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ドイツ印度学界の現状
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幾多の偉大な業績をなした︒名誉教授となった今も︑二つの演

門は文法学であるが︑ｚ剴冒︾ぐゅ静哩冨等の哲学方面にも重

習を担当している︒匡呂○罠教授の後任陣旦言の旦自は︑専

最近︑次の本を出版した︒国︒黒目ロ旨掲巨且鈩侭号①号同甸口︲

点を置いている︒弔肖弓圃掛の翻訳研究で学位を得た教授は︑

■〃

巳昇５口ぐｇ﹈鼎溝口ロ旦腎︲のロ鄙：ロ・日目弓凹昌凰へ弓旨号邑目

して︑一九七三年ミュンスター大学より迎えられた︒専門は琉

忌引︶︒酎旦の８目鼻冨扁のロは︑故国の目冒ａ教授の後任と

伽行派の教理︑如来蔵等にあり︑現在︑教授は琉伽師地論の翻

この報告は一九七五年二月現在のものである︒筆者は一九

衿冨ｏ彦巳斥旨号吋く旨誌○四罰四の騨昌唱騨茸四日：叶昌○ぬ四３国ずぽ甲

訳研究に従事している︒これは既に公版されたロ貝目崎乱口幽︲

う︒梵語︑チベット語︑漢訳を自由に駆使される教授は︑佛教

白骨︵弓５口届＄︶に続くもので︑いずれ出版されることだろ

七四年四月以来︑西ドイツハンブルク大学東洋学部門にロ○Ｎの︲

具識師として在職し今日に至るが︑この報告はこの間に知り
現在︑西ドイツにおいて印度学の講座を持っている大学は十

得たドイツ諸大学の印度学研究の状況の一端の紹介である︒

には次のものがある︒勺巨さ旨四ｍ目①国①目①鼻ロ侭①ロ間目口両四︲

学において将来︑最も嘱目される◇へき学者となろう︒彼の近業

もＨＰ汁くゅ丙唾四目目詐彦①シヴロａロ④Ｈ日ゆめＰ日ロ○○四菅四つご価困の○〆く胃︶

冒畠○茸ゆく号画凋④つく悶悶ｍＯｘご︾岳ご︶︾目画①号昏︺昌○冒旦

七大学にものぼる︒先づ次に︑これら十七大学の印度学の活動
状況を教授を中心に概観してみよう︒

漂い﹃巴︺の宮門尽口巴庁も叶いｘ肘ロロ・吋口芦○ｍ○℃旨の︒ぽの目ぽ①○国①冒胃

担当する四課目のうち二を佛教テキストの授業にあてている︒

屍巴喧○口の昌閉①固め︒冨津輿昌冒牌①Ｈご国︶︒大学では︑教授の

〆

磑巨Ｑ・彦尉国︺口︑へ隅①拝め○写凰叶汁冷毎吋辱自尉巴○口の星ぐ厨の①ロ⑳○彦騨烏庁口唇︵﹈

言うまでもなく︑ハンブルク大学の印度学科はドイツ印度学
①

科中︑最大であり︑多くの授業数と充実した内容を誇っている︒

嵩昌騨などの文学作品の研究で知られるが︑今は匡二自白国の

ハンブルクで長く講師を勤める己刷．津ヨプ国困目は︑罰脚ヨー

屍四目品○時四ぐ旨圃噌と佛教における苦の問題を講じている︒

ど質冒風教授は︑衆知の如くジャイナの世界的権威者であり︑

重複する部分は避け︑その後の状況を中心に述︽へてみたい・

当印度学科については︑かって詳細な報告がなされているので︑

一︑ハンブルク大学

二

句 ハ

ノ、

ｚ騨冒獣牌国の構成について研究しており︑また彼の母国語で
なっている︒

はくンブルク大学の弓︒里①﹃教授が中心になって行なうことに

ｏ澪①Ｈがいる︒国旨凹鴨ぐゅＱ唱国とパーリテキストによる自営日︐

ここにはヴェーダ学とパーリ学者として著名な国９．洞・国騨︲

二︑ミ﹃一ンスター大学

あるタミールの文献の歴史研究にも従事している︒
助手の己Ｈｏ①房①は︑金光明経︵ｇくぃ昌名３９留騨切目国︶

金光明経については︑かってマールブルクにいた故国具．ｚ号巴

耳①目烏Ｈ缶丙昌の日旨号烏弓尉の⑦︼勗呂砂岸⑦ロ旨⑦ｃ茸旨鴨冒﹄閂

騨乱︵首の教義を誰じている︒彼の近著には︑ぐ国曾︵ｚ色︒耳旨︲

について漢訳からの重訳のチ︑ヘット訳本の研究で学位を得た︒

の梵語刊本︑索引等がある︒大学では彼は︑輯①品昌ゞ言語学方

目白皿

ここは日本学・中国学など極東方面の研究が著しく︑インド

三︑ポッフム大学

等がいる︒

目︑開講している︒その他︑ヒンドゥイズム研究のｐＨ．

ンダ人己Ｈ・園・国○展は︑現在ミュンスターで中古インド語一課

陸︒巴弔昌目︒陸︒ｐ騨口﹃︵︒弓．ロ・︶の執筆者として有名なオラ

国邑昌品尉呂︲冨胃○国め目①園旨朋①︾ｚＨ︐回岳国︶がある︒シ○国︲

面の授業の外︑弓国閏目﹈鯵冒目を講じている︒砕冒︺詳冨口吻の﹈︺

教授共々︑佛教学に於て将来ドイツを代表する学者となろう︒

ど呂○風教授の下でジャイナ研究者であった胃．旨のヰ①は
ミュンヘン大学に移った︒

当学科では更に︑多くのチベット学が講ぜられ︑一つの特色
テルグー︑モンゞコル語等の授業が行なわれ︑豊富な内容を誇っ

となっている︒その他︑ヒンディー︑タミール︑ゞヘンガリー︑

ている︒

辱め①︹一のＨ留昌ロ怠閏ご冒昌租烏を書いた卑旦．﹈句．智８︒︲

学の方では注目す︑へきものは少い︒ただ教授資格論文にシロＰ︲

冒○酌がインド有神論等を講ずる外は︑ヒンディーと梵語が開

なお隣接のイラン学科では︑刃旦．閃．同日目①凰鼻が属冒寸

胃騨自国等の佛教テキストの授業を行っており︑この方面の層

四国閨冨︑号や留瞥＆切目で書かれた冒白旨野旨昌日日ご畔ぐ鼻︲

講されているぐらいである︒

も月旦．嵐．︒言豈①拝はマヌスクリプト目録の編者として名高

四︑ケルン大学

の厚さを示している︒
最後にｚ①胃﹈○の自国邑冨騨口用○国冒甲且①９︵ｚの三国につ

い︒の呂薗碑文等を講じ︑碑文の研究者でもある︒津具．嵐．

いて一言しておきたい︒これは現在ドイツにあるネパール将来
の曾旨印胃岸︲出色目切巳昌罵とｚ９自国︲国騨ご詩呂且津鮠を写真

冒蒟凶巨同旨︵房呂の門︒濁房○唱息三ｏ等を講じている︒弓儲旦．園．

国冒融は梵語文法学の権威として知られ︑梵語砕冒胃〆︑ご▽

●◆

に撮って整理し︑目録を作るというもので︑己２蕨︒胃甸Ｃ厨︒︲

嗣昌ぐ閏は〆臼昇旨圖のシＨ昏識鼻国を講じているが︑専門

イ I

琶冒︺嘱鴨目①旨胃ご砂津︵己甸︒︶が己①貝い目①冨○品①巳普﹈ｓｍｇ５

ｏ＄の房︒富津︵己旨①︶を通じて行なう冒旦のｇである︒これに

ワワ

ここにはジャータカなどの佛教文学者陣且．ぐ．砕冒の筐①Ｈ

同拝自己︵即①号目鳴門駒①洋風鴨園巨Ｈ目白巳○四①︼国具躁乏尉吾凹︲

がいる︒近著にはロ閂曾目閏騨号号の旨四国ロ．冨博目︑Ｅ己

はｚ⑦葛伊軋︾Ｈｏｇ凹風ｇｐにあり︑Ｈ巨官などのドラヴィダ語に

も通ずる逸材である︒カシミールの王の年代記を研究した彼の

ンディー語を︑勺目︒四国日日の原テキストについての著書が

：ロ岳ご︶がある︒その他︑講師の厚．の．︒胃弓鼻巨がヒ

近著︑弓ｘ房同旨砂目①目且己巨卜巨○四ｍｇ①ご巨言吊巨○冒品の冒雨ｐＨ

同母呉自唱昌号印属巳冨眉つ言①号且①ロ岳ご︶は高く評価さ

ヴェーダ研究において著名な勺Ｒａ．勺︐目冨③目①がここにい

八︑チューピンゲン大学

ある己尻園．︒①旨は切白伊盟ぐ且唱薗を講じている︒

れている︒

五︑ボン大学
主任教授は︿ンブルク大学から移った︒割．旨．国鯉冒で︑専
門はチベット学である︒彼の著書Ｆ①胃冒ｇ８Ｈ匡騨︑切尉目のロ

のもとから多くの勝れた学者が育っていった︒彼の多くの論文

る︒国ご日昌○四①に重点を置くヴェーダ研究に特色があり︑彼

９号ロ︶に初

芦胃時︒盲目降胃昌思曽呂①は︑一九七一年︵乏蔚

は集められて︑嗣旨目①呼胃岸︒ロ︵国塵

・冒色喝︲陣犀匡品国９画

目巴﹈拐目︾弓尉号昌①口乞ご︶として出版されている︒弓Ｈ具．

版が出て以来︑早くも三版を重ね︑チベット語の教科書として
と共に講じている︒チベット学の方で︑己引．両．嵐騨印呂の言い耳

重用されている︒大学ではｚ樹胃宕口騨の両鼻目ぐ巴︺を漢訳

ンダのＦの己①ロに移った︒代りに刃ａ︐国．ぐ．陣尉厨口貝○口が

目目③日①の後継者として活躍した己儲国．勺．呼冒昌骨はオラ

いる︒閏且昌め目巨印とインド文化史が専門で︑己冨自国敬い賃Ｐ

がいる︒授業は持たないが︑既にロ閉門８の口号切冨冒己のは⑩︒︲

︵苗Ｈ函①稗巳岸自己①禺匡巨甘風蝕口声色ロ公印の旨①Ｈぐ芹四︿Ｃ匡巴ざ昇

︒①ロ庁ｐｐｍＱ①Ｈ吋旨＄︑ｃ茸岸目目①口騨ロ︼口昌⑫ｏ旨①口目①Ｈ己己巳ロ︵吋尻①ザー

を講じている︒ｏ昌租口目閨凹日ロ鼠圃巨兇の﹃口旨ｏ冒呂①ロ国①︲

底①ロ国凰﹈歯①唇Ｈい○口中戸ほゅも四ｍさげＩ園凹口施Ｈ四も印も色︵﹈い︑割ｌ昌嵯﹈巴

巴﹈のロ⑦旨巳汽①の﹀︵言厨吾且の口らご︶の著書がある︒己儲．﹈Ｃａのロ

ゲッチンゲンの己同具．弓酌昼罵言昌号のもとで学んだもＨｇ．

九︑ミュンヘン大学

究している助手のｐＨ︐勺︐砕胃①旨①Ｈもいる︒

近著である︒同じく円邑昌鮓目尻殊にｚ①巨巨目匡房冒口唾を研

ロ侭①Ｈ園①芹吋凋①園巨門冒ＱｇＯ頓①︶嗣白即言５号Ｐ号揖岳忌︶が

はインド民謡の研究者である︒

六︑マインッ大学
陣旦．○く．国旨号閂はパーリ語︑尻冒簾自︲腿ぽい号の研究
は︑

者であり︑インド文化史も彼の専門とするところである︒律蔵
の旨四目冒騨且冨冨等を講じている︒弓﹃具⑦．国口呂日切

で知られている︒パーリ語等を担当している︒弓﹄︲ａ．同君三︺︲

︒．降三ヨ哩昌は︑アジャンタ等の佛教美術と小乗佛教の研究

インド近代史とインド近代諸言語文献の研究に従事している︒
七︑フライブルク大学

Ｈ巨冒︵固い︑ウルドゥ・ヒンディー文学などを講じている︒
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ｃ旨は戸再冒獣鴛国の研究とチ︑ヘット学に従事しており︑彼
の講義はｚ騨冒融黒国︑チベット語等である︒ハン零フルク大学

口己①ロー巴﹈ゆく自彊︲目①×意︹一自切一目日昌昌温国ＯＧ目ざ︾言①旨圃

るが︑彼にもロ①Ｈｏ３昌口ｇ：﹃ロの昌○己切首鼻言︲

○口○日昌僅

ら︒の著書もある︒講師のｐＨ・両陣屋冒豆は梵語を講じてい

旨弓○○冨凰め目①ロ﹄君５号且のｐご己．の近業がある︒

から移った講師のｐＨ．Ｆ旨①茸四は︑伺唱①冒等を講じている

が︑専門はジャイナとチベット学である︒その他二人の講師陣

十三︑ヴュルッブルク大学

ド学に関する授業は全てここでおこなわれている︒この研究所

インド学のゼミナールはぎ︵宮曽①目︲旨の昌昌におかれ︑イン

十四︑ハイデルゞヘルク大学

るのみである︒

等を識ずる外︑二人の講師がいてヒンディー︑梵語を教えてい

も埼旦．﹈・嵐○三が勺四割○四篇目茸色︑勺Ｐ３副四屋の国○署呂禽ゅ

を揃えている︒チ︑ヘット学で著名な国旦．国○ぬ日騨冒︺はアメ
リカに去った︒

十︑エルランゲン大学
印且．炭国○顧目曾昌はぐの含ｏの文法学者として知られ︑大

して集大成とも言える﹈言四烏①目紺巴の筐佇冒呂叩号のＱ・色︲

学では比較言語学の立場からヴェーダを講じている︒文法書と
目目胃時︵閂山ロ．①α普品①口勗器ｌご雪︶は︑これまで等三巻

の十二の部門からなり︑古典研究をも含め︑広く現代問題を研

は︑一九六二年に設立され︑経済︑政治︑歴史︑比較人類学等

由︑４

ｚｏ目ロ色国︒凶○口まで出ているが︑等四巻動詞の部を彼は今︑

ールは第六番目に位置し︑研究主任には犀９．国．即侭自力

究しようとするもので︑特色あるものである︒印度学のゼミナ

準備中である︒講師ｐＨ﹈．ｚ胃冒ロも同じく︑ヴェーダと印
欧語文法の専門家である

十五︑マールブルク大学

び文学でも開講されている︒

が講ぜられている︒またこれら現代諸語は︑第八部門現代語及

いる︒その他︑ヒンディー︑ウルドゥ︑タミール︑ビルマ語等

じている︒彼は又︑第十︑宗教史・哲学部門でも教鞭をとって

ている︒卑旦．⑦．ｇ口昏の目のＨは︑宗教文化と冒胃呉巨を講

名高い胃．国属○弓が活躍している︒彼はパーリ語を担当し

︒冠口の執筆者︑或は昌騨冒○国昏名目騨昌等の校訂者として

なっている︒梵語︑己冒邑続昌等を講じている︒彼のもとには

十一︑ザールブリュッヶン大学
ここでは比較印欧語学科のもとで︑言語学者閉旦．属聾Ｈ︲
冒詩が梵語を開講しているのみてある︒

ここは現在︑ＨＯＣ目易号を学︒へる数少い大学の一つである︒

十二︑フランクフルト大学
Ｑ︶昌局の目の卑旦言圏匡め︒言己岸のもとで学んだ卑旦．君．
国︺︵︶日儲が弓︒富１ｍｇと梵語を開講している︒彼は既に弓．
云国巨鋲のと共に︑戸︺号胃雷言の入門書を出版している︒目︒号︲
豊︲厨ｏ茸のい届房目Ｃ一丼色吋宮５戸団匡弓︒﹈︲自︺﹈昌騨武〆詞自国叩弓⑦泌庁

冒己⑦５筋胃︾国ｇ︹一①ぎの昌己９つ︶︾弓誇︵員︶．また罰昌胃侭︲
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勺騨目色岳ご︶を校訂出版した︒これは罵一冒麗員巨富︲眉詩鼻︲

ざ叩く○﹈・滅目︾

冨愚く目旨所属のヨョミ四と言われるものである︒大学では今ヘ

巨口引く冒騨冠騨︵目弓①罫﹂ロの四目︑弄吋再昇暑○﹈︐﹈＄の①﹈

にいる︒ｚ四︲司ｃ︲冒の園ご圏冒︲喜圏制を講じている︒最近はパー

チベット学︑インド医学が専門の弔貝民屑・ぐ○喝﹈が︑ここ

リ語の語彙の研究を発表している︒国・具勇自禽巨は言語︑哲

ンガリー︑梵語等を講じている︒その他パーリ語学者冒︲．国．

研究が盛んである︒まず︑陣旦．シの畠は四目目の昌昌のの

ここの印度学科はインド美術史と︑冨巨○四︒特にジャイナ

十七︑ベルリン自由大学

こに来ている︒

なお︑法華経やジャータカなどの研究者︑日本の湯山明氏もこ

ヒンディーとチ尋ヘット語の講師等︑多彩な陣容を揃えている︒

国国口昌︑めい目冒昏各国言︲ロ凹協を講じている己Ｈ︑○．ぐ．堕日め○口︑

学︑ヴェーダ︑古代インド史と幅広い分野の研究で知られる︒

彼は又︑最近︑ヴェーダ文献によって考古学に関する著書を二
冊出版した︒大学では︑属目Ｈｏ黒冨︲ご異口目のロ騨口印目巨鼻︒︑冨旨﹀

シ騨冒断牌国等を講じている︒その他二人の講師がここにはい
↓︵︾Ｏ

十六︑ゲッチンゲン大学
リンのトゥルファン原典の整理出版で著名で︑この仕事を通じ

宗教思想等の研究に従事し︑四曼凰切目ｐい︑碑文学を講じている︒

衆知の如く︑ここには名誉教授弓騨冨い§目鼻がいる︒ゞヘル
て幾多の俊才を育て上げた︒現在その成果は︑留国の汀匡国目い︲

ている︒ハンブルク大学の弔制且と呂○風の下で学んだ坤旦

園．園昌冒は︑ジャイナ美術の専門家である︒陣９．国﹈旨ｃ葛

陣且．国．国腎且は美術史が専門で︑旨騨昏員騨の美術を担当し

屈似い騨国国両︲胃○口○唱四も言①︵ｚ秒のロ己巳︺厨﹄﹈号局鈩斥四号日旨号Ｈ

は非印欧語の研究者で︑タミール︑チベット語等を教えている︒

０画臥津の﹈︺四口切号﹈胃円ごＨ甘口昏口号口として目①﹄﹈ｐＨつ劃①号四号ご

夕渕耐の①﹈︺叩○ぽゅ岸①ロ旨○○斥旨︑①目︾目．罰︺旨さ旨唱駕亨巨騨○国鷺彦①

陣旦．○国ざ鼻冒は︑同日牌胃冒冒四目︺が集め︑現在陣国砂︲

ｓご︶まで出ている︒また彼には︑国目国司の房討笥国９吋紺Ｎｐ引

臼儲切の﹀房．己員ｚＨ巴︾の近業がある︒卑旦．国．胃呂の拝は

ることを試みている・大学では︑切冒時目冨凰の普菌冨茸皇国冒

ｇ侭に保管されているジャイナの国巽己烏ｏ胃昌ｍの目録を作

因みにウィーン大学では︑一九七四年五月︑著名な淳震匡弓︲

休講中である︒

大学は︑悉く概観し得たように思う︒なおキール大学は︑現在︑

以上︑現在︑西ドイツにおいて印度学の講義がなされている

等を講じている︒

国旨蔚閂冒昌目の佛教︑特にその歴史的︑社会的な研究に従事
目胃国ぐ胃旨国昌︵冒閨目印は︑現在第三巻

している︒彼の主著嗣巨目巨鞭二首めあ菌異口目①①い①房︒富津旨

号ロ５群目①昌烏

︵弓旨号且のご忌囹︶まで出版されている︒ｐＨ・旧蟹旦昌はト

ゥルファン文献の研究者として知られ︑弓巴︵庶目目鼻のもと
で文献整理に従事している︒己﹃．︒届ｃ目は浸断己緯．ｑご︲
四コＰが貝ゥ具で発見したマヌスクリプトに基づいて︑園旨冨︲
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卜学佛教学部門で卑具

巴冒①﹃教授が七十六才の生涯を閉じ 代 っ て 今 は イ ン ド 学 部 門
で﹈浮旦．①．○胃昌の冒昌︵肖が︑チ録へ

津田巳色盲閏が活躍している︒

これに伴って︑佛教学への関心も︑やや高まりを見せてはいる

が︑全体としてみれば低く︑インド学研究一般との連関に於て︑

以上のように︑ドイツの印度学研究は全体として凹岸①弔言一

佛教学はとらえられている︒

現代問題を多く扱うハイデルベルクの望︹ご爵ロ︲冒鞭冒胃は特

度学研究があることは注目さる￥へきことである︒その意味で︑

はなれた哲学のみでもなかった︒広汎な言語学的基礎の上に印

○旨哩︒にあり︑それは単に言語の研究のみでもなく︑又それを

大学にそれぞれ特色があるにせよ︑それは己篇弓巨︒﹈○四①に

色ある新しい試みである︒

ドイツ印度学界全体の傾向を一言で言うことは難しいが︑各

はなく︑言語学的研究と精神史的研究が密接に結びついた文献

あると言えよう︒国︶旨冒唱①は単なる言葉の研究に終るもので
学的研究である︒これは又︑ドイツ・アカデミズムの持つ歴史的

第十九回己のロ勝呂①Ｈｏ風①具己厨蔚具侭︵ドイツ東洋学者会

次に学会︑学術誌について触れておきたい・

伝統でもあった︒この特色は今でも変わりはない︒学生の関心
も現代インドの問題にはあまり向けられず︑おおむね古代イン
ンド問題をも欠かけせないとする教授側の意見にもかかわらず︑

イツのフライブルク大学で開催された︒三年毎に開かれるこの

己呂蕨呂①冒︒侭①己営呂め目のｏｏｍの房︒冨津の活動の一環とし

学会は︑この種のものとしてはドイツでは唯一のものであり︑

議︶は︑一九七五年九月末から十月初めにかけて一週間︑南ド

ハンブルク大学は︑牌冒胃旨吸乞巴○臥両教授以来︑ジャイ

最近高まり︑授業課目︵一九七五

第十支那学・日本学等の関連部会のあることは言うまでもない︒

番目にある︒その他︑第九トルコ学・モンゴル・中央アジア学︑

てあるものである︒会議は十二の部会に分かれ︑印度学は第七

語のみの授業だけでも︑六を教えることが出来るのが︑その証

筆者もこの会議に一部参加する機会を得たが︑ドイツ国内の学

七六年冬学期︶中︑チ黍ヘット

左であろう︒これにはチベット語を重視される牌冒︺三國扇︒ロ

オランダ︑デンマークはもとより︑遠くインド︑アメリカから

の参加発表者もあって︑活発な質疑応答が繰り返されていた︒

会と言っても︑国際色が豊かで︑近隣のオーストリー︑スイス︑

重視する大学は多い︒例えばボン︑ミ﹃一ンヘン等がそうである︒

教授に負う所も大きいであろう︒教授自身︑古典チベット語一

中心が移りつつあるようである︒代ってチゞヘット学への関心が

ナ研究のセンターであったが︑近年は零ヘルリン大学の方にその

学生の関心は︑沙岸①も冒巨○四①にあり︑古典にあるのである︒

ドに向けられている︒ハンブルク大学に一例をとれば︑現代イ

四

課目を担当されている︒ハンブルク大学以外にもチ︑ヘット語を
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三

ドイツ発行の学術誌及びドイツ人学者が関係し︑自らの論作
がかって詳細な報告をされ︑今もほとんど変っていないのでこ

②

を多く発表している学術誌については︑本学の佐を木現順教授
こではただ最近ドイツで新しく発刊された学術誌煕口日①再Ｎｐ門

で書くことが要請されるが︑英文以外の寄稿には︑英文の要約

陣目は年間少くとも一回発行されるが︑第一号は既に発刊さ

を付け加えることが義務付けられている︒

陽．巨自．尹厨昌①Ｈぐ角匿いロ曽呂罰①冒胃﹈門﹀伊営︺鴨ロロ品①巴す

発行所は左記の通りである︒

ンゲン大学の勺笥旦．目巨⑦日①等︑著名な学者が寄稿している︒

れた︒これには︑ハンブルク大学弔同且．ど乱○風のチュービ

これは︑ハンブルク大学の卑旦．弓の巴①Ｈを中心に︑マインッ

冒昌○さ唱①巨口Ｑ岸四目黒房︵陣員︶について一言しておきたい︒

大学の国旦．○・ぐ．国旨号①Ｈエルランゲン大学のｐＨ○．嗣写
品①扁呂目芹︵イラン学︶︑それに現在ネパールの嗣騨昏旨騨口目

科の授業課目を挙げておこう︒一九七五年冬学期のものである︒

最後に最も多くの授業数と内容を誇るハンブルク大学印度学

のｚ①己巴園①︑①鱒ｏｐｏ①日の円にいる己門．旨．詞割前巴︵ヴェーダ

の印度学者︑イラン学者にも開かれた国際学術誌である︒この

昌伊①屏斤口禺の四口①い﹁巴邑凹蔚閣持＄Ｆ︐崔房︹さ匙
﹂

函Ｆ巴詳騨菖再ｐＨ色門．陛房空○篦
自己旨呂○ロシロ巴①

Ｅ銅ひ勵色昌匡○口①唇Ｆ︑い○宮口昇﹈︺Ｐ巨砿○口

ト

函斡口日もＨｏ匡臼ロぐ○ロの巴ず異自国Ｑｍ①この旨Ｑ２﹈ご己智﹈扇質庁ロ

﹄園四目餌唱耳四ご旨彦樹凹︑Ｆ・粋冒昌昏自昌⑭①目

⑳．診︑の凰昌ぐ騨印四目

︑同旨旨﹈胃宮口的旨昌のＨ①〆茸洋涛印シ︑⑳ロョぐＰいＰｐ

卜

印ロヶロロ函①己昌耳目①〆生︺の尉凰匡匡﹈瞬巨日切﹈固砿解１勺烏○匡①冒

学研究に限られるものではなく︑新しいインド・イラン吋冨﹈︲

ｍ・一︿︵︶﹄﹈︺ぬオニコ︺三︺︺四崖．の二月ロ︵一目の二堅〆︐昇〆．︑①Ｎ一①円

司嵐巳冨晶○罵言ｏ胃①冒呂①日匪胃Ｐ．弓ｏ旦目

己鹿の﹈侭浄写目Ｌ昌鼻ご園①目属．己儲の星︶言

の牌二筋澪同岸員シ︐夕ざこ２．

﹈﹄両旨哺ロロＨｇ弱目目の国①冒函己芦！固詳の埼浄斤巨﹇︒○Ｃ匙８

イラン学との間にある伝統的な親密な関係を促進することにあ

陣目は国際学術誌であるからドイツ語︑英語︑フランス語

ると言われる︒書評はこの学術誌には含まれない・

○烏︑一﹈の分野にあるとされる︒更にこれに加えて︑インド学と

︒﹈ｃ哩︒の分野にも開かれているが︑重点は旦邑︒ざ四ｍ目︲三胃︲

内容はいわゆる国Ｐ閉尉目①冒号﹈○四①と古又は中古イラン

発表の機会を多くすることが期せられている︒

ただこの分野の比較的数少ない雑誌に︑更にもう一つを加え︑

して取って代わるものでないことを煕冒の編者は強調される︒

冒当を初め︑現存の学術誌と決して競争するものでもなく︑ま

り百号︲岸巴昌四目﹈ｃ自己巴︵ロ﹈︶が出ているが︑駕目はこの

分野の学術誌としては︑衆知の如く既にオランダのＦ①匡①ロよ

学︶が編集者となって始められたもので︑国内のみならず国外

五
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勺Ｈｏ亘ＣＢＣ︒①門諺冒君のロ︵一自侭目①二閏①Ｈ冒侭目黒尉色扁吋

冨再宮○︵房国璽ロ能冒昌留彦困冒四９国巳︒．○昇戸①

自己⑩亘爵へ蜀○鼻駕甘口邑巴園．些冒顕豈
〆

息①月一碁①勺Ｈｏｍ巴①戸庁陣段①園．鯉口嗅冒

国①︺︺唄晨胃目．属．己儲の︹巳冨

ト

ト

己四印目色の己・①妨国①Ｈ扇○戸①勗旨ＱｏＨ沙岸①国目四国昼﹈︲

ｊ

出目昌肋胃肖冒号巨晶①冒昌旨②ロｇｏ旨のめ牙一国目巳四茸①ロ︲

己①口酎Ｃ声︲四目ｅ︲こす①屈具侭巨匡的①ロ園．陸ロ︑ロ

国旨合﹇国．段口嗅戸

函︒

唖四

ロウ①Ｈ匡旨戸口ず①Ｈｅ尉冒ＯＱ①国﹈①目留己邑ＩＦ昇①門凹武営

．陰．印国ロブ国︑四国

ごウロ冒顕①ロⅡ日詳目①ｘ庁ざの屋官里①己噛匡肖勝馬員昌胃昏色目局四目筐︲

︑．シ︑︑国昌ごゆめ画皀

Ｆ①旨巨３月①旨い戸︲Ｆの丙計毎吋①哩国岸国陛肉騨ＨＰＨ︐抄冒四国閏︺色

ご尉副秒己昌房己罵９面①Ｑ①門昌四筋①冒昌①ｓ２︺国．シｐ８ｐ

国．シ昌庁○口

Ｆ芹①Ｈ四庁ｐＨ胃国．レロ斤○ロ

凸３
一二
ＦＫ

戸口愚①印国．四国哩胃

C O 司 の O

画 一

旧詳①Ｈ騨行ｐＨ

膣目四口目﹈當胃ど胃壁ロ鴨局﹇国．陰巨８唇

忠⑦①の︒宮○頁①︹一吊尻さ黒目唾ロ冒恒匡侭〆・Ｆｏｑｏ

囲旨﹄﹈胃Ｃも四嵐．Ｆｏ芽○

Ｌ

目伊①算胃Ｃ①旨①里里呂９月口はぴＣは駕戸のロ月ｃ擁扁印炭．Ｆｏ尊○

四ｍ弓Ｈ色︑騨昌環一己四二画○・○①匡唐

﹄＠Ｆ①屏庁陣則①ヴロＱｅ︺厨は胃旨①月日の問蔚５．⑫ｏ匿昌耳彦四口い①﹄﹈

いつＦ①戸井陣Ｈ①①目①砂昌○口︲ぬ昌岳○ロ①ｐＨ①淵冨のシ︑夕缶巳閏

曽ｚ①貝号の陣⑳︒宮属．門○ｇｏ

いい同旨暁口匿Ｈｐｐｍ日鉱匡四鵲尉ｏ声①弓ご旦厨ｏ宮Ｆ︑︑巳︺昌耳ロ四口い①ロ

篭国﹈○己２房︒①のＦ豈儲四︲己国帝再の嵐．Ｆｏｑｏ
菖
註

号︑昭四八年︑大谷大学佛教学会︑京都︒

①田端哲哉﹁ハンブルク大学の印度学研究﹂佛教学セミナー第一七

号︑昭三三年︑日本印度学佛教学会︑東京︒佐女木現順﹁ドイツ東

②佐々木現順﹁ドイツ印陛学界の現状﹂印度学佛教学研究第七巻一

︵一九七五︑一二︑二︶︵了︶

洋学素描﹂印度学佛教学研究第一六巻一号︑昭四二年︒
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