
アメリカ哲学フォーラム 第一回大会（2014年 7月 5日、6 日 於：京都大学） 

講演、パネル、および発表の要旨 

 

一般セッション 

「ジョン・デューイの教育論と美的経験論の架橋：“Life”を軸とした実践哲学の現代的意義」 

西郷南海子（京都大学大学院教育学研究科修士課程） 

 

 

 応募者の目的は、ジョン・デューイ初期の教育論と、後期の美的経験論を架橋し、その

プラグマティズムの意義を現代社会に提起することである。デューイの教育論は、子ども

の直接の活動を重視していることで知られるが、中でも芸術活動の位置付けが高かった

（『学校と社会』）。しかしデューイ自身がその内容を十分に論じているとはいえない。一方

『経験としての芸術』に代表されるデューイ後期の美的経験論は、教育とは直接関係のな

い「哲学」に見えるが、人間の生き方を問うているという点で教育と不可分である。それ

はデューイが「哲学は教育の一般理論」と宣言したことからも明らかである（『民主主義と

教育』）。 

応募者は、デューイの教育論、美的経験論においても軸となっているのは、”life”という

概念であると考える。それを「子ども」という観点から考察することで、今日の教育を問

い直すデューイのプラグマティズムの意義を提起する。 
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一般セッション 

「人間本性の解明としての『宗教的経験の諸相』―ジェイムズによる宗教の定義と『諸相』

執筆という行為に注目して―」 

大厩 諒（中央大学大学院文学研究科博士課程） 

 

 

本発表は、ウィリアム・ジェイムズの『宗教的経験の諸相』（1902）における「宗教」の

定義に注目し、『諸相』執筆というジェイムズの行為の意味を、この定義に照らして解明す

るものである。 

本発表の考察をとおして明らかになるのは、第一に、ジェイムズの企図が宗教的経験の

観察と分析に留まるものではなく、人間本性一般の解明にあったことである。その際、ジ

ェイムズが日常の経験と宗教的経験を連続的に捉えていること、加えて潜在意識の理論に

よって心理学と宗教学が接続されていることとに着目する。第二に、宗教的経験のもたら

す結果が、ジェイムズの場合には、まさに『諸相』を書くこととして発現したということ

が示される。以上のことから、『諸相』が、人間本性の解明とジェイムズの個人的生との結

節点にあることが浮き彫りになる。 
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一般セッション 

「ホワイトヘッド形而上学の意義―F.H.ブラドリーおよびW.ジェイムズと比較して―」 

吉田幸司（日本学術振興会特別研究員 PD 東京大学） 

 

 

A. N. ホワイトヘッド（1861-1947）は、1920 年頃までに果たした数学や論理学、自然

科学への貢献において一定の評価を得てきた一方で、1924 年、米国ハーヴァード大学に招

聘され、形而上学を展開して以降、哲学史において評価の対象にすらならなくなった。1920

年代半ばに活発になった論理実証主義運動に象徴されるように、英米哲学の主流は形而上

学の排斥に向かっていたにもかかわらず、なぜホワイトヘッドは形而上学を展開したのか。

本発表は、ホワイトヘッド形而上学の成立起源を辿ることを通じてこの問いに答えるとと

もに、その形而上学的探究からもたらされる帰結について考察する。特に、19 世紀末から

20世紀初頭にかけて英米で支配的な影響力を誇っていた F. H. ブラドリーや、その論敵で

もあったW. ジェイムズと比較しながら、当時の形而上学的思潮とは何であったのかを考察

し、その思潮全体の中でホワイトヘッド形而上学の意義を評価する。 
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パース没後 100年記念セッション 

基調講演「パース哲学の今日的な意義について」 

伊藤邦武（龍谷大学文学部） 

 

 

今年はチャールズ・パースの没後百年にあたり、各地で記念会議などが開かれているが、

パースをめぐる大規模な記念集会としては、２５年前の１９８９年に、「パース生誕１５０

周年記念国際会議」という大規模な集会が、ハーヴァード大学において、彼が幼少期を過

ごした建物などを会場にして開かれていた。この集会は期間も一週間近くにおよび、参加

者も世界中から集まって、当時の著名な哲学者の積極的参加もあり、パース哲学の再評価

という意味では非常に大きなインパクトのあった集会であった。私自身もこの集会に参加

することができたが、今回の講演では、当時のパース評価について多少とも回顧的にコメ

ントするとともに、今日のパース評価が、この２５年間の哲学の潮流の推移に照らしてど

のようなものと考えられるか、ということについて私見を交えつつ論じてみたいと思う。 

 １９８９年の集会には多くのパース専門家とともに、クワイン、パトナム、ハーバーマ

ス、アーペル、ヒンティッカ、エーコ、シビオクなどが、パース哲学の意義をそれぞれの

問題関心から論じたために、会議の全体はさながら現代哲学とパース思想との饗宴という

趣をもつものになったが、中でも参加者全員の拍手を浴びたのは１００歳を超えた、「アメ

リカ最長老の現役哲学者」ハーツホーンの、パースの神思想をめぐる講演であった。また、

この会議を下敷きにした成果として、何冊もの論文集が刊行されることになったが、その

中でももっとも画期的とされたのは、パトナムとケトナーの編集によるパースの連続講演

『推論と事物の論理』の出版であった。私自身この連続講演を基礎にして、『連続性の哲学』

という表題で、岩波文庫からパースの論文集を出版した。しかし、この「連続性の哲学」

は、今日の哲学的関心になかでは、果たしていかなる意義をもつといえるのか。この講演

では主としてこの問題について論じてみたいと思う。 
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パース没後 100年記念セッション 

パネル「パースと西田における偶然と必然」 

石田正人（ハワイ大学哲学科） 

板橋勇仁（立正大学文学部）  

 

 

 アメリカン・プラグマティズムの礎を築いた C・S・パースによれば、物質から人間の精

神に至るまで、世界には偶然性・非合理性が至る所で閃いている。しかしパースは、偶然

主義にも非合理主義にも与せず、むしろ世界の進展に伴って現れる必然性や合理性に強い

関心を持った。パースのビジョンでは、現実世界の偶然性、法則的必然性、非合理性はど

のような関係にあるのか。パースと同様、合理性では汲みつくせぬ直接経験から出発する

西田幾多郎は「実在の論理」を生涯探求して已まなかった。西田の考えでも、実在の創造

作用は偶然性や非合理性に多くを負っている。本セッションは、円熟期のパースと若き西

田の同時代性に配慮しつつ、直接経験、連続性と非連続性、合目的性、感情の自由な遊び、

また宇宙進化論といった題材を手掛かりに、アメリカ哲学の奇才パースと近代日本哲学を

代表する西田幾多郎との対話を試みる。世界における偶然と必然、非合理と合理の関係に

ついて開かれた議論を展開したい 
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招待講演 “America the Philosophical:  

      Pragmatism, Persuasion, Diversity and Free Expression” 

Carlin Romano (Ursinus College) 

 

 

しばしば、「アメリカは、anti-intellectual（反知性的）な国」と評されるが、それは的外

れなイメージにすぎない。アメリカは、様々な学会はもちろんのこと、メディアやインタ

ーネット上においても、教育、政治、科学、自由意志の問題など、ありとあらゆる問いに

ついて人々がひっきりなしに意見をぶつけ合っている————この上なく「哲学的な」国なの

である。 

 この国の哲学的伝統は、19 世紀のエマーソンやジェイムズなどに始まって、現代のロー

ルズやローティへと至る哲学者たちだけでなく、エドワード・サイード、スーザン・ソン

タクといった、政治や芸術などについて具体的に論じる批評家たちによって、きわめて豊

かな、幅広いものとなっており、またアメリカは、こうした思想の営みによって培われ、

創造されてきている国であるのだ。 

 

カーリン・ロマーノ氏略歴 

 現在、Ursinus College（ペンシルヴェニア州）哲学教授であり、文芸批評家としても広

く知られる。ニューヨークに生まれ、プリンストン大卒業後、エール大で哲学修士、コロ

ンビア大で J.D. (Judis Doctor) 取得。 

 25年間、The Philadelphia Inquirerで批評家を務めた経歴をもち、その関心は、プラグ

マティズム、ウィトゲンシュタイン、法学、美学、文学の哲学、ジャーナリズムなど多岐

にわたる。2005年度の「ピューリッツァー賞」ファイナリストであり、その仕事は、 “bringing 

new vitality to the classic essay across a formidable array of topics”と評価された。2012

年出版の America the Philosophical は、ウンベルト・エーコによって、“genuinely exciting 

and provocative”と評されている。 

 エール大、ペンシルヴェニア大、テンプル大、サンクト・ペテルブルク州立大など多く

の大学で教え、2014 年春には北京大学客員教授を務めた。全米の批評家・作家など約 600

名が属する the National Book Critics Circle 元会長。 
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開催校特別企画１＊京都大学融合チーム研究プログラム SPIRITS 

Skype基調講演 

“The Founders of Pragmatism on Philosophy and Life” 

Hilary Putnam (Harvard University) 

 

 

 

 

 

 

  



アメリカ哲学フォーラム 第一回大会（2014年 7月 5日、6 日 於：京都大学） 

講演、パネル、および発表の要旨 

 

開催校特別企画２＊京都大学融合チーム研究プログラム SPIRITS 

「翻訳としての哲学と他文化理解：アメリカ哲学とポスト構造主義」 

 

＜概要＞ 

 ポール・スタンディッシュは、論文「ヨーロッパ、大陸哲学、教育哲学」(“Europe, 

continental philosophy and the philosophy of education”)(2004)において、アメリカ哲学

に特徴的な自己信頼の肯定思想（エマソンからニーチェへと継承される思想の系譜）とレ

ヴィナスやデリダのポスト構造主義に特徴的な他性を軸にしたネガティビティの系譜の思

想の連関と分岐を論じている。それによればエマソンは、自己肯定の思想と同時に、「私の

知ることのできない深淵を携える者として私のもとにやってくる他者」についても論じ

(Standish 2004, p. 494)、「恥と屈辱感」(Emerson 2000, p. 362)の感覚と共に、自己を超え

出る他者からつきつけられる過剰性(excess)について述べているという。エマソンが随所で

示唆する、ずれを背負った自己と他者の「非共約的な対応関係」 (incommensurable 

correspondence)とも言える様態は、ポスト構造主義との接点を志向する。このような両者

の関係について、スタンディッシュは、エマソンのニーチェ的肯定の思想とデリダ、レヴ

ィナスにおける否定性と差異の思想は、構造的な偏差であるよりもむしろ、力点の違いで

あるとの立場に立つ。両者の思想の系譜は、対岸からやってきて、人間と言語のパラドク

シカルな関係を共に志向するのである。このスタンディッシュが提示する構図をもとに、

本パネルでは、アメリカ哲学とポスト構造主義の接点と分岐点を多様な視座から論じる。

まず最初に斉藤直子が、エマソンのテクストに見られる「過剰な思考」の性質を、推移、

転換(Emerson 2000, p. 59)と不可分な概念としての「翻訳」(Translation)と結びつけつつ、

エマソンの過剰な思考から導きだされる代替的な主体として「強靭な個」の概念を提示す

る。これに続き、曽我部和馬がエマソン思想に見る「強い個」のあり方に依拠しつつ、言

語化と人間の成長の関連を探る。また松枝拓生がメルヴィルの『バートルビー』を論じる

ドゥルーズのテクストに依拠して、ドゥルーズ的な個の一形象としての「バートルビー」

を提示する。パネルの後半では、朱ようがデリダとカベルの言語哲学を対話させることを

通じてポスト構造主義とアメリカ哲学の一つの分岐点を論じる。最後に浅井健介がエマソ

ンやカベルにおいて論じられる主体や自己の問題圏も視野に入れつつ、 ポスト構造主義や

現代アメリカ哲学にも強い影響力をもち、現代の翻訳論の古典とも言われるヴァルター・

ベンヤミンの翻訳論に依拠しながら、人間と人間を構成する言語との関係の可能性を、翻

訳という観点から模索する。 
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