日本印度学仏教学会
第 70 回学術大会

会期

2019 年 9 月７日（土）〜9 月 8 日（日）
会場 京都市北区紫野北花ノ坊町 96

佛教大学

紫野キャンパス

日本印度学仏教学会

第１部会（１号館４階1-402・403教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. The poetical beauty in hetu and anumāna according to Śobhākaramitra 趙
世弘（京都大学大学院）
2. ジャヤンタの詭弁的論駁論の構造須
須藤 龍真（九州大学大学院）
3. Brahmasiddhi における Vākyapadīya のパラフレーズの一例とその考察
斉藤
茜（JSPS海外特別研究員）
4. 拡張する心―Yogasūtra ヴィヤーサ注が伝える異説の解明―
近藤 隼人（東京大学附属図書館特任研究員 ）
5. 新ニヤーヤ学派における刹那（kṣaṇa）の存在論─ラグナータの議論を中心に─
岩崎 陽一（名古屋大学准教授）
6. 作者不詳の註釈 Īśvarapratyabhijñāvimarśinīvyākhyā について
川尻 洋平（筑紫女学園大学人間文化研究所客員研究員 ）
7.『パダールタ・ダルマ・サングラハ』の「結合関係の章」に引用される『ヴァイシェーシカ・スートラ』
10.7を巡る解釈について
平野 克典（中村元東方研究所専任研究員）
8. 初期新ニヤーヤ学派における非存在の分類について
和田 壽弘（名古屋大学教授）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. 仏教文献とプラーナ文献に現れるイラン系宗教集団「マガ」の記述の相違
永井 悠斗（筑波大学大学院)
2. Rājataraṅgiṇī の第7章と第8章をめぐる議論について
鈴木 知子（東京大学大学院）
3.『マハーバーラタ』におけるダルマ神について
伊藤 頼人（東洋大学大学院）
4. Muhūrta in Gārgīyajyotiṣa
Bill Mak（京都大学白眉センター准教授 ）
5. 後期アドヴァイタ学派の修行体系における aṣṭāṅgayoga の位置づけ
眞鍋 智裕（JSPS特別研究員）
6. シャンカラ派伝統における意識構造論
澤井 義次（天理大学教授）
7. The Authorship of the Commentary on Vopadeva’s Harilīlā
置田 清和（上智大学助教）
8. バリ・ヒンドゥーにおける「六つの敵」について
安藤
充（愛知学院大学教授）

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. ジャイナ教空衣派の瞑想 (dhyāna) におけるタントラ思想の影響
―Śubhacandra 著 Jñānārṇava (11世紀頃) 所説の瞑想方法―

是松 宏明（東洋大学大学院）

2. ジャイナ教の sthitakalpa という規定をめぐって
河﨑
豊（東京大学助教)
3. ジャイナ教チャリタ文学の変質とその背景
山畑 倫志（北海道科学大学准教授）
4. ánupetāya と anupanīya
田中 純也（大正大学大学院）
5.『ジャーバーラ・ウパニシャッド』において見出されるアーシュラマ観
唐
煒怡（北海道大学大学院）
6. 死と睡眠のマントラをめぐって―ヴェーダ祭式における思考法の一考察―
大島 智靖（東京大学死生学応用倫理センター研究員）
7. アーラニヤカ文献の章構造とヴェーダ学習
梶原三恵子（東京大学准教授）
8. R̥gveda I.59.6 をめぐるヤースカとサーヤナの火神論
川村 悠人（広島大学准教授）
9. 煉瓦積みにおける Kāṭhaka-Saṁhitā の定型句の多用について
伊澤 敦子（国際仏教学大学院大学図書館員）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第２部会（１号館４階1-404・405教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. saddhādhimutta について
古川
2. パーリ語の āha, āhu, āhaṃsu
稲葉
3.「観察経」と名付けられた三つの経典について
左藤
4. ジャータカ文献に見られる経典読誦
平林
5. ノルウェーと米国のコレクションに含まれる梵文『雑阿含経』断簡
生野
6. Tridaṇḍisūtra のトカラ語断片
Adam
7. パーリ註釈文献における「子肉の喩」に関する一考察
名和
8. 三啓集における勝義空経とブッダチャリタ第16章
松田

洋平（東洋哲学研究所研究員）
維摩（京都光華女子大学真宗文化研究所特別研究員）
仁宏（東京大学大学院）
二郎（大正大学綜合佛教研究所研究員）
昌範（国際仏教学大学院大学特任研究員）
Catt（京都大学准教授）
隆乾（大阪大学特任講師）
和信（佛教大学教授)

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. 初期仏典における upadhi の用法―縁起説の成立に関連して―
2. 釈尊はなぜ答えなかったのか―「無記」の意味―
3. 正典概念とインド仏教史を再考する―直線的史観からの解放―
4. 死刑など重刑をめぐるインド仏教の諸見解
5. 律文献にみられる比丘の風邪薬について
6.『鼻奈耶』に現れない浄法
7. 律に説かれる「行像」:「根本説一切有部律」を中心に
8. 律蔵「不定法」と覓罪相（tassapāpiyyasikā）の関係

9月８日（日）

唐井 隆徳（佛教大学総合研究所特別研究員）
藤本
晃（広島大学客員教授）
下田 正弘（東京大学教授）
杉木 恒彦（広島大学准教授）
井上 綾瀬（JSPS特別研究員）
山極 伸之（佛教大学教授）
岸野 亮示（京都薬科大学講師）
佐々木 閑（花園大学教授）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. 比丘の七不衰退法に見られる修行道―部派仏教系<涅槃経>に基づいて―
權
圓濟（東京大学大学院）
2. pañca kāmaguṇā の語義・用法の変遷に関する考察
安藤 淑子（佛教大学大学院）
3. メトロポリタン美術館所蔵「燃燈仏授記」図の図像解釈：
Mahāvastu および Divyāvadāna の記述を手がかりとして
小山 一太（龍谷大学大学院）
4. インドネシアのマカラについて―ジャワとスマトラを中心に―
伊藤奈保子（広島大学准教授）
5. Sabbadāna-ānisaṃsa の研究―タイにおける積徳行：アーニサンサ文献の意義―
清水 洋平（大谷大学真宗総合研究所特別研究員 ）
舟橋 智哉（大谷大学真宗総合研究所嘱託研究員）
6. Tracing Back Manuscript Lineages Through Their Variant Readings:
Focused on Khom Script Manuscripts of the Dīghanikāya
Bunchird Chaowarithreonglith（DTP研究員）
7. Method of Creating A Genealogical Tree of Khom Script manuscripts
―A Case Study from the Mahāvagga of Saṃyuttanikāya―
Suchada Srisetthaworakul（DTP研究員)
8. 文化史の観点から見るコロフォン研究の重要性―オディシャー州の宗教系貝葉写本を事例として―
Shobha Rani Dash（大谷大学准教授）
9. ホジソンとアムリターナンダの両氏に関連の新資料について
Sudan Shakya（種智院大学教授）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第３部会（１号館４階1-406・407教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. パーリ三蔵における入出息念の系譜
千房りょう輔（東京大学大学院）
2. シュリーラータにおける次第生起説について
中島 正淳（佛教大学大学院）
3.『瑜伽師地論』「声聞地」における世間道と般涅槃―第四瑜伽処を中心に―
中山 慧輝（京都大学大学院）
4.『倶舎論』の修行体系と『発智論』
田中 裕成（佛教大学大学院）
5. 西方諸師の六修説について
石田 一裕（大正大学非常勤講師）
6. アビダルマにおける福徳の考察
向田 泰真（大谷大学大学院）
7.『大毘婆沙論』の「心狂乱」と律蔵の「狂心・散乱心」
李
薇（北京大学研究員）
8. 四善根位の依地について
水野 和彦（正眼短期大学非常勤講師）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1.『五蘊論釈』における法処所摂色について
清水 尚史（東京大学大学院）
2.『中観五蘊論』における心相応行法としての解脱について
横山
剛（JSPS特別研究員）
3. 梵天を所縁とする認識
木村
紫（立正大学非常勤講師）
4. アビダルマディーパの新出梵文写本：18〜30偈
李
学竹（中国蔵学研究中心研究員）
5. ディグナーガにおける分位（avasthā）
岡崎 康浩（高陽東高等学校教諭）
6. アポーハ論の三段階発展説とは何だったのか
石田 尚敬（愛知学院大学准教授）
7. ダルマキールティのアポーハ論における ākṣepa 及び pratikṣepa の考察
秦野 貴生（大谷大学大学院）
8.ジュニャーナガルバによるダルマキールティ批判―アポーハ論に基づく因果論の吟味―
森山 清徹（佛教大学教授）

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. ハリバドラの『八千頌般若経大註』における『外境成就論頌』第49偈の意味
林
拓望（佛教大学大学院）
2. Ālambanaparīkṣā 第三偈に関する護法釈の再検討
Yong Tsun Nyen（京都大学大学院）
3. 無分別知をめぐる仏教徒とジャイナ教徒の論争の一考察
兼子 直也（筑波大学大学院修了）
4.『プラサンナパダー』に見られる自比量・他比量・共比量
王
俊淇（中国人民大学講師）
5. プラジュニャーカラグプタによる全体（avayavin）説批判
横山 啓人（筑波大学大学院）
6. 推理における grāhya と adhyavaseya の思想的変遷
中須賀美幸（広島大学大学院）
7. クマーリラにおける abhāvapramāṇa をめぐる議論―anumāna との対比を中心として―
道元 大成（龍谷大学大学院研究生）
8. 作有縁性（satpratyayakartṛtva）について
護山 真也（信州大学教授）
9. 帰謬派と帰謬論証
吉水千鶴子（筑波大学教授）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第４部会（１号館４階1-408・409教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. 漢訳『廻諍論』の六句議論解釈―梵本校訂における第2句の問題点をめぐって―
児玉 瑛子（大正大学大学院）
2. 声聞乗の無自性解釈
桑月 一仁（龍谷大学大学院研究生）
3.『中論頌』第13章の偈の帰属問題について―第3偈と第4偈を中心に―
清水
仁（龍谷大学大学院）
4. 『尊母釈』における『圓集要義』の十六空理解
木村 整民（京都大学大学院）
5. 空性の教えはだれに説くべきか?：adhimukti の用例に見るチャンドラキールティの見解
小坂 有弘（筑波大学大学院）
6.チャンドラキールティにおける二種の真実（tattva）
新作 慶明（武蔵野大学講師）
7. Bhāviveka’s Critique of Brahmins’ Superiority
Ham Hyoung Seok（全南大学校准教授）
8. 般若経と『中論』の縁起説
渡辺 章悟（東洋大学教授）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. 三昧経典類に見る特異な三昧について
吹田 隆徳（佛教大学大学院）
2.『十地経』第五難勝地における菩薩と衆生の関係性
松岡 明子（北海道大学大学院）
3. 蔵漢訳『阿閦仏国経』に記される触地の様相
佐藤 直実（宗教情報センター研究員）
4.『大毘婆沙論』における並行説話との比較から見た『如来秘密経』の一音説法の特徴：
『如来秘密経』梵文写本における地名と民族名のリスト
伊久間洋光（大正大学綜合仏教研究所研究員）
5. 般若経における忍辱波羅蜜
鈴木 健太（北海道武蔵女子短期大学准教授）
6.『八千頌般若』「須菩提品」とは何か―『世尊母伝承随順』による理解を手がかりとして―
庄司 史生（立正大学専任講師）
7. ヴィマラミトラ・アティシャ vs ディグナーガ
―『般若心経注』における結集者の認識根拠性をめぐる議論―
堀内 俊郎（浙江大学PD）
8. 観世 (lokāvalokana) をめぐる３つの文脈―Avalokiteśvara 起源考―
斎藤
明（国際仏教学大学院大学教授）

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1.『法華経』に見る菩薩成仏論―「法師品」〈高原鑿水喩〉を中心として―
白
景皓（広島大学大学院）
2.「如来寿量品」KN, 319. 2-4 の解釈をめぐって
李
暎実（駒澤大学大学院）
3.『法華経』における動詞 kram の活用形の変遷と写本伝承
笠松
直（仙台高等専門学校准教授）
4. 最古の目録『デンカルマ』に録載されたティベット訳『法華経』の原本について
岩松 浅夫（創価大学名誉教授）
5. 初期唯識思想における安危同一について
鄭
景珍（中央僧伽大学校大学院）
6. 瑜伽行派における五根・五力についての一考察
北山 祐誓（龍谷大学大学院）
7.『五蘊論釈』に見られるスティラマティの思想の特徴
伊藤 康裕（早稲田大学非常勤講師）
8. スティラマティにおける「所縁」の二義性について
北野新太郎（九州大学非常勤講師）
9.『大乗荘厳経論』「種姓品」における Akṣarāśisūtra
―Prabhākaramitra は何故「多界修多羅」と訳したのか―
早島
慧（龍谷大学専任講師）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第５部会（１号館４階1-410・411教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1.『へーヴァジュラと名づけるタントラ義集』に関する一考察―タントラ分類法にみる著者性―
大観 慈聖（京都大学大学院修了）
2. タントラ文献におけるマントラの暗号化とその法則
―ヒンドゥー教版 Bhūtaḍāmaratantra の例を中心として―
藤井
明（東洋大学大学院）
3. Kṛṣṇācārya 著 *Guhyatattvaprakāśaの原典研究
渡辺
亮（東北大学大学院）
4. Vajrayāna verses found in Śaiva texts
房
貞蘭（大正大学綜合佛教研究所客員研究員）
5. アバヤーカラグプタ学統について：密教教理と実践の統合化をめぐって
倉西 憲一（大正大学非常勤講師）
6.『サーダナ・マーラー』におけるマーリーチーの成就法
園田沙弥佳（東洋大学東洋学研究所奨励研究員）
7. Guhyamaṇitilaka におけるシヴァとインドラに対する調伏の差異 德重 弘志（高野山大学密教文化研究所専任研究員 ）
8. アバヤーカラグプタと菩提心の漏について―Āmnāyamañjarī 第5章を中心にして―
静
春樹（高野山大学密教文化研究所研究員）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. Vajrapāṇyabhiṣekatantra の大智灌頂陀羅尼曼荼羅について
駒井 信勝（大正大学非常勤講師）
2. 密教文献における印契について
佐々木大樹（大正大学専任講師）
3. Dīpaṃkaraśrījñāna に帰せられる13のマントラの流儀について
望月 海慧（身延山大学教授）
4. シャーキャ・チョクデンによる『入中論』6.34の解釈
彭毛才旦（広島大学大学院）
5. 大校閲翻訳師 dPal brtsegs 考（論部）
原田
覺（国士舘大学元教授）
6.中世チベットの僧院における梵文写本の蔵書への言及例：ポカン、リウォチェ、タクルン
加納 和雄（駒澤大学准教授）
7.『現観荘厳論』トルポパ註におけるハリバドラ批判
谷口富士夫（名古屋女子大学教授）
根本 裕史（広島大学教授）

8.ツォンカパ修業時代の中観思想

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. ネワール仏教の秘密舞踊：その伝統継承をめぐって
吉崎 一美（東洋大学大学院修了）
2. ツォンカパ絵伝に描かれたポラネーについて
李先才譲（佛教大学大学院）
3. チベット仏教文献読解における口伝の役割：
コントウルの「了義大中観に対する23の誤謬」の読解を例として 槇殿 伴子（身延山大学国際日蓮学研究所研究員 ）
4. トゥカン『一切宗義』「中国の儒・仏・道教」の章について
呂
其俊（愛知学院大学大学院研究員）
5. インド学仏教学におけるデジタル学術編集版の可能性
永崎 研宣（人文情報学研究所主席研究員）
6. The Three Gates (三門) of Sungbuldo (成佛圖) nori
Son Jin（東国大学校研究員）
7. 新羅 法朗の禅について―天順本『菩提達摩四行論』を手掛かりに―
梁
特治（花園大学国際禅学研究所客員研究員）
8. 対馬金剛院所蔵の高麗版『大般若波羅蜜多経』について
馬場 久幸（佛教大学非常勤講師）
9. 寂撰『法華経集験記』をめぐる諸問題
金
炳坤（身延山大学准教授）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第６部会（１号館３階1-301・302教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. 禅観経典類における般舟三昧の位置付けに関する一考察
都河 陽介（龍谷大学大学院）
2. 廬山慧遠における経典観の一考察
大嶋 孝道（大正大学大学院）
3. 唐導江県令韋諗撰『注大般涅槃経』について
青木 佳伶（国際仏教学大学院大学）
4.『大般涅槃経』「本有今無」偈をめぐる南北朝時代の諸解釈
崔
恩英（金剛大学校HK敎授）
5. 唐五代時期の仁王会について―敦煌本P.3808『仁王経講経文』を中心に―
裴
長春（浙江師範大学講師）
6. 繁塔所蔵の『仏説天請問経』についての考察
平
燕紅（国際仏教学大学院大学）
7. 道宣撰『集古今仏道論衡』の日本古写経本について
王
雪（国際仏教学大学院大学）
8. 金沢文庫所蔵『事鈔節古義文』について
山本 元隆（曹洞宗総合研究センター講師 ）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. 智蔵と吉蔵との二諦説の差異について
中井 本勝（立正大学法華経文化研究所研究員）
2.『成実論大義記』に見られる開善寺智蔵の二諦説
王
征（中国中山大学副研究員）
3. 天台教判における頓教説の展開
矢島 礼迪（早稲田大学大学院）
4. 智顗の三観思想における「仮」について―天台維摩経疏を中心に―
Tuong Giang Nguyen（大谷大学大学院）
5. 観不思議境と理事二観の関係について―宋代天台における理解を中心に―
久保田正宏（早稲田大学大学院）
6.『禅門口訣』に見られる禅観
大松 久規（愛知学院大学専任講師）
7. 中国南北朝期における止観
山口 弘江（駒澤大学准教授）
8.『大乗四論玄義記』における『涅槃経』について
菅野 博史（創価大学教授）

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. 湛然についての誤解とその原因
柏倉 明裕（大谷大学大学院修了）
2. 湛然教学の諸問題―対破者の議論をめぐって―
長倉 信祐（富士学林准教授）
3. On the Six-Qi Therapy and its Relationship with the Current Edition of Tian-tai Xiao Zhiguan
李
四龍（北京大学教授）
4.『法華伝記』の成立年代と「釈志遠伝」の位置づけについて
松森 秀幸（創価大学准教授）
5. 智儼における仏土論の展開
櫻井
唯（早稲田大学助手）
6. 花園大学図書館今津文庫本『華厳祖師伝』について
曺
勢仁（国際仏教学大学院大学）
7.『華厳経問答』と法蔵（2）
金
天鶴（東国大学校HK教授）
8. 地婆訶羅訳『大方広仏華厳経入法界品』と『華厳経』諸テキスト（写本・版本）の形成
中西 俊英（華厳学研究所研究員）
9.『華厳経明法品内立三宝章』に関する一考察
道津 綾乃（金沢文庫主任学芸員）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第７部会（１号館３階1-305・306教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. 善導における誹謗正法摂取の問題
小川 法道（佛教大学大学院）
2. 善導と懐感の師弟説に関する一考察―村地説の検討を通して―
榎屋 達也（龍谷大学非常勤講師）
3.『釈浄土群疑論』における三階教との対論の一側面
長尾 光恵（大正大学大学院）
4.『釋浄土群疑論』の敦煌写本について―Ｓ二六六三・羽〇二一・羽〇七八の書風の比較を中心にして―
大屋 正順（大正大学非常勤講師）
5.『念仏三昧宝王論』に見える統合仏教思想―『念仏鏡』の対三階教姿勢と関連して―
加藤 弘孝（佛教大学非常勤講師）
6.《神棲安養賦》について
王
翠玲（成功大学副教授）
7. 初唐期弘福寺・大慈恩寺・西明寺住僧の選考について―三学の観点から―
倉本 尚徳（京都大学人文科学研究所准教授）
8. 中国唯識学派における三性説の受容について
吉村
誠（駒澤大学教授）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. 法眼文益の禅教観
陳
菲（花園大学大学院）
2. 四祖道信と牛頭法融の安心観―観心守一から絶観忘守へ―
石野 幹昌（名古屋大学大学院修了）
3.『釋摩訶衍論』における第九識と第十識の解釋
金
知姸（金剛大学校学術研究敎授）
4. 白隠と雲棲袾宏著『禅関策進策進』
白川 邦與（花園大学国際禅学研究所客員研究員 ）
5. 中国初期禅宗諸派の呼称について
通然（東洋大学大学院）
6.『臨済録』における「四料簡」の形成
呉
進幹（花園大学国際禅学研究所客員研究員）
7.「親到宝山空手回」話の変遷―大慧『正法眼蔵』の位置づけについて―
角田 隆真（曹洞宗総合研究センター研究員）
8. 禪宗における「如來禪」の起源と展開
伊吹
敦（東洋大学教授）

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. 釈祖芳輯『大般若経校異』について
張
美僑（国際仏教学大学院大学）
2. 興聖寺蔵『一切経音義』の古写本について
李
乃琦（JSPS外国人特別研究員）
3. 明曠刪補『天台菩薩戒疏』における律儀戒―『大智度論』の十種戒を中心に
大津 健一（創価大学大学院）
4.『瑜伽論記』に見られる『楞伽経』引用の一考察
李
子捷（駒澤大学非常勤講師）
5. 勝莊の戒律思想―『瑜伽師地論』との関係性を中心として―
法長（李忠煥）（海印寺僧伽大学教授）
6. 空・不空如来蔵について―隋唐時代における『勝鬘経』諸注釈書を中心にして―
楊
玉飛（宜春学院宗教文化研究中心講師）
7.『楞厳経』における如来蔵説について
張
文良（中国人民大学教授）
8. 道氤『御註金剛般若経宣演』に見られる仏性論争
村上 明也（龍谷大学非常勤講師）
9. 唐代仏教における因明学の遮詮について
周湘雁翔（宜春学院宗教文化研究中心講師）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第８部会（１号館３階1-307・308教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. 法然における光明摂取と選択本願念仏義
大谷 旭充（佛教大学大学院）
2.『決定往生集』依報決定における極楽観―珍海の曇鸞・道綽解釈をめぐって―
服部 純啓（佛教大学大学院）
3. 決定業としての念仏―珍海撰『決定往生集』における解釈―
成瀬 隆順（早稲田大学大学院修了）
4. 法然における浄土三部経観と「選択留教」
南
宏信（佛教大学専任講師）
5.『選択本願念仏集』信瑞訓点本について
前島 信也（国際仏教学大学院大学日本古写経研究所研究員）
6. 江戸時代の浄土教思想―懐音を通して―
明石 寛成（佛教大学大学院）
7. 廬山寺本『選択集』の書誌学的考察―平成の大修復を中心に―
春本 龍彬（大正大学綜合仏教研究所研究生）
8. 廬山寺本『選択集』第八章における『観経疏』引文の問題について―「如炙頭燃」をめぐって―
市川 定敬（佛教大学専任講師）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1.『守護国界章』中之下巻における「牛車」ついて
2.『守護国界章』における『法華論』方便品の五分科について
3. 三一権実論争における元興寺智光の位置
4. 珍海撰『大乗正観略私記』における中道実相思想
5. 良算撰『愚草』についての一考察－法相宗の今一つの論義抄－
6. 三生果遂説の成立と天台の三生往生説
7.『発心集』、『沙石集』、『徒然草』と天台本覚思想
8. 円珍『法華論記』の教学思想―十無上を中心として―

9月８日（日）

英
亮（大谷大学大学院）
武本宗一郎（早稲田大学大学院）
小野嶋祥雄（龍谷大学非常勤講師）
王
奇（国際仏教学大学院大学）
西山 良慶（龍谷大学大学院）
柳澤 正志（早稲田大学非常勤講師）
辻本 臣哉（武蔵野大学大学院）
浅野
学（国際仏教学大学院大学）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. 田中智学の日蓮教学史受容について
戸田
2.『録外御書』収録の「盂蘭盆御書」の底本について
松岡
3. 堅樹院日寛における広蔵院日辰教学批判
水谷
4. 草山教学の継承―本妙日臨における元政と慧明―
桑名
5. 広蔵院日辰の本迹論に関する一考察―序品題号の「妙法」をめぐって―
神田
6. 日隆にみる最澄の著述引用について
米澤
7.「霊山八ヶ年」について
藤井
8.『念仏無間問答編』にみる妙空への酬答
庵谷
9. 西山本門寺所蔵の日順『内過去帳』について
本間

教敞（立正大学大学院）
正次（佛教大学大学院修了）
進良（立正大学日蓮教学研究所研究員）
法晃（身延山大学助教）
大輝（立正大学特任講師）
立晋（興隆学林非常勤講師）
教公（国際仏教学大学院大学教授）
行遠（早稲田大学非常勤講師）
俊文（立正大学専任講師）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第９部会（１号館３階1-309教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. 親鸞の菩薩観―「証巻」所引『浄土論註』「畢竟平等」の語を通して―
岩田 香英（大谷大学大学院）
2. 成真法印の親鸞との邂逅について―「成真寺文書」を読む―
西島 達也（武蔵野大学大学院）
3.『歎異抄』の構成をめぐる諸問題―親鸞法語と異義批判の役割を基軸として―
木村元太郎（九州大学大学院）
4. 初期真宗における真実報土の理解―特に了海の『他力信心聞書』を中心に―
板敷 真純（東洋大学大学院）
5. 初期真宗門徒の神祇観と覚如
黒田 義道（京都女子大学准教授）
6. 存覚の唱導僧的性格について
田中 了輔（龍谷大学大学院）
7. 慶秀の行信論研究―第十七願理解―
伊藤 顕慈（真宗本願寺派宗学院研究生）
8. 證空にみる業の理解
中西 随功（京都西山短期大学教授）

9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
1. 近世前期における来迎表現の工芸的展開―源信来迎説話と扇面を中心に―
神居 文彰（平等院ミュージアム館長）
2.『為盛発心因縁集』における法然思想の形成と受容について
大久保慶子（佛教大学大学院）
3.『獅子伏象論』に引用された『本伝』
長谷川浩文（浄土宗西山深草派宗学院助手 ）
4. 永観を見なおす―院政期の仏教と永観の思索―
久保田 實（佛教大学大学院）
5. 密成僧敏の研究―『念佛追福編』について―
田中実マルコス（佛教大学非常勤講師）
6. 夢窓疎石における根本智と後得智
余
新星（東京大学大学院）
7. 新出史料『心根決疑章』の発見とその意義―達磨宗二祖仏地房覚晏の著述をめぐって―
舘
隆志（花園大学非常勤講師）
8. 近代日本における陽明学と禅の関係―「学行一如」「行学一如」の語を手がかりとして―
石井 公成（駒澤大学教授）

9月８日（日）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

1. 日本中世禅に於ける虎関師錬
高柳さつき（中村元東方研究所専任研究員 ）
2.「臘八摂心」の形成
小川 太龍（花園大学専任講師）
3. 白隠慧鶴と菩提心の判
柳
幹康（花園大学国際禅学研究所准教授）
4. 関山恵玄の遺誡と公案
木村 俊彦（四天王寺大学名誉教授）
5. 瑩山紹瑾の嗣法の機縁について―徹通義介の会下における『法華経』経文による開悟―
横山 龍顯（鶴見大学仏教文化研究所特任研究員 ）
6. 杲宝撰『大日経疏抄』における「頓悟法門」をめぐって
千葉
正（駒沢大学仏教経済研究所研究員）
7.『永平初祖学道用心集』の説示対象について
石井 清純（駒澤大学教授）
8.『正法眼蔵』「三界唯心」巻に引用される『法華経』「譬喩品」の経文をめぐって
新井 一光（曹洞宗総合研究センター研究員）
9. 本山版『正法眼蔵』の「異本」について―享和二年開版本を中心として―
秋津 秀彰（曹洞宗総合研究センター研究員）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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第10部会（１号館３階1-313教室）
9月７日（土）

午前の部（9:00 ~ 11:40）

1. 明恵の修道観
2. 義林房喜海の成仏義 ―高山寺蔵『三生成道料簡』を中心に―
3. 佐々木月樵における『華厳経』の理解
4. 癡兀大慧における八識と肉団心
5. 日光院英仙所伝『唯一神道目六共八帖』について
6.『五輪九字明秘密釈』の書写系統をめぐる問題
7. 不空訳『毘沙門儀軌』について
8. 仏像と密教語の力

米澤実江子（浄土宗総合研究所嘱託研究員 ）
野呂
靖（龍谷大学准教授）
伊藤
真（東洋大学非常勤講師）
亀山 隆彦（龍谷大学非常勤講師）
木下 智雄（高野山大学大学院）
赤塚 祐道（新義真言宗教学講習所講師）
石井 正稔（大正大学綜合佛教研究所研究員）
真鍋 俊照（四国大学教授）

特別部会（１号館３階1–313教室）
―浄土教・浄土思想研究の現在―
9月７日（土） 午後の部（13:20 ~ 16:00）
趣旨説明
1. 世親『浄土論』における五念門および五種門の一考察
2. インド浄土教の実践を巡る問題
3. 慧皎『高僧伝』における阿弥陀信仰
4. 浄影寺慧遠撰『維摩義記』における浄土と二乗
5. 中国隋代における浄穢をめぐる議論
6. 中国仏教における仏身論の展開と真諦訳『摂大乗釈論』
7. 善導『観経疏』所説の宗教体験について
8. 善導の興福―講経との関連―

9月８日（日）

齊藤 隆信（佛教大学教授）
上野 隆平（龍谷大学世界仏教文化研究センター客員研究員）
中御門敬教（知恩院浄土宗学研究所研究員 ）
真名子晃征（龍谷大学非常勤講師）
岡本 一平（東洋大学東洋学研究所客員研究員）
工藤 量導（大正大学非常勤講師）
曽和 義宏（佛教大学教授）
柴田 泰山（三康文化研究所研究員）
齊藤 隆信（佛教大学教授）

午前の部（9:00 ~ 12:00）

趣旨説明
本庄
1. 南都浄土教と四天王寺
伊藤
2. 法然と静照の浄土教
齋藤
3. 法然における諸行往生の可否―「ふつとむまれずといふにはあらず」―
本庄
4. 法然とその門下における仏土論
那須
5. 良忠『観経疏聞書』における弥陀仏土観
西村
6. 義山『無量寿経随聞講録』における法蔵菩薩釈義の思想史的考察 陳
7. 善導大師の研究から見た椎尾弁匡の浄土教解釈―報身報土論について―
蘇
8. 新発見の『浄土文類聚鈔』について
安藤
9. 顕意の「唯心浄土」批判
中村

良文（佛教大学教授）
茂樹（華頂短期大学准教授）
蒙光（東海学園大学講師）
良文（佛教大学教授）
一雄（龍谷大学大学院修了）
慶哉（浄土真宗本願寺派宗学院研究生）
敏齡（輔仁大学兼任教授）
琦（中国人民大学大学院）
章仁（早稲田大学日本宗教文化研究所招聘研究員）
玲太（親鸞仏教センター嘱託研究員 ）

*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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日本印度学仏教学会第70回学術大会パネル発表
9月８日（日）13:40 ~ 16:10
パネル発表Ａ （１号館4階1-404・405教室）
テーマ：説一切有部研究の可能性を考える
代 表：八尾史
1. 有部アビダルマ文献に対する発達史観
2.『大毘婆沙論』研究の可能性
3. アビダルマ文献における「欲」
4. 大乗仏教と有部教学の接点としての諸法の体系
5. 根本説一切有部律にもとづく阿含経典の復元

一色 大悟（東京大学特任助教）
石田 一裕（大正大学非常勤講師）
梶
哲也（大谷大学任期制助教）
横山
剛（JSPS特別研究員）
八尾
史（早稲田大学高等研究所講師）

パネル発表Ｂ （１号館4階1-406・407教室）
テーマ：アシュヴァゴーシャ研究の展開
代 表：松田和信
アシュヴァゴーシャの失われた荘厳経論 (Sūtrālaṃkāra) 探求
上野
梵文 Ṣaḍgatikārikā はアシュヴァゴーシャ作か
岡野
アシュヴァゴーシャと揵稚―Gaṇḍikāstavaと関連梵文写本―
吹田
三啓集（Tridaṇḍamālā）を彩る経典群とアシュヴァゴーシャの詩作品
松田
5. サウンダラナンダの思想的背景―Johnston 本と中亜・三啓集本― 田中
1.
2.
3.
4.

牧生（大谷大学講師）
潔（九州大学教授）
隆徳（佛教大学大学院）
和信（佛教大学教授）
裕成（佛教大学大学院）

パネル発表C （１号館4階1-402・403教室）
テーマ：中国浄土教理研究の現在と未来
代 表：工藤量導
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

曇鸞研究の回顧と展望
道綽研究の現状と課題
迦才『浄土論』を通じて見る中国浄土教
善導研究の現状と展望
懐感研究の方法論
中国浄土教における元照研究の意義
総括コメント

石川
杉山
工藤
柴田
長尾
吉水
柴田

琢道（大正大学准教授）
裕俊（大正大学綜合佛教研究所研究員）
量導（大正大学非常勤講師）
泰山（三康文化研究所研究員）
光恵（大正大学大学院）
岳彦（東京慈恵会医科大学非常勤講師）
泰山（三康文化研究所研究員）

パネル発表D （１号館4階1-408・409教室）
テーマ：越境する教義問答：「唐決」による相互交流とその周辺
代 表：師茂樹
1. 源信問・知礼答『答日本国師二十七問』に対する日中両国の反応 村上 明也（龍谷大学非常勤講師）
2.『自他宗唐決』成立の背景とその価値
榎本
渉（国際日本文化研究センター准教授）
3. 奈良・平安時代の法相唯識に関する唐決
師
茂樹（花園大学教授）
4. 唐初期の訳経場における情報交換：『東大寺六宗未決義』に見られる空有論争の背景
Daniel Wickstrom（龍谷大学研究生）
5. 俊芿五十三問の日中両国への波及
大谷 由香（龍谷大学特任講師）
6. コメント
水口 幹記（藤女子大学准教授）
*発表者は発表時間の40分前までに会場にお入り下さい。
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〈学術大会日程〉
９月６日（金）
９月７日（土）

９月８日（日）

常務委員会
学術情報委員会
受付
研究発表（午前の部）
理事会
研究発表（午後の部）
記念撮影
会員総会
懇親会
受付
研究発表（午前の部）
理事会
パネル発表

13:00~15:00
15:30~17:00
8:30
9:00~11:40
12:00~13:20
13:20~16:00
16:30~16:50
17:00~17:55
18:00~20:00
8:30
9:00~12:00
12:00~13:30
13:40~16:10

〈発表会場〉
第１部会
第３部会
第５部会
第７部会
第９部会
特別部会
パネルA
パネルB
パネルC
パネルD

４階1-402・403教室
４階1-406・407教室
４階1-410・411教室
３階1-305・306教室
３階1-309教室
３階1-313教室
４階1-404・405教室
４階1-406・407教室
４階1-402・403教室
４階1-408・409教室

第２部会
第４部会
第６部会
第８部会
第10部会

４階1-404・405教室
４階1-408・409教室
３階1-301・302教室
３階1-307・308教室
３階1-313教室

〈その他の会場〉
受付
学会本部
大会本部
理事会
常務委員会
学術情報委員会
会員総会
会員控室①
会員控室②
クローク
記念撮影
懇親会
図書販売

１号館１階エントランスホール
４階1-417教室
４階1-416教室
１階第３会議室
１階中会議室
１階第３会議室
４階1-420教室
３階1-310教室
４階1-412教室
４階1-415教室
１号館地階中庭ステージ前
１号館地階カフェテリア・中庭
４階1-418・419教室
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日本印度学仏教学会第 70 回学術大会実行委員会
〒603-8301

京都市北区紫野北花ノ坊町９６

佛教大学 小野田俊蔵研究室
jaibs70@bukkyo-u.ac.jp

