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「古典学の再構築 ――20世紀後半の研究成果総括と文化横断的研究による将来的展望――」

特定領域研究「古典学の再構築」研究者名簿 平成１３年４月現在

1 研究項目別研究者数 （合計欄の括弧内の数字は代表者の人数）

2 研究領域別研究者数 （合計欄の括弧内の数字は代表者の人数）

3 研究者・研究分担者名簿

A01『原典』班 調整班代表 池田知久（計画１９名・公募６名）

（1） 計画研究

A０１―０１（日本） 『明月記』『吾妻鏡』の写本研究と古典学の方法

研究代表者 五味 文彦 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 安田 次郎 お茶の水女子大学・文教育学部 教授

分担者 近藤 成一 東京大学・史料編纂所 教授

分担者 今村 みゑ子 東京工芸大学・女子短期大学部 助教授

分担者 田渕 句美子 国文学研究資料館 助教授

分担者 桜井 陽子 熊本大学・教育学部 助教授

分担者 小川 剛生 国文学研究資料館 助教授

分担者 本郷 和人 東京大学・史料編纂所 助教授

分担者 尾上 陽介 東京大学・史料編纂所 助手

分担者 高橋 慎一朗 東京大学・史料編纂所 助手

分担者 菊地 大樹 東京大学・史料編纂所 助手

分担者 井上 聡 東京大学・史料編纂所 助手

分担者 高橋 典幸 東京大学・史料編纂所 助手

研究種別 計画研究 公募研究
合計

研究項目 代表 分担 計 代表 分担 計

A０１「原典」 ５ １４ １９ ５ １ ６ ２５（１０）

A０２「本文批評と解釈」 ４ ４ ８ ９ ０ ９ １７（１３）

A０３「情報処理」 ４ １４ １８ ２ ３ ５ ２３（６）

A０４「古典の世界像」 ７ ７ １４ １０ １ １１ ２５（１７）

B０１「伝承と受容（世界）」 ４ ６ １０ ７ １ ８ １８（１１）

B０２「伝承と受容（日本）」 ２ ４ ６ ５ ４ ９ １５（７）

B０３「近現代社会と古典」 ６ ８ １４ ３ ２ ５ １９（９）

計 ３２ ５７ ８９ ４１ １２ ５３ １４２（７３）

研究種別 計画研究 公募研究
合計

研究項目 代表 分担 計 代表 分担 計
日本 ５ ２７ ３２ ７ ８ １５ ４７（１２）
中国 ４ ４ ８ ９ ０ ９ １７（１３）
チベット １ ０ １ ２ ０ ２ ３（３）
インド ５ ４ ９ １０ ０ １０ １９（１５）
インド・中国 １ ２ ３ ０ ０ ０ ３（１）
イスラム ４ ５ ９ ３ ０ ３ １２（７）
イラン ０ ０ ０ １ １ ２ ２（１）
イスラエル ３ ４ ７ １ ０ １ ８（４）
西洋 ９ １１ ２０ ７ ２ ９ ２９（１６）
西洋・日本 ０ ０ ０ １ １ ２ ２（１）

計 ３２ ５７ ８９ ４１ １２ ５３ １４２（７３）
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（2） 公募研究

A02『本文批評と解釈』班 調整班代表 関根清三（計画８名・公募９名）

（1） 計画研究

（2） 公募研究

A０１―０６（中国） 中国中世の道家・道教文献の形成

研究代表者 堀池 信夫 筑波大学・哲学・思想学系 教授

A０１―０７（チベット） チベット蔵外文献学説綱要書の視座より見たインド古典諸論書の思想の文献学的研究

研究代表者 森山 清徹 佛教大学・文学部 教授

A０１―０８（チベット） サンスクリット翻訳文献群としてのチベット大蔵経の研究

研究代表者 室寺 義仁 高野山大学・文学部 助教授

A０１―０９（インド） アフガニスタンとパキスタンより発見された仏教写本の研究

研究代表者 松田 和信 佛教大学・付置研究所 教授

A０１―１０（イラン） イラン語仏典とイラン語の仏教用語の成立について

研究代表者 吉田 豊 神戸市外国語大学・外国語学部 教授

分担者 影山 悦子 日本学術振興会（神戸市外国語大学） 特別研究員

A０２―１１（中国） 六朝期の著作における伝統の継承と変容

研究代表者 齋藤 希史 国文学研究資料館・文献資料部 助教授

分担者 興膳 宏 京都国立博物館 館長

A０２―１２（インド） インド哲学における聖典観の展開――本文批評の方法論的反省を踏まえて――

研究代表者 丸井 浩 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 金沢 篤 駒澤大学・仏教学部 助教授

A０２―１３（イスラエル） 旧約聖書の本文批評と解釈――その方法論的反省から翻訳の実例まで――

研究代表者 関根 清三 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 月本 昭男 立教大学・コミュニティ福祉学部 教授

A０２―１４（イスラエル） 初期キリスト教におけるイエス伝承の変容史的研究

研究代表者 佐藤 研 立教大学・コミュニティ福祉学部 教授

分担者 青野 太潮 西南学院大学・神学部 教授

A０２―１５（中国） 中国恋愛文学の発掘

研究代表者 川合 康三 京都大学・大学院文学研究科 教授

A０２―１６（中国） 元明代散曲の解釈

研究代表者 金 文京 京都大学・人文科学研究所 教授

A０２―１７（中国） 『全明俗曲』の編纂

研究代表者 大木 康 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

A０２―１８（中国） 中国周縁地域における「華化メカニズム」と学術の伝播

研究代表者 木津 祐子 京都大学・大学院文学研究科 助教授

A０１―０２（中国） 原本『老子』の形成と林希逸『三子�斎口義』に関する研究
研究代表者 池田 知久 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 関口 順 埼玉大学・教養学部 教授

A０１―０３（チベット） チベット大蔵経とチベット蔵外文献研究

研究代表者 御牧 克己 京都大学・大学院文学研究科 教授

A０１―０４（インド） タミル古典の文献・写本・電子ファイルに関する情報および現物の収集

研究代表者 高橋 孝信 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

A０１―０５（イスラム） チャガタイ・トルコ語，ペルシア語文献の諸写本研究

研究代表者 間野 英二 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 真下 裕之 京都大学・人文科学研究所 助手
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A03『情報処理』班 調整班代表 徳永宗雄（計画１８名・公募５名）

（1） 計画研究

（2） 公募研究

A０３―２４（日本） 古典文献の計量的分析

研究代表者 村上 征勝 統計数理研究所・領域統計研究系 教授

分担者 古瀬 順一 宮崎大学・教育文化学部 教授

A０３―２５（日本） 古典学のための情報処理

研究代表者 安永 尚志 国文学研究資料館・研究情報部 教授

分担者 及川 昭文 総合研究大学院大学・教育研究情報資料センター 教授

分担者 武井 協三 国文学研究資料館・研究情報部 教授

分担者 松村 雄二 国文学研究資料館・研究情報部 教授

分担者 石塚 英弘 図書館情報大学・図書館情報学部 教授

分担者 柴山 守 大阪市立大学・学術情報総合センター 教授

分担者 アンドル・アーマー 慶應大学・文学部 教授

分担者 中村 康夫 国文学研究資料館・研究情報部 助教授

分担者 原 正一郎 国文学研究資料館・研究情報部 助教授

分担者 山田 哲好 国文学研究資料館・史料館 助教授

分担者 山田 奨治 国際日本文化研究センター・研究部 助教授

A０３―２６（インド） 古典学のための多言語文書処理システムの開発

研究代表者 高島 淳 東京外国語大学・アジアアフリカ言語文化研究所 教授

分担者 峰岸 真琴 東京外国語大学・アジアアフリカ言語文化研究所 助教授

分担者 濱田（星） 泉 東京外国語大学・アジアアフリカ言語文化研究所 助手

A０３―２７（インド） 古典文献データベースの表記体系確立

研究代表者 徳永 宗雄 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 山田 篤 財団法人京都高度技術研究所・情報メディア研究室室長

A０３―２８（日本） 平安時代物語文の比較計量的研究

研究代表者 今西 裕一郎 九州大学・大学院人文科学研究院 教授

分担者 小西 貞則 九州大学・大学院数理学研究院 教授

分担者 室城 秀之 白百合女子大学・文学部 教授

A０３―２９（日本） 抄物の原典参照データベースの構築――『韻府群玉』と『玉塵抄』を例として――

研究代表者 出雲 朝子 青山学院女子短期大学・国文学科 教授

分担者 豊島 正之 東京外国語大学・アジアアフリカ言語文化研究所 助教授

A０２―１９（インド） ヴェーダ散文文献の翻訳と注解

研究代表者 後藤 敏文 東北大学・大学院文学研究科 教授

A０２―２０（インド） ディグナーガ著『ニヤーヤ・ムカ』（因明正理門論）の本文批評と解釈

研究代表者 桂 紹隆 広島大学大学院・文学研究科 教授

A０２―２１（インド） 法称の推論説とその展開

研究代表者 岩田 孝 早稲田大学・文学部 教授

A０２―２２（インド） インドの聖典解釈学における統合理論の基礎的研究

研究代表者 吉水 清孝 北海道大学・大学院文学研究科 助教授

A０２―２３（イスラエル） １７世紀における二つの聖書批判のアプローチ ――バルーフ・スピノザとリシャール・シモン――

研究代表者 手島 勲矢 大阪産業大学・人間環境学部 助教授
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A04『古典の世界像』班 調整班代表 内山勝利（計画１４名・公募１１名）

（1） 計画研究

（2） 公募研究

A０４―３０（中国） 東アジアの科学と思想

研究代表者 川原 秀城 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 梁 一模 東京大学・大学院人文社会系研究科 助手

A０４―３１（中国） 中国における制度と古典――科挙制度と言語史・文学史の相関から――

研究代表者 平田 昌司 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 田口 一郎 新潟大学・人文学部 助教授

A０４―３２（インド） 原始仏教思想の解明――バラモン教聖典の同時的解明を通じて――

研究代表者 中谷 英明 神戸学院大学・人文学部 教授

A０４―３３（イスラム） イラン・イスラーム文献が描くモンゴル時代の世界像の研究

研究代表者 杉山 正明 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 志茂 碩敏 財団法人東洋文庫・研究部 研究員

A０４―３４（イスラム） イスラームにおける伝承知と理性知

研究代表者 濱田 正美 神戸大学・文学部 教授

分担者 野元 晋 慶應大学・言語文化研究所 講師

A０４―３５（イスラエル） ユダヤ教キリスト教における創造的営為としての聖典解釈の比較研究

研究代表者 市川 裕 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

分担者 中村 信博 同志社女子大学・現代社会学部 教授

分担者 鶴岡 賀雄 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

A０４―３６（西洋） 古代ギリシアとオリエント世界

研究代表者 内山 勝利 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 納富 信留 九州大学・大学院人文科学研究院 助教授

A０４―３７（中国） 〈動物〉の表象――中国と西洋の対峙――

研究代表者 中島 隆博 東京大学・大学院総合文化研究科 助教授

A０４―３８（インド） 仏教聖典研究方法の再考――大乗という概念の問い直しを通して――

研究代表者 下田 正弘 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

A０４―３９（インド） インド古典における言語論の比較論的再検討

研究代表者 赤松 明彦 京都大学・大学院文学研究科 教授

A０４―４０（イスラム） 航海案内書の世界像

研究代表者 新谷 英治 関西大学・文学部 教授

A０４―４１（中国） １０～１３世紀東アジア史の歴史文献研究――元代における『遼史』『金史』『宋史』編纂を中心として――

研究代表者 古松 崇志 京都大学・人文科学研究所 助手

A０４―４２（イスラム） イスラーム古典における死生観と生命倫理の研究

研究代表者 飯塚 正人 東京外国語大学・アジアアフリカ言語文化研究所 助教授

A０４―４３（イスラム） イスラーム哲学におけるアリストテレス『デ・アニマ』受容と霊魂論の展開

研究代表者 小林 春夫 東京学芸大学・教育学部 助教授

A０４―４４（西洋） 西洋古代の「心の哲学」における基礎概念の成立と変容

研究代表者 中畑 正志 京都大学・大学院文学研究科 助教授

A０４―４５（西洋） 古代ギリシア哲学のコスモロジーにおける生命像の探究

研究代表者 瀬口 昌久 名古屋工業大学・共通講座教室言語文化講座 助教授

分担者 坂下 浩司 名古屋工業大学・共通講座教室言語文化講座 講師

A０４―４６（西洋） ギリシア哲学における倫理思想の再検討

研究代表者 朴 一功 甲南女子大学・人間科学部 教授
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B01『伝承と受容（世界）』班 調整班代表 中務哲郎（計画１０名・公募８名）

（1） 計画研究

（2） 公募研究

B02『伝承と受容（日本）』班 調整班代表 木田章義（計画６名・公募９名）

（1） 計画研究

B０１―５１（中国） 『資治通鑑』テクストの受容と改編

研究代表者 中砂 明徳 京都大学・大学院文学研究科 助教授

B０１―５２（インド） シャーンティデーヴァ作『入菩薩行論』の伝承と変容

研究代表者 斎藤 明 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

B０１―５３（インド） インド大乗仏教瑜伽行派における「摂事分」の伝承と変容

研究代表者 早島 理 滋賀医科大学・哲学研究室 教授

B０１―５４（インド） 古ジャワ世界における『マハーバーラタ』の倫理観の伝承と受容

研究代表者 安藤 充 愛知学院大学・文学部 教授

B０１―５５（西洋） ギリシア・ローマ古典文学における神託の概念と機能の変容

研究代表者 小川 正廣 名古屋大学・大学院文学研究科 教授

B０１―５６（西洋） ラテン文学におけるギリシア神話の受容と継承――叙述技法から見た研究――

研究代表者 高橋 宏幸 京都大学・大学院文学研究科 助教授

B０１―５７（西洋） 古典と女性

研究代表者 西村 賀子 名古屋経済大学・法学部 教授

分担者 川津 雅江 名古屋経済大学・法学部 助教授

B０２―５８（日本） 中世における外国文化の受容と展開

研究代表者 木田 章義 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 丸山 徹 南山大学・人文学部 教授

分担者 鈴木 広光 九州大学・文学部 講師

分担者 李 長波 京都大学・大学院人間環境学研究科 助手

B０２―５９（日本） キリシタン文献の文化横断的研究

研究代表者 米井 力也 大阪学国語大学・外国語学部 教授

分担者 エンゲルベルト・ヨリッセン 京都大学・総合人間学部 助教授

B０１―４７（インド・中国） 仏教における主要概念のインド・中国・日本における伝承と受容

研究代表者 丘山 新 東京大学・東洋文化研究所 教授

分担者 土田 龍太郎 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 佐古 年穂 駿河台大学・現代文化学部 助教授

B０１―４８（西洋） ギリシア・ローマ文献の形成・伝承・受容史の研究

研究代表者 中務 哲郎 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 エリザベス・クレイク 京都大学・大学院文学研究科 教授

分担者 南川 高志 京都大学・大学院文学研究科 教授

B０１―４９（西洋） ユ－スティ－ニア－ヌス帝「学説彙纂」研究――元首政期法学著作の伝承と変容――

研究代表者 西村 重雄 九州大学・大学院法学研究院 教授

分担者 児玉 寛 九州大学・大学院法学研究院 教授

B０１―５０（西洋） ビザンツ帝国と古典継承・創造活動――マケドニア朝期の古典再生とその歴史的意義――

研究代表者 大月 康弘 一橋大学・大学院経済学研究科 助教授

分担者 渡辺 金一 一橋大学 名誉教授
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（2） 公募研究

B03『近現代社会と古典』班 調整班代表 月村辰雄（計画１４名・公募５名）

（1） 計画研究

（2） 公募研究

B０２―６０（日本） 正倉院聖語蔵経巻の文献学的研究――隋・唐経を中心に――

研究代表者 末木 文美士 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 月本 雅幸 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

分担者 杉本 一樹 宮内庁正倉院事務所・保存課 調査室長

B０２―６１（日本） 古代幼学書の基礎的研究

研究代表者 黒田 彰 佛教大学・文学部 教授

分担者 三木 雅博 梅花女子大学・文学部 教授

B０２―６２（日本） 日本における唐律令・礼の継受と展開

研究代表者 大津 透 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

B０２―６３（日本） 古代・中世の漢文訓読文資料の文体史的研究

研究代表者 金水 敏 大阪大学・大学院文学研究科 教授

分担者 朝倉 尚 広島大学・総合科学部 教授

B０２―６４（中国） 大唐六典の受容と制度通の撰述

研究代表者 礪波 護 大谷大学・文学部 教授

B０３―６５（イスラム） 『シャーナーメ』の伝承とイラン人意識の形成

研究代表者 羽田 正 東京大学・東洋文化研究所 教授

分担者 桝屋 友子 東京大学・東洋文化研究所 助教授

分担者 佐々木 あや乃 東京外国語大学 助手

B０３―６６（西洋） ヨ－ロッパのレトリック教育――古典との関わりにおいて――

研究代表者 月村 辰雄 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 浦 一章 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

B０３―６７（西洋） ドイツ・プロテスタンティズムにおける古典解釈と思想生成

研究代表者 川中子 義勝 東京大学・大学院総合文化研究科 教授

分担者 松浦 純 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

分担者 中井 章子 青山学院女子短期大学・教養学科 教授

B０３―６８（西洋） 西洋における古典教育と法律家・実務家教育・養成の関係に関する実証的比較研究

研究代表者 葛西 康徳 新潟大学・法学部 教授

B０３―６９（西洋） 近現代社会における西洋古典学の継承――フランスにおける文学研究と文学史の成立――

研究代表者 多賀 茂 京都大学・総合人間学部 助教授

分担者 中川 久定 国際高等研究所 副所長

B０３―７０（西洋） 西洋世界における古典の伝承と解釈

研究代表者 中川 純男 慶應大学・文学部 教授

分担者 西村 太良 慶應大学・文学部 教授

分担者 高橋 通男 慶應大学・言語文化研究所 教授

B０３―７１（日本） 国文学の成立――国学とヨーロッパ文献学との関わり――

研究代表者 藤原 克巳 東京大学・大学院人文社会系研究科 助教授

分担者 長島 弘明 東京大学・大学院人文社会系研究科 教授

B０３―７２（西洋・日本） 大学教育における古典教育の役割

研究代表者 佐野 泰雄 一橋大学・大学院言語社会研究科 教授

分担者 寺崎 昌男 桜美林大学・大学院国際学研究科 教授

B０３―７３（西洋） １７世紀思想における西洋古代思想の継承と批判

研究代表者 小林 道夫 大阪市立大学・文学部 教授
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