Opening Words
We are pleased to launch the first volume of the Bulletin of the International Institute
for Buddhist Studies (BIIBS). Since its foundation in 1996, the International College for
Postgraduate Buddhist Studies (ICPBS), to which the IIBS is affiliated, has published the
Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies, which has now
reached the 22nd volume. The history of the IIBS is, however, longer than that of the
ICPBS. Founded in 1962 as the Reiyukai Library, the Institute adopted its current name
in 1982. After the foundation of the ICPBS in 1996, the Institute became affiliated to the
College.
The Studia Philologica Buddhica, Monograph Series, counting now 35 volumes,
published by the IIBS is widely known in the field of Indian and Buddhist Studies. In
addition, we have also issued the Studia Philologica Buddhica, Occasional Paper Series
(14 volumes), the Bibliographia Philologica Buddhica, Series Major and Series Minor
(10 volumes), and the Bibliographia Indica et Buddhica (3 volumes), which contain
bibliographies of Buddhist texts and studies, catalogues of Tibetan manuscripts and the
bKa’ ’gyurs, etc.
These publications bear testimony not only to the steady research efforts of our faculty,
research associates, fellow researchers, visiting professors, commissioned research
fellows, project researchers, research fellows, and lecturers but also to their academic
cooperation.
The main purpose of the Bulletin of the International Institute for Buddhist Studies
(BIIBS) is to contribute to the development of Indian and Buddhist studies by releasing
basic data, research materials, research notes, edited texts, annotated translations,
bibliographical surveys of particular texts or subjects, etc. We plan to publish these
contributions both in printed form and online. On behalf of the Editorial Board of the
BIIBS, I sincerely hope that many scholars and students will understand our objectives
and cooperate by contributing with their works, relevant information, and frank feedback.
Akira Saito
(Director of the IIBS)
September 30th, 2018

創刊のことば
本 2018 年より、晴れて『国際仏教学研究所紀要』の創刊を見ることになった。
国際仏教学研究所が附属する国際仏教学大学院大学は、1996 年の創立以来、学
術雑誌として『国際仏教学大学院大学研究紀要』を公にし、本年 3 月には第 22
号を刊行するにいたった。ただし、大学創立の基礎となった国際仏教学研究所の
歴史はさらに古く、1962 年からは霊友会図書室、さらに 1982 年からは、現在の
「国際仏教学研究所」へと名称を変更し、大学の創立後は、国際仏教学大学院大
学附置国際仏教学研究所として着実に研究活動を進めてきた。
とくに、研究所が刊行してきた Studia Philologica Buddhica は、貢献度の高い
Monograph Series としてインド学仏教学の領域では国際的にもよく知られ、昨年
までに 35 点を刊行している。これとともに、同じ Studia Philologica Buddhica の
名をもつ Occasional Paper Series 14 点のほか、Bibliographia Philologica Buddhica
(Series Major, Series Minor) 10 点、また Bibliographia Indica et Buddhica 3 点は、仏
典および仏教研究に関する貴重なビブリオグラフィー、写本や大蔵経のカタロ
グ等を収載する。
以上の出版物の基礎を担ってきたのは、国際仏教学大学院大学の専任教員、同
大学附置国際仏教学研究所専任研究員、同兼任研究員のほか、同大学の客員教授、
受託研究員、特任研究員、附置研究所の客員研究員、講演会講師、公開研究会講
師などによる着実な研究活動の積み重ねであり、また相互の研究交流であるこ
とは言うまでもない。
これらの背景のもとで、今回新たに『国際仏教学研究所紀要』を創刊するにい
たったのは、上記のような形ですでに公刊された、あるいは今後出版される著書、
論文等の基礎データ、関連資料、研究ノート、校訂テキスト、訳注研究、ビブリ
オグラフィー等を公開することにより、斯学の研究発展に寄与したいという目
的からである。このような趣旨にかなう論稿を、電子媒体と紙媒体の双方により、
今後、着実に公刊してゆきたいと考えている。本紀要の編集委員会を代表して、
多くの研究者のご理解・ご協力とともに、忌憚のない意見および関連する学術情
報の提供を心より願ってやまない。
2018 年 9 月 30 日
斉藤 明
（国際仏教学研究所所長）

