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一般発表要旨 

 

一般発表（１） 

発表者：曽我部和馬（京都大学大学院教育学研究科 M２）  

発表タイトル：「社会的マイノリティに求められる「プライド」―― 

                R. W. エマソンの「品位」概念に着目して」（仮） 

要旨： 

 社会的マイノリティが自分たちの権利拡大を訴え、自身の立場向上を求めて、マジョリティに向け

声を挙げることは、歴史の中で繰り返されてきた流れであろう。そうすることで、世界はマイノリテ

ィにとって随分住み良くなってきたことは事実である。だが、マイノリティ問題の解決の方向性を、

マジョリティと同様の権利を獲得することのみに見ている場合、結局はマイノリティが多数派の言語

に回収されてしまうという意味での全体主義的性質がそこには免れない。またマイノリティ側からい

えば、自分たちの理解拡大を求める訴えには、承認の圧力としての他者への暴力性を孕んでしまうこ

とになる。こうした問題意識から、マイノリティに求められるのは、「マジョリティとの差異を解消せ

ず、それを保ったまま同時に強くある在り方」ではないかという問いが浮上した。本稿ではこのよう

なマイノリティの誇り高い在り方を、「プライド」という観点から紐解くことを試みる。 

 人間の生き方に関わるこうしたアクチュアルな問題に取り組む際に、実践性がもとよりそのうちに

含み込まれているアメリカ哲学は多大な示唆を与えてくれる。その中でも本稿では、プラグマティズ

ムの源流たる 19世紀の思想家、ラルフ・W・エマソン（1803-1882）に依拠する。エマソンは述べる。 

 

世論に便乗して生きることは容易である。孤独のときに自身の考えに則って生きることも容易

である。だが偉人とは、群集のさなかにあっても、孤独のときの独立心を、完全に温和な態度

で保持し得る人のことである。（「自己信頼」） 

 

 このようにエマソンは、社会に流されるでもそれを拒否するのでもなく、社会の中を高潔に生き抜

く非追従としての人間の強さを提示する。こうしたエマソン思想においてマイノリティの姿は、マジ

ョリティとの差異を解消するのではなくそれを保ったまま誇り高く生きる姿として描かれうる。本稿

では、ここに垣間見るマイノリティのプライドを、エマソンの「character」概念からさらに模索する。

「character」は、「人格」「特徴」の他に、「品位」とも訳され得る語である。この語感は、社会のた

だ中にあっても静謐な誇りを保ち、同時に個人主義にも陥らないような、エマソンの唱える「強さ」

に合致するものだといえる。ゆえにこの概念を読み解くことで、マイノリティの権利拡大の中で失わ

れつつあるかもしれない彼らのプライドを再考する糸口を提供することが期待できるだろう。 

  



 一般発表（２） 

発表者：西郷南海子（京都大学教育学研究科D1／学振特別研究員 DC1） 

発表タイトル： 「ジョン・デューイの「生き方としての民主主義」の現代的意義」   

要旨： 

 本発表の目的は、ジョン・デューイの後期論文『創造的民主主義―我々の前にある課題（Creative 

Democracy―The Task Before Us ）』(1939)を手がかりに、デューイの提唱する「生き方としての民

主主義(democracy as a way of life)」の現代的意義を明らかにすることである。 

 デューイは『民主主義と教育』（1916）において、社会が民主的であるかどうかの基準として、(1)

共有された共同の関心が多様化していくことと、そのことによって社会が統制されることに信頼をお

くこと(2)社会集団が自由に相互作用することと、そのことによって社会的習慣に変化が起こることの

2 点をあげる 。つまり、民主主義というのは、人々がどのように相互作用しているかを問う広義の政

治生活と、切り離せないものである。 

 この考えが、さらに明確に打ち出されているのが『創造的民主主義』である。デューイは、民主主

義が、人々の経験についての信念（faith）であることを強調する。「民主主義とは、経験のプロセスは、

経験から得られたどのような特定の結果よりも重要だという信念であり、達成された特定の結果は、

継続中の経験のプロセスを豊かにし秩序づけるという限りにおいて根本的な価値をもつ」のである。

ここには、デューイの教育論や美的経験論と同様に、目的と手段の二元論に閉じ込められた人々の経

験に、連続性をいかに回復させるかという問題意識が貫かれている。民主主義は、何よりもまず人々

の経験の質を問うのである。 

 ここで重要なのは、以上のような経験のプロセスは、相互作用を必要不可欠とするということであ

る。同論文で、デューイは「経験とは何を意味するのかと尋ねられたら、私の答えはこうだ。経験と

は個々人とその周囲の状況、特に周囲の人々との自由な相互作用であり、それは物事のありのままに

ついての知識を増やすことで、個々人の欲求と願望を発展させ満たすのである」と述べる。このよう

にデューイが、民主主義を個人の経験の質をよりよくするための「生き方」としてとらえていること

には、個人を政治システムに回収するのではない議論の立て方が示されており、民主主義の新たな可

能性を提示しつづけている。   

  



一般発表（３） 

発表者：神藤佳奈（博慈会高等看護学院・非常勤） 

発表タイトル：「世紀転換期アメリカにおける「模倣」をめぐる議論から「習慣」へ 

                                   ――デューイとボールドウィンの議論に着目して」    

要旨： 

 本発表は、デューイやパースの「習慣」という考えの背景にある議論として、世紀転換期のアメリ

カにおける「模倣」をめぐる議論を手がかりに、G．タルド（Jean‐Gabriel de Tarde, 1843-1904）

らの「模倣」の考えが、つまりフランスの社会学が、アメリカ的に社会心理学として展開される様子

を、特にデューイの経験概念や、「習慣」に着目して考察することを目的としている。 

 世紀転換期のアメリカにおいて、デューイやパースは、習慣という考えを展開した。パースは、宇

宙の進化には規則性があり、それは一般化、すなわち習慣の傾向を持つとし、習慣を自然現象の法則

性にまで拡大していく。デューイの「習慣」という考えも、個人の習慣の再構築の総体を、共同体や

社会、文化、歴史の変化・進化と捉える。このように彼らは、個人の日常生活における経験の再構築

から、宇宙の進化や変化といったように、それを個人の経験から、社会あるいは宇宙までをも貫くも

のとして、「習慣」という考えを展開した。本研究では、そうした彼らの「習慣」の背景には、当時の

「模倣」に関する議論があったと考える。 

 特に当時の模倣をめぐる議論を探る手がかりとして、J. M. Baldwin とDewey の間で起こった議論

に着目する。デューイもボールドウィンも、人間を社会的環境のなかで観察・考察しようとしない当

時の生理学的心理学にみられる実験心理学へ不信を抱いていた。そうしたなかで、彼らは、模倣の総

体を社会だと捉えるフランスの社会学者タルドに影響され、社会学の心理学的傾向に着目し、人間の

自己という感覚が芽生え、発達する過程を哲学的に考察する。 

 本発表では、主にデューイに着目しながら、まず当時の生理学的心理学が感覚と認識を一対一対応

の静的モデルと考えていたのに対して、デューイの経験概念は、円環的な動的なものであったことを

示す。そのうえで、Baldwin と Dewey のあいだで起った、「模倣」に関する議論を取り上げ、デュー

イがどのように、タルドやデュルケームらの当時の社会心理学を捉えていたかを踏まえた上で、デュ

ーイが実験的探求を社会心理学のなかで重要なものとして基礎付けたことを示す。 

 それは、『人間性と行為』でみられるデューイの「習慣」を特徴づける考えとなるものであり、一方

でミードの自我論やワトソン、ソーンダイクといった社会心理学が発展していく基礎的な下地を形成

することになる。また、パースにおいて模倣とは記号論にも連なるものであるが、本研究はそのよう

な模倣に関する当時の議論を、主にデューイとボールドウィンの議論を手がかりに、考察したい。 

  



一般発表（４） 

発表者：松枝拓生（京都大学教育学研究科 D3）  

発表タイトル：「束の間の自己――カヴェルとドゥルーズを貫く線」 

要旨： 

 本発表はアメリカの哲学者カヴェルとフランス現代思想の一翼であるジル・ドゥルーズ両者の思想

を、共通するモチーフを通じて対話させることを目指すものである。 

 現代アメリカの哲学者スタンリー・カヴェルの思想的課題とその達成の焦点は、次の二点に集約さ

れると言える。第一に、認識論ないし知識の問題として従来考察されてきた懐疑主義を、生き方の問

題・人間の条件としての懐疑主義へと転換する試み、そして第二にアメリカ超越主義のエマソンの思

想を、人間の条件としての懐疑主義を体現するものとして明らかにする試みである。 

 以上の思想的枠組みの下、カヴェルはエマソンの「自己信頼」に、自己存在の普遍的根拠の不在と

いう前提から出発しつつ、言うことによってその都度自己の根拠を自らの力で打ち立てていく思想を

見いだす。こうして打ち出されるカヴェルの自己創造(self-creation)の思想は、生成変化(becoming)の

契機、存在の束の間さ(a transience of being)を必然的な要素として纏っており、人間の存在様式につ

いての近代的思考の転換を迫るものである。 

 一方で、内在・肯定思想の系譜の徹底として読まれうるドゥルーズの哲学もまた、普遍の超越的審

級を持たない、生成変化する世界観を提示するものであり、カヴェルとは違った仕方で、人間と世界

の関係性を根本的に組み替える。偶然性、変化を駆動する特異性(singularité)、賭け＝ゲーム(jeu)を強

調するドゥルーズ哲学において主体や自己をめぐる言説は、既成の盤石な自己を出発点とはせず、主

体以前の観念や情動からの主体化をめぐる問いの布置の下で作動しているのである。 

 転換された懐疑主義への視点から自己の存立を直接的に問うカヴェルと、微細な力の運動への眼差

しをもって変化が生み出されるプロセスを問題にするドゥルーズは、すれ違うようにも見える。しか

しこうして両者の思想を思考する個の置かれる位置に着目しつつ描出してみると、共通する主題とし

て、個の生の置かれている不確実性、個の断片的ありよう、個の存在を実現する過程が内包する偶然

性と賭けの契機が浮上する。こうした点をふまえ、本発表では両者の思想の対話的検討を通じて、生

成変化のプロセスの中で自己を賭してゆく個のありようを明らかにすることを目指す。また、上記の

対話的考察を通して示差的に明らかになるであろうドゥルーズ的個の独自性についても検討したい。 

  



一般発表（５） 

発表者：白川晋太郎（京都大学博士課程／学振特別研究員 DC2） 

発表タイトル：「観察報告の正しさ――所与の神話と概念主義を避ける」   

要旨： 

本発表では、ウィルフリッド・セラーズの「所与の神話」批判を受け入れた上で、いかにして

経験的内容をもった言語実践や信念体系の正当化は可能であるかを考えたい。具体的には、アメ

リカのプラグマティストであるロバート・ブランダムの観察報告に関する理論を、ウィトゲンシ

ュタインのアイデアによってさらにプラグマティックなものに改変することにより、ジョン・マ

クダウェルのような概念主義を取らなくても、正当化は可能であると主張する。 

センスデータのような非概念的なものでは、概念的な経験的信念を正当化することはできない

というセラーズの「所与の神話」批判を踏まえ、ブランダムは、正当化の連鎖を概念的な観察報

告で止め、知覚経験まで遡らない。だが、知覚経験に訴えないのならば、観察報告の正しさはい

かにして確保されるのだろうか。もし、観察報告に対しては世界からの因果的制約しかないのな

らば、因果的なものが正当化の出発点にあるという自然主義的誤謬に陥ってしまう。そこでブラ

ンダムは、社会的な議論実践における他者の評価に訴えることで、その正しさを説明しようとす

る。 

こうした外在主義的で社会的な説明に対しては、他者の評価もそれ自体観察によって行われる

のであるから、その正しさはいかにして確保されているのかとすぐに疑問が出てくる。もしここ

でさらなる他者の評価に訴えるならば、正しさの評価に関する無限後退が生じてしまうだろう。

マクダウェルはこうした懸念から、経験的信念の正当化は、他者に頼るのではなく、主体みずか

らが行えるものでなければならないと考え、概念的な知覚経験を要請する。 

発表者は、ウィトゲンシュタインの「蝶番」のアイデアを用いれば、他者の評価の無限後退は

生じず、概念主義を取らなくとも問題なく観察報告の正しさは確保されると主張する。だがこれ

が意味するのは、ブランダムのように、他者との関係を相互承認によって成り立つ対等なものと

捉えることには反対するということである。ブランダムの強調する相互性と対等性こそが無限後

退の原因である。無限後退を避けるためには、正しさに関する個々人の評価は、共同体で共有さ

れた一定の規則を基準にしてなされている必要があり、そうした規則が共同体で共有されるため

には、一方的な承認による非対等な他者関係が必要不可欠であると論じる。 

  



一般発表（６） 

発表者：佐古仁志（立教大学・日本学術振興会特別研究員 PD） 

発表タイトル：「パースにおける「アブダクション」の分析とその拡張」 

要旨： 

本発表の目的は、C・S・パースが、演繹や帰納と並び、推論の形式として提案している「ア

ブダクション」について分析を行い、新たな方向へと拡張を試みることにある。 

パースは時期や文脈によっては、「アブダクション（abduction）」と「仮説形成（hypothesis）」、

さらには「リトロダクション（retroduction）」とが同義語であると述べており、パース研究

者の多くも同一のものとして扱っている。その一方で、「アブダクション」と「リトロダク

ション」は、ほとんどの場合異なる時期に用いられており、それぞれの言葉が持つ射程につ

いてあらためて分析する必要がある。 

そのうえで、「アブダクション」には、①直観的にみえる仮説の形成作用を考察すること、

②それらの仮説の選択、③その論理の検証、という三つの課題がある（伊藤 1985）。 

ただし、②仮説の選択の基準は、コンピュータ科学で様々な研究がなされているし（Magnani 

2009 など）、③のアブダクションの論理の検証は、本発表の目的からはずれるため、①の仮

説形成の作用に注目して考察を行なう。 

その際、ヌビオラ（Nubiola 2005）が注目するパースにおける「驚き」や、ハリスら（Harris 

et al. 1980）が指摘するネルソン・グッドマンの「投射」との関係に注目することで、「アブ

ダクション」が持つ新たな側面の提示を試みる。 

  



一般発表（７） 

発表者：森田一尚（京都大学大学院教育学研究科 M2） 

発表タイトル：「フロム思想の実践哲学としての意義―「在る様式」という概念に注目して―」   

要旨： 

 本発表の目的は 20 世紀半ば、亡命者としてアメリカ社会に参入し、独自の思想を展開したエー

リッヒ・フロムを対象とし、その思想の独自性を「在る様式」（Fromm 1976）という概念を手が

かりに描出することである。 

 フロムは世界中で多くの読者を得た思想家の一人である。1900 年にドイツで生まれたフロムは、

1933 年に亡命者としてアメリカに移住した。彼の思想はフロイトやマルクスの思想を土台としな

がらも、「1940 年代と 1950 年代のアメリカ文化に重要な影響を与えた」（コーザー 1988、p.76）。

それは単に西洋思想の移植ではなく、「アメリカにおける独自の思想的展開」（日高・加藤 1966、

p.5）であった。しかしながら、その知名度とは裏腹に「亡命知識人」（コーザー 1988）としての

フロムがアメリカ社会で形成した思想について、とりわけその教育的意義を論じる研究は決して

多いとは言えない。その理由は様々考えられるが、一つあげるとすれば、フロムが『自由からの

逃走』（1941 年）以降、「徳を説く道学者」（安田 1980、p.5）と捉えられてしまったことにある

だろう。ところが、ケア論の代表的論者の一人であるミルトン・メイヤロフが『ケアの本質』の

なかで、デューイやマルセル、ブーバーとならんで「影響を受け」た思想家としてフロムの名前

を挙げていることからもわかるように、フロムの思想の影響はアメリカ哲学を含む実践哲学を中

心に多方面にわたっていると考えられる（メイヤロフ 1987、p.213）。 

 関根宏朗は、論文「エーリッヒ・フロム『自己実現』論の再構成――『持つこと』と『在るこ

と』の連関に注目して――」（2009 年）において、「『持たれた』知識はいったいどのようにして

『在る』知識へと変貌するのか」という問いを提起し、マルクスの「私有財産の止揚」の概念と

重ね合わせる形で「二分法における『持つこと』と『在ること』の調停は『持つこと』それ自体

の止揚として捉えられる」ことを明らかにした（関根 2009）。この議論は「在ること」の対概念

である「持つこと」に注目したものであり、「在る様式」を考えていく上でも重要な示唆を与えて

くれる。関根はこれまで静的に理解されてきた「持つこと」と「在ること」という概念の間に動

的な連関を見出した点で、フロム研究に新たな論点を投げかけたことになる。 

 しかし、フロムは「在ることの意味」を「見えてくること」と対比させることでも明らかにし

ようとした（Fromm 1976, p.79）。したがって、「在る様式」について考察を深めていくためには、

対概念との対比によるだけではなく、今一度「在る様式」という概念を構成する諸概念を整理す

る必要がある。とりわけ、「在る様式」においては、人間の「外面的な能動性」ではなく「内面的

な能動性」をフロムは強調していた（ibid., p.72）。よって、本発表ではフロムにおける「内面的

な能動性」の意味を解き明かすことで、「在る様式」の概念がはらむ教育的意義を提示する。そし

てそれを通じてフロムの思想が広義の「アメリカ実践哲学」としてもつ意義を示唆する。 

  



一般発表（８） 

発表者：大厩諒（中央大学大学院博士後期）  

発表タイトル：「ジェイムズ哲学における合理性」 

要旨： 

 W・ジェイムズは、哲学とは世界に対して個人が抱くヴィジョンであると述べる。それぞれのヴィ

ジョンは個人の気質によって異なり、一元論や多元論、合理論や経験論といったさまざまな立場がこ

の気質に基づいて生じる。では、こうしたもろもろの哲学的立場同士の優劣はどのように決められる

のだろうか。ただ各人の気質に従い、いわば「好きなもの」を選べばいいのだろうか。 

 本発表では、この問いに対する答えをジェイムズの議論に基づいて考察し、ある哲学的立場が選ば

れるとはいかなることか、というより一般的な問題に対して一定の解答を与えることを試みる。 

はじめに、合理性を主題的に扱ったジェイムズの論文「合理性の感情」を検討し、ジェイムズが合理

性を拡張し、単に知的合理性を意味するだけでなく、われわれがある事物や事態に対して抱くある種

の感情（くつろぎ・安らぎ・落ちつきを得た気持ち）をも含んだものとして捉えていたことを明らか

にする。 

 続いて、この拡張された合理性を、最晩年の著作である『多元的宇宙』第一講における哲学的立場

の分類と選択に関する議論に接続する。『多元的宇宙』では、もろもろの哲学的立場が、〈親密さ〉と

いうジェイムズ独自の合理性の基準によって分類され、優劣を判定されている。以上の議論によって、

ジェイムズ哲学における合理性の概要が明らかになる。 

 ところで、ジェイムズの議論に従えば、どのような立場に親密さ（＝合理性の感情）を覚えるかは

最終的には個人に相対的なものとなるだろう。では、自分が親密だと思うものであれば、どんな立場

でも好きに選んでかまわないのだろうか。もちろん、ジェイムズはそのような皮相な相対主義を擁護

しているのではない。このことを示すために、論文「信じることへの意志」を中心に、ジェイムズの

「信念」論を検討する。ジェイムズは、あくまで知的探究を尽くしたうえで、それでも決着がつかな

いとき、ある選択肢を採ることの正当性を論じているのだ。 

 こうして選択された立場に基づき、われわれは未完結で不確実な世界のなかでみずからの信念の検

証を行う。行動に対する世界からの反発・帰結を、拡張された合理性によって判定し、再び新たな行

動へと移る。その際、個人の気質やヴィジョンは、この世界の捉え方に大きな影響を与えるだけなく、

世界そのもののあり方を変えることにも大きな役割を果たす。 

 それゆえ、冒頭の問い（哲学的立場の優劣の基準）に対しては、われわれはその時点における自分

の合理性の感情に従って優劣を判断する、と答えられる。ただし、この判断には知的な合理性も含ま

れており、単なる恣意的な選択にはならない。しかも、その立場は世界とつねに係争中であり、修正

と検証を重ねていくのである。 

  



一般発表（９） 

発表者：入江哲朗（東京大学大学院・学振特別研究員DC1） 

発表タイトル：「フランク・ノリスとジョン・デューイ 

             ――世紀転換期米国における自然主義の諸相」                  

要旨： 

 プラグマティズムの名のもとにアメリカ哲学という独自の領域がはじめて開かれたのは、南北戦争

後から 20世紀初頭にかけての米国においてであった。ところが不思議なことに、この新しい哲学運動

の担い手たちは必ずしも「プラグマティズム」という御旗を好まず、たとえばジョン・デューイは自

らの立場をしばしば「自然主義」と称した。このことは、ずばり『プラグマティズム』と題された 1907

年のマニフェスト的な著作においてウィリアム・ジェイムズが自然主義の超克を試みていたことを思

い起こすとき、奇妙さがより際立つようにも思われる。デューイと自然主義との関係は、あるいは世

紀転換期のアメリカ哲学と自然主義との関係は、いったいどのようなものだったのか。 

 前者の問いについては、加賀裕郎などの優れた先行研究が存在しており、本発表はそれらに依拠し

ながら、後者の問いに答えることを目標としている。特に本発表が注意を促すのは、世紀転換期の米

国においては文学の領域でも自然主義が隆盛していたという事実である。アメリカ文学における自然

主義は、ハムリン・ガーランドの『本街道』（1891）とスティーヴン・クレインの『街の女マギー』（1893）

によって始まり、セオドア・ドライサーの『アメリカの悲劇』（1925）によって頂点に達したと言われ

る。チャールズ・ダーウィンの進化論の影響下で展開されたこの文学運動の特徴は、キャラクターた

ちを遺伝と環境という外的要因によって決定された存在として捉え、彼らが悲劇的な結末へと導かれ

てゆくさまを書き手の感情を交えずに描写することにある。そこにおいて注目すべきは、かつてラル

フ・ウォルド・エマソンによって豊かなイメージを与えられた自然が、いまや人間の自由意志を否定

する無慈悲なものとして捉え直されている点である。本発表ではその消息を主に、アメリカ自然主義

文学の代表者であり同時にその理論家でもあったフランク・ノリスが著した小説および批評を読み解

きながら明らかにする。 

 世紀転換期米国の哲学と文学をひとつの視野に収めて論じた仕事は決して多くは存在しない。アメ

リカ自然主義文学をジェイムズやジョサイア・ロイスの思想と照らし合わせながら斬新なかたちで再

解釈したウォルター・ベン・マイケルズの『金本位制と自然主義の論理』（1987）はその貴重な例外の

ひとつであるが、そこにはプラグマティズムへの言及はなくデューイの名前も登場しない。本発表は、

マイケルズの成果を踏まえつつ、ノリスとデューイというふたりの人物にとっての自然主義をそれぞ

れ検討し比較することによって、世紀転換期米国の哲学を理解するうえでの新たな視座を提示するこ

とを試みる。 

 


