礎概念としての共通感覚
　̶カントとヘルダー

最近の修士論文
◯曽我蕭白後期の山水画ー《楼閣山水図屏風》
　（近江神宮）を中心に
◯ルノワール作《シャルパンティエ夫人と子供たち》
　ーその成功要因についての考察

写真　❶ 所蔵資料:奈良絵本「たなばた」
　　　❷ 研究室の情景

美学美術史学専修
DEPARTMENT OF AESTHETICS AND ART HISTORY
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