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第 2ユニット報告（1）
方法論研究、ポスト福島の哲学

村上　勝三

　第 2 ユニットは三つの課題をもっている。すなわち、方法論研究、ポスト福島の哲学、「法」概念の研究である。

この順序で報告する。これら三つの課題の内、最初の二つを以下の順序で報告する。「法」概念については「第 2

ユニット報告（2）」に述べられている。

Ⅰ．方法論研究

１．実際の試行形態に即した成果と問題点

　①哲学を中心とする個別専攻領域における方法論についての研究（研究会）

　　=> 学問的知識の裾野の作り方

　②哲学的な基本概念とその基礎的立場についての国際的共有（WEB 国際会議、シンポジウム）

　　=> 思索と概念の国際水準を経験すること

　③人文系学問内での別個な専攻領域間の技法共有化の方法

　　=>「クロスセッション」による学域の拡大

２．WEB を用いた国際間の研究と教育の技法

　　=> 研究・教育における WEB の実践的使用

３．学問方法論そのものとしての課題「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」について

　　=> 知のネットワーク構築と普遍方法論と体系化の方法

Ⅱ．ポスト福島の哲学、あるいは来たるべきフクシマの哲学、むしろ来たるべき世界の哲学

１．センター第 2 ユニットとして取り組むことになった理由

２．人間性の腐敗と哲学研究者のなすべきこと

Ⅰ．方法論研究

１．実際の形態に即した成果と問題点
　第一に、実際の試行形態に即した成果と問題を三点について報告する。

　①一般的に言って、これまでなされてきた一番多くの方法論研究は個別学問領域内部での研究であった。この場

合には、問題を提起し報告する研究者とともに同じ専攻の研究者が当該の問題を深めることが成果になる。それと

ともに、この方法は、他専攻の研究者が自分の研究を一般化の方向に深めるという役割も果たす。哲学の場合につ

いて、もう少し、具体的に言えば、たとえば、ヘーゲル哲学における方法に着目した研究をスピノザの研究者が聞

き、議論に加わりながら、スピノザ哲学における方法についての探究をヘーゲル哲学との応答関係の下におくこと

により、言説と探究を更に一般的にするという場合である。この積み重ねが複数の個別哲学についてなされて、哲

学史的研究の方法についてのモデルとなり、それがさらに哲学の方法として一般化して行くことになる。これが哲

学研究の裾野を作る作業に相当する。

　②次に、WEB 国際会議において、哲学的に基本的な考え方、たとえば、「直観」と「反省」、「経験論」と「合

理論」などについて英、独、仏の哲学者たちと、面と面を合わせて討論することによって、ドイツ語、フランス

語、英語のリズムを越えて伝わってくる生の思索に自分たちを晒すことができた。テクストを通して外国語を解読
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するのとは異なり、WEB 国際会議においては五感すべてと知性を用いて自分たちの言説を相手に晒すことになる。

応答すること自体が、私たちに新しい経験を付け加える。外国から研究者を招聘して講演なり、討論なりをする場

合とどのように異なるのか、と反論されるかもしれない。しかし、招聘の場合には、相手方は日本という風土に、

意識的か無意識的かは別にして、順応しながら対応する。こちら側もお客さんとして待遇するようになる。しか

し、WEB を介した場合には、日本という風土を意識するのではなく、相手一人一人を意識して討論を行う。招待

する側も同じである。言い換えれば、外国のそれぞれの研究者が、こちら側と同じく一人一人の個人として応じ合

うことになる。そこで出会った事柄を自分のものにしながら、それぞれが研究を進めて行くことは、将来の国際的

関係の絆を深めるとともに、あちら側でも、固有名詞をもった日本の哲学研究者との遣り取りが生じる。このこと

を纏めて表現するならば、研究者が相互に、自らの思考自身を国際化という事態に晒し、哲学的基礎概念の国際水

準を経験するということである。たとえば、日本語の「反省」、「直観」という言葉を使って表現したいことと、今

は英語表現だけに留めるが、reflection, intuition で表現される事態がどれほど重なり、どれほど異なるのかという

ことのようにである。これを言葉で表現すると膨大な研究、文章量になり、どうしても、五感と知性をもって受け

取るということにはならない。

　③最後の問題は「クロスセッション」と「インターディシプリナリー」あるいは「学際的」と呼ばれることとの

差異に関わる。学際的研究には、たとえば、統計学と政治学と経済学と都市工学のそれぞれを研究する人達が集

まって、効率の良い街作りを考えるなどということが含まれるであろう。一つの結果を創り出すために、さまざま

な領域の人が共同で研究しながら計画を進めるということになる。私たちが目指しているのはその反対のことであ

る。すなわち、それぞれの分野の研究が相互に関連づけられることを通して、いっそう大きな学問としての括りが

見つかるという方向である。私たちが試行しているのは、中国文学と古代インド学と近世西洋哲学の三人の研究者

がその方法について討論するということである。人文学のなかでも、文学と哲学は学問として近い関係にあると思

われている。しかし、そうでありそうで、ありそうでもない。これまでの共同作業のなかで、お互いの近さと遠さ

が明らかになった。

　三者ともに原テキストがあり、それが研究素材になるという点では同じである。基本的に書かれた文字列を対象

にするのであるから、言語を分析するという点では同様な仕方になる。原テキストのおかれている時代前後の主要

なテキストを参照し、さまざまな辞典、辞書、文法書を駆使し、機械可読なテキストになっているデータを解析し

て、語用論的探索をする等などということは、人文学ならば共通にもっている技法である。この点では近い関係に

なるが、何かを共有しようという段階に至ると、三者の隔たりが際立ってくる。

　一つには研究者として習熟するための技法は同じであっても、対象が異なるために明確な違いが生じる。たとえ

ば、古代インド語を主たる資料としたインド古典学と中国の古典文学と西洋 17 世紀哲学と言われても、対象が

違っていて、相互の関係づけが私たちの伝統のなかで与えられていない場合には、それら三つの分野を全体とする

地図が描けないということが生じる。お互いに何をしているのか、薄暗がりのなかにいるような気分になる。研究

交流によって、この薄暗がりが少し晴れてくるにしても、交流したことのない他の分野との間には残り続ける。

　このことは人文学の諸分野における基礎研究の成果が、私たちの伝統のなかで或る程度共有されていなければ、

言い換えると、全体を見通すことのできる地図を手に持っていなければ、研究交流、ないし、刺激の遣り取りもで

きなくなるということを示している。同じことを肯定的に言えば、大きな地図と「人文学のジェネラリスト」が必

要であるということになる。「人文学のジェネラリスト」というのは、個別分野での質の高い研究について通覧し

理解して、レビューを書くことができる知見をもつ人で、その個々の成果をいっそう広い分野間の違いへと表現で

きる人である。現状では学問研究が細分化されてしまったので、学会レベルでジェネラリストを養成して、それを

足場にしてさらに広い分野でのジェネラリストを養成することが求められるであろう。しかし、これの実現のため

には、個別分野での個別研究の質の高さに裏付けられていなければならないとともに、社会環境として人文学が尊

重されるようにならなければならないであろう。各段階のジェネラリストを養成するということを制度化するの

は、むしろ効果を減殺するであろう。人文学のジェネラリストは個別研究の上に立ってこそ育成されるからであ

る。このことは三分野のクロスセッションによってだけではなく、WEB 国際会議においても、個別の研究会にお

いても看て取れることである。たとえば、WEB 国際会議の場合、哲学のジェネラリストである通訳がいるわけで
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はないので、意見の遣り取りが、本人同士はたとえばドイツ語ならばドイツ語で、フランス語ならばフランス語で

理解できているとしても、通訳を介して第三者にも届くようにと考えると、上手く行かなくなる場合が見られた。

この点では、通訳ができるようなジェネラリストの存在が大きな役割を果たす。クロスセッションは、さまざまな

局面、水準での翻訳可能性の問題を際立たせた。人文学内部で今後ともこのようなクロスセッションが実行される

べきである。「大きな地図」については、諸学問が相互に関連づけられるための方法としての普遍方法論と体系化

の方法の構築が求められる。それとともにこのための環境作りも必要になる。

２．WEBを用いた国際間の研究と教育の技法
　次に、WEB 国際会議と WEB を用いた講義の開発について報告する。この点で技術的に難しいのは 3 国間に

なった場合と、相手側の機器とこちら側の機器の相性の問題があったと思われる。そういう点で、第一に、大学間

でこの技術を共有する必要がある。国際哲学研究センターは独自に相手方に依頼し、相手方に技術者の推薦を依頼

して、その技術者と連絡をとるということをしてきた。これを大学間の通常の交流のなかに含めるような考え方が

必要である。たとえば、東洋大学の国際センターにストラスブール大学と WEB 会議をしたいと申し出れば、技術

的なことを相手側とこちら側に用意する、というようにである。東洋大学はネットワークを使って会議をするアプ

リケーションをもつ企業と年間契約を結んでいるので、費用はほとんどかからないはずである。一度、相手大学側

の技術者と連絡がつき、WEB 会議が成立すれば、次回からはきわめて円滑な流れを作ることができる。これが技

術の面で明確になったことである。

　もう一つは、教育への利用という問題である。先に研究者にとっての重要性を述べたが、WEB を用いた講義の

場合には、双方向の授業が国際間で成立することの意義は極めて高いと考える。私たちは、試行的に東洋大学から

ストラスブール大学日本学学科への講義を実現した（2012 年 11 月 14 日、WEB 国際講演会：吉田公平「日本近代

における漢学と西学─中江兆民を中心に─」）。外国人学生との双方向的な授業は大学の国際化を考える上で、重要

なことである。こちら側にも学生が参加し、あちら側にも学生が参加し、とりわけて日本特有な文化についての講

義がなされるならば、講義を受ける者、一緒に聞く者にとってだけではなく、講義をする研究者にも大きな刺激が

得られるであろう。第 2 ユニットでは、明治期の思想についての講義を実施した。しかし、日本の文学、文芸、歴

史、美術などの講義をすれば、いっそう刺激的で、相互に受け取る稔りも多くなるであろう。この点もセンターが

大学教育の将来に受け渡す財産の一つである。

３．学問方法論そのものとしての課題「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」について
　第三に報告するのはもっとも大きな課題に関してである。つまり、「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研

究」という課題である。このような大きな課題に答が見つかるわけがないと考えられるのが通常であろう。或る意

味ではその通りである。「これこそ世界哲学の方法論である」などというものが、一人のアリストテレスを生産で

もしない限り、5 年間で提供できるわけがない。しかし、別の意味では可能である。というのも、どのような学問

にとっても基礎になる方法を私たちは既に手にしているからである。その意味では、私たちにもこの大きな課題に

応えることができる。私たちは知識を伝えるために論理法則を使う。さまざまな国語に文法があるように、思考が

伝達可能であるならば、その思考は基礎的な論理法則にのっとっていなければならない。たとえば、「あるものは

あるのであってないのではない」などという（若干不正確であるが）矛盾律のような法則、あるいは、主語と述語

の関係などは、知識を学び、伝えるためには基礎になければならない。そのように考えてみるならば、論理学、数

学、言語学はすべての学問的探究に基礎を与える役割を果たす。これが私たちが主題の一つにした「普遍方法論」

である。それは、どのような学問でもそれを踏まえることなしには知識を生成できない諸学問を貫通する方法であ

る。教育カリキュラムにおいても、このことを重視する必要がある。

　もう一つ、伝統的な学問間の関係を考える上での方法に体系化という方法、言い換えれば、さまざまな学問相互

の基礎づけ関係を示すということがある。しかし、現在「普遍方法論」も「体系化の方法」も上手く働いていると

は言えない。それどころか、両方とも、無視されたり、時代遅れだと看做されているのではないだろうか。現状で

は、物理学と言語学が数学的操作を共有し、言語的な基盤なしには物理学も成立しない、とは考えられていないで
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あろう。しかし、次の「ポスト福島」の項で述べるように、現状は「科学」という言辞が「まやかし」のように使

われる場合がある。先にクロスセッションの方法のところで指摘したように、私たちは諸学問間の関係の地図を

もっていないので、とりわけても遺伝子工学、放射線物理学、脳神経科学のような、観察可能性を証拠にできない

ような学問領域において、よくわからない操作に基づいて「われこそは科学」だというように主張されることもあ

る。（K. ポッパーが確立した）「反証可能性」など、とんでもないことで権威主義的に「我こそは科学者」と言い

張る人も出てくる。そういう点からも、私たちは諸学問間の関連を取り戻さなければならない。「普遍方法論」も

「体系化の方法」も見向きもされない現代において、少しずつこれを取り戻すような研究を重ねて行く必要がある。

こうして、私たちがなすべきことが見えてくる。諸専攻領域の間で、クロスセッションという方法によって、

ニューロン（神経細胞）のように枝を伸ばし、学域を広げて行くだけではなく、普遍方法論と体系化という二つの

視点を切り拓くことでである。「東西哲学・宗教を貫く世界哲学の方法論研究」における、私たちの成果として言

えることは、平凡ではあるが「普遍方法論」も「体系化の方法」も投げ出してはならないということ、そしてクロ

スセッションの方法をさまざまな分野で遂行することである。これは長く、大きく、世界的な、歴史的な課題であ

るが、ここまでの視界が共有されるならば自ずと先に進むであろう。

Ⅱ．ポスト福島の哲学、あるいは来たるべきフクシマの哲学、むしろ来たるべき世界の哲学

　次に「ポスト福島の哲学」という企画について報告する。ポスト福島の哲学という課題の下に、2011 年 12 月の

WEB 国際講演会を皮切りに、今年度の、これから実施されるものも含めて、4 年間で映画上映・講演会が 3 回、

実際に被災者への支援をしている人達によるシンポジウムが 3 回、哲学系の研究者による発表が 6 回になる。

１．センター第 2ユニットとして取り組むことになった理由
　そもそもこの企画は 2010 年度に提出された私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の応募書類にはない企画だっ

た。しかし、2011 年 3 月に東京電力福島第一原子力発電所が引き起こした過酷事故に日本中どころではなく世界

中が対応しなければならなくなった。このセンターが設立されたときには、放射性物質の拡散に伴う環境の変化に

対処することが、あらゆる分野で、哲学の分野でも避けられない課題事項になっていた。過酷事故の結果、人間の

五感には捉えられない放射性物質の危険を目の当たりにする新しい世界に私たちは直面しなければなくなった。こ

のことは哲学的に考えても、もう一度自分達の哲学史を見直さなければならないほどの大きな出来事である。それ

はこの惨事の大きさ、その影響が地球規模に及ぶということ、人間にとって住むことができない土地が人工的に産

出されてしまったということ、こうしたことのためだけではない。私たちが哲学史的に受け入れてしまっている思

考の傾向性を見直さなければならなくなったからである。私たちは五感を通して物質世界と出会い、物質世界に対

する態度を選択する。ところが原発事故以来、そうは行かなくなった。目にも見えず、香りもせず、味もせず、聞

こえもせず、触れることもできない何かのために、これまで慣れ親しんできた土地、環境を離れなければならなく

なったのである。言い換えれば、目の前に物質があって、そこから五感を通して身体に情報が伝えられ、それを受

け取ることによって物質世界についての状態を知る、このような認知の捉え方では対処できない世界に生活するこ

とになった。もう少し深めて言い直せば「ある」ということを前提に「知る」ということを考えることが誤りであ

るという事態が生じた。こうして課題も「ポスト福島の哲学」というよりも、「来たるべきフクシマの哲学」、それ

よりも、むしろ「来たるべき世界の哲学」へと改変すべきであるという事態に至っている。

　この望みもしない、頼みもしない、好ましくもない、害ばかりをもたらす新しい環境を前に哲学研究者は何がで

きるのか。日本の状況を海外から、異なる文化から見たときに、どのような見解を得ることができるのか。これら

を含めて計画が立てられた。ドイツの研究者とフランスの研究者、合計 4 名にこの点での教えを求めた。詳細は記

録が掲載されている年報『国際哲学研究』に譲ることにして、そのうちの 3 名の考えを合わせると以下のように纏

まる。J.-L. ナンシーのように個を尊重しながら、B. ヴァルデンフェルスのように何を為すべきかということを、

何が本当かということから切り離さずに（以上、『国際哲学研究』1 号）、É. タッサンのように共有可能な世界を展

望する（『国際哲学研究』別冊 1）ということである。この考え方は原子力の使用を差し止める方向で考えていっ
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た未来の世界を展望するものと言える。それに対して、もう一人の J.-P. デュプイ（←デュピュイ）は、カタスト

ロフを来たるべき未来に現実的に想定して、それを避けるという考えを提出した（『国際哲学研究』別冊 1）。この

考えは、要するに、現状の原子力の利用を認めながら、惨事を起こさないようにするという点で、国際的な、そし

て、国内の原子力推進勢力に有利な言説になる。放射性物質の拡散を受け入れてそのなかで自己管理をしながら生

活するという考え方、除染をし、食糧を管理し、子供にガラスバッチを付けさせながら自分で自分を管理するとい

う 方 向 で あ る。 こ れ は 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会（ICRP = The International Commission on Radiological 

Protection）、国際原子力機関（IAEA=International Atomic Energy Agency）、原子放射線の影響に関する国連科

学委員会（UNSCEAR= United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation）などの見解と

通じている。世界保健機関（WHO）と IAEA との間で、WHA12-40 という協定を 1959 年に締結して以来、WHO

も放射線防護に関しては無力になったと考えられる（1）。福島県と IAEA も同様な協定を 2012 年に締結した（2）。

　このように考えた場合の成果の一つを簡潔に纏めれば、原子力村は国内的にも国際的にも、巨大な経済的ネット

ワークを共有し、報道機関もこの影響下にある、ということになる。しかし、その一方で、国内的にも国際的に

も、反核、反原発の民間における活動は同じように続けられているということも明らかである。そして、巨大な過

酷事故が、日本で発生し、国土の面積に比べれば世界中で最も密度の高い原発をもっている火山国である日本が、

最も頻度の高い危険を抱え込んでおり、最も切実に脱原発化を進めなければならない。この点で、国際的な情報交

換においても、日本が中心的役割を果たさなければならないということがはっきりした。その日本で、原発廃棄の

方向で考える先ほどの三人の哲学者が述べていた三つの点を、どのような哲学的立場に立って築いて行くのか、そ

れが私たちに問われている次の課題である。この課題に応えて行く準備として、6 人の日本の哲学研究者にこの問

題について考え、報告をうけた。その結果は、来年度に刊行される『ポスト福島の哲学』（仮題）、あるいは『来た

るべきフクシマの哲学』あるいはむしろ『来たるべき世界の哲学』として公刊される。そこに四年間の研究の成果

が盛り込まれることになる。

２．人間性の腐敗と哲学研究者のなすべきこと
　しかし、既に現状において明らかになっていることがある。先ほどの三点ももちろんであるが、私たちの前に決

定的な仕方で腐敗として現れている現象にどのように対処できるのか、ということがより深刻でより根底的な課題

になる。簡潔に言えば、事実の隠蔽、嘘の横行、誠実さの欠如である。こう言いつのるだけでは解決にならない。

現代哲学の主流は価値についても真理についても相対主義という立場に立っており、現状はこの相対主義の現れと

みられるからである。このことに直面するならば、足場にしなければならない哲学の方向性も見えてくる。即ち、

「在ること」と「善いこと」と「本当のこと」が一つになる根拠をもちながら、個と共同体と社会的関係が成り立

つ場の探究である。「そんなの普通のことじゃん」と指摘されるかもしれない。しかし、私たちの人間性の腐敗は

その「普通」が「異常」である状況にまで至ってしまっている。たとえば、街行く人に「職場のあなたの隣の席

に、本当のことは正しい、と主張する人がいると困りませんか？」と尋ねて欲しい。一体どのような答が返ってく

るのか。肯定的な答が想定されざるをえない時代に私たちは生きてしまっている。

　以上が「ポスト福島の哲学」という企画のこれまでとこれからである。国際化という点で付け加えるならば、繰

り返しになるが、原発問題、核使用の問題については、国内と国外において文化や風土の相異に応じて異なる見解

があるのではなく、人々の経済的視点のおき方に差異があるということも明確になる。また、私たちの研究を通し

て、私たちが直面している事態の深刻さが顕わになるとともに、私たち哲学研究者は、個人的に、一市民としてボ

ランティアなどの実践活動に携わること、それはそれとして大事であるにせよ、自らの社会的な役割である哲学研

究者として、先に述べた人間性の腐敗という状況を根底的に見据え、それを解決するための哲学的立場の構築に向

けて努力しなければならない。このことも判明になった。哲学研究者は己の仕事として、この腐敗の現状から抜け

出すことのできる立場を探さなければならない。このことが大きな困難をもっていることも明らかであろう。しか

し、悲惨さに涙している暇はない。さらに次のことも、最後に急いで付け加えなければならない。それはこのよう

な活動が、あるいは有形無形の、あるいは有象無象の大きな抵抗を受けることになるであろうということである。

困難は言論空間の自由度の確保という点にもある。悪しき共有文化として核使用の問題を捉え、私たちは三度にわ
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たる被曝当事国に住むものとして、人間性の腐敗を直視し、それを乗り越えることのできる立場を海外に発信して

いかなければならないと考える。

註

１ cf. http://independentwho.org/jp/who と iaea との協定 /
２ cf. http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035d/fukushima-iaea-memorundam.html
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