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平成 29年 12月 7日 

 

御案内 

第 81回	 国際仏教学高等研究所・仏教学懇話会  
（平成 29年 12月 16日） 

 

ナシム・ハン博士  

（パキスタン・ペシャワール大学名誉教授） 

「仏教彫刻を（考古学的）コンテキストから考察する： 

ガンダーラのブトカラ第３遺跡の例」 
 

	 拝啓	 師走の候	 皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。	  
	  
	 さて、この度、本研究所に招聘研究員としてご滞在中のペシャワール大学名誉教授・モ

ハメド・ナシム・ハン博士 (Prof. emer. M. Nasim Khan)を講師にお迎えして、懇話会を開催
することになりました。 
	 ガンダーラ考古学で世界的に著名なナシム・ハン博士は、ペシャワール大学卒業後、パ

リ第三（新ソルボンヌ）大学で学ばれ、ガンダーラ美術に関する論文で博士号を取得され

ました。ペシャワール大学考古学部をご退官の後、今は、イスラミア大学（ペシャワール）

に「ガンダーラおよび仏教研究センター」(Centre for Gandharan and Buddhist Studies；
http://www.cgbs-gandhara.org)を設立され、所長として、引き続き国内外で幅広くご活躍され
ています。また英文研究雑誌 Gandhāran Studiesおよび Ancient Pakistanを出版されています。 
	 今回は「仏教彫刻を（考古学的）コンテキストから考察する：ガンダーラのブトカラ第

３遺跡の例」(Studying Buddhist Sculptures in Context: The case of But Kara III site in Gandhāra)
というテーマで、お話しして頂きます。ご講演の梗概は次の通りです。 
  Hundreds of Buddhist sites have so far been recorded and excavated in the region of Gandhāra 
from where thousands of sculptures, the number of which is still increasing, are recovered. These 
sculptures either came through official excavations or owing to illegal diggings or even due to 
chance discoveries. For some of the excavations, reports are published and catalogues of the 
sculptures are printed in different languages while other are still waiting to be analyzed or 
investigated. The results of most of these works suggest that in many cases, excavations are mainly 
aimed at finding precious antiquities, like sculptures, disregarding their study in archaeological 



 

 

context. Such is the case of the Buddhist site of But Kara III where two seasons’ excavations were 
carried which resulted the discovery of about 190 Buddhist sculptures and a good number of stūpas. 
The purpose of this lectures, therefore, to revisit But Kara III site and study its antiquities in their 
proper archaeological context and to understand the chronology of the site and the iconography and 
space configuration in the stūpas complex at But Kara III. 

 
	 ご関心のある方はどなたでも自由にご参加頂けます。ご参加頂ける方は、予め本研究所

までご一報下されば幸いに存じます。 
 日時： 平成 29年 12月 16日（土）	 午後 3時〜午後 5時 
 場所： 創価大学	 中央教育棟 西棟 12階 第 8会議室 
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