
芹沢幸雄

〈在野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？

はじめに

この企画を考えた当初、芹沢のなかに、「ある種の過剰なもの」と、それを生み出す「いわく言い難い不安感」

があったことを告白しないわけにはいかない。不安感とは、研究者や教育関係者でなく、哲学の専門教育を受

けているわけでもない人間が哲学対話の場を運営していることの途方もない心もとなさであり、過剰さとは、

不安を自覚しているが為に強引に、また拙速に、なにかしらの自己証明をしようとする姿勢だといえる。救い

であったのは、このように強引な自己証明が、砂の上に無理やり城を建ててなにかをしたような錯覚に陥る手

前で食い止められたことだ。それができたのは、今回ご協力いただいたゲストパネリストの方々の鋭い指摘や

具体的な批判があったからに他ならない。

あらためて当初を振り返ると、自身が抱えていた「過剰さ」や「不安感」は、ゲストパネリストとの話し合い

のなかでケアされていったのだと実感できる。本企画の根底にあったのはあくまで個人的な心の問題であった

と、ひとまずこうまとめることも可能だろう。

本企画には、哲学プラクティスの実践に携わるある人間が嵌まり込んだ暗夜行路から、ゲストパネリストの支

援を得て抜け出すまで、という性格がある。実体験に基づくこの部分が、しかし「個人的な体験」という枠を

超えてどのように〈在野の市民カフェ〉一般にとっても意味のある話題となるのか。―この接点について再

検証するのが本稿の主意である。誤解を恐れず言えば、芹沢が抱えた「ある種の過剰なもの」と「いわく言い

難い不安感」は、哲学カフェを実践する在野の人たちにはいつでも感染する可能性があるものなのかもしれな

い。そのような隘路に陥らないために―つまり〈健全〉であるために―どのような視点を設けることがで

きるかという点を、本稿のベースに据えた。
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〈在野の市民カフェ〉

１：哲学カフェについて考える際の三つの構成要素

　昨年の哲学プラクティス連絡会を見て自然とわきあがった

のが、この集いの中にさろんの活動が加わる意義はどのあた

りにあったのだろうか、という疑問だった。また連絡会の影

響もあってか、終了後にはSNS上で哲学プラクティスの実践

についての自己言及的なコメント*1）をたびたび目にすること

になり、こうした所感に触れることで、「では〈在野の市民

カフェ〉とは？」という関心はさらに強くなった。

　〈在野の市民カフェ〉という視点から、こうした活動が投

げかける問題の射程について、ゲストパネリストの知見も交

えて広く検討したい。哲学プラクティスの実践が固有の場を

持ち、より公共に開かれた持続的な活動として自律するために、

そして〈在野の市民カフェ〉が健全に機能するためになにが重

要かを掘り下げる。

　考察にあたり、哲学カフェに期待される要素を大きく三つに

分類し、それぞれを〈安全性（セーフティ）〉、〈有用性（役

立つ）〉、〈健全性〉とする（図１）。〈安全性〉はいずれの哲

学対話の場においても最優先されているだろう要素であり、参

加者の人格を傷つけない、どんな話題に触れてもいい、という

ような点を指す。これに加えて廣井氏からは、カフェフィロで

は対話から置いてきぼりにしないという意味でも使用する、と

いう指摘を得た。

２：〈有用性〉と〈健全性〉の関係について

　残る〈有用性〉と〈健全性〉についてだが、両要素の関係性につ

いて次の図から考えてみたい（図２）。両要素の土台となるのが

前項で触れた〈安全性〉であり、図の中でも最下部に大きく広が

る様として示すことができる。そして、主たる担い手が生活人で

あり非専門家である〈在野の市民カフェ〉の実践と、職業人が担

い手であり個別具体的な専門領域を背景にもつ専門家たちの実践

とは、〈有用性〉と〈健全性〉の優先度の差異となって現れる。

　踏み込んだ言い方をすれば〈有用性〉とは、目的合理性に親

和するものと仮定できるのではないか。目的合理性とは《非合

理的な衝動に従わず、一定の目的を達成するために効率よく組

織された手段によって行動すること》（大辞林 第三版）であり、

ときに《目的自体の妥当性は必ずしも問われない》（同）とさ

れる。一概には言えないが、専門家が哲学対話実践の応用可能

性を個別の専門領域において検証する場合や、人材開発や組織

図２
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＊価値合理性から目的合理性へ？

哲学カフェの社会史

開発等のビジネスメソッドに援用しようとするとき、〈有用性〉

へのこうした傾倒が顕著になる可能性を指摘できる。

　対して〈健全性〉は、価値合理性に親和するものだと考える。

価値合理的行為とは、《特定の目的そのものの価値が肯定的

に前提され，その目的の実現にふさわしいように行為が組織

されていること》（世界大百科事典）とされる。「よくわか

らないけれど哲学対話が楽しいから惹かれる」や「単に好き

だから」というような明け透けな興味関心こそが〈健全性〉

を下支えする力であり、〈在野の市民カフェ〉はこうした素

朴な―けれど確かな―実感から成り立っていると考えら

れる。かつ、それが生活のなかに持続的に根付いていくこと、

いつでも、無理なく触れられる運動体として形成されること

が目指されているのではないか。

　「哲学対話の魅力の虜です」という種類の感想は、自らが

楽しんで触れる範囲のものであり、これを（自分以外の）他

者において応用してみようとする意識の前段階に留まるもの

である。この純粋な初期衝動を、そのままの形で維持できる

のが〈在野の市民カフェ〉の長所であり、それは市民カフェが

〈有用性〉あるいは社会的要請という圧力から距離を保てるか

らに他ならない。ここに、〈健全性〉の担い手としての〈在野

の市民カフェ〉が浮上してくる余地がある。

３：哲学カフェの社会史～価値合理性から目的合理性へ～

　なぜ〈在野の市民カフェ〉が〈有用性〉や社会的要請といっ

た事柄から距離を保てるのか。そのことでいかに〈健全性〉を

維持できるのかという点について確認してみたい。このことは

近年の哲学カフェの動向を通時的に、社会状況と比較しながら

見ることでよりはっきりと特徴づけられる（図３）。

　学習指導要領の改訂内容に係るキーワードや、文科省による

2015年の人文社会科学系学部の廃止・転換の要請を見るだけ

でも、現在の社会・教育状況がより実学的な方向に進んでいる

ことは否定できない。この影響を直接受ける研究者や教育関係

者の現場に、哲学プラクティス実践者の大多数である専門家が

存在しているのが現状である。それゆえ〈有用性〉の問題は、

専門家に特徴的な問題意識というレベルを大きく超えて、哲学

プラクティスの領域全体までを覆うヴェールのように拡がって

いるのが近年の現状だろう。それは時に、自己有用性の恐怖を

伴って、自身が携わる哲学プラクティスの意義をなんとか証明

付けようとする契機にもなる。近年ブームのようにさまざまな

哲学カフェが誕生していることも―それ自体は歓迎すべきこ

と―この実学的、実践的、〈有用性〉という社会・教育状況

そのものが一端を担っていることは否めない。それゆえ哲学カ

フェを社会史として概観したとき、ひとまずこの流れについて

「価値合理性から目的合理性への変化」だという風に把握し、

このようなフェイズを便宜的に運動化期と称す。

　しかし、〈在野の市民カフェ〉やその〈健全性〉について考

えてみるときに忘れてはならないのが前史への視線だろう。迂

闊な思い込みは慎むべきだが、カフェフィロが組織化されるま

での経緯そして組織化後の精力的な活動と、2006年から2010

年頃までの政治状況とは、どちらもあたらしい社会への期待や

構想を一般市民のなかに準備させたという点で響き合うのでは

ないか。つまり、2010年を迎えようとしたあのとき、新政権

の誕生に象徴的に感じられた「変化の予感」を、である。当時

巷間をにぎわせたものこそ〈新しい公共〉という概念であり、

その担い手としての市民への脚光であり、〈熟議民主主義〉と

いうスタイルであったことはまだ記憶にあたらしい。さろんも

この時期に活動をスタートしているが、現在の状況とは多少な

りとも異なる哲学対話への期待感、純粋な楽しみを、いまより

色濃く持ち合わせていたように思う。

　ここで確認すべきは、例えば、〈在野の市民カフェ〉が〈有用性〉

の問題に過剰に影響されることなく〈健全性〉に留まり、これを

逞しくしていくための参照項をどこにどのように見出せるか、と

いう点だ。それについて広く、柔軟に話し合ってみることについ

てである。そのことで市民カフェにとっての次のフェイズを、よ

り自覚的に思い描く手がかりになるのではないかと考える。

４：〈在野の市民カフェ〉と「振る舞い」

　しかし〈在野の市民カフェ〉が存分に機能するためには、楽

しさを実感する運営者と参加者が集っているだけでは決して十

分に〈健全性〉を代表しているともいえないだろう。非専門家

が運営する市民カフェとはいえ、そこには一定の共通了解がな

ければならない。

　梅田氏はまず、《「市民カフェ」の実践は、ある「市民カフェ」

がどんな場であるのかを自ら誠実に限界づけることによって正

図３
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当化される》＊2）と指摘する。これ自体、決して簡単なことで

はないが、より具体的に《自由な「学び」の場になるよう配慮》

が必要だとしたうえで、このような場で行われる哲学対話もあ

くまで《ある主張についてそれが普遍的に真であるのか、だれ

にとっても正しいものなのかを吟味するなどの哲学的思考の基

本について理解を深め、また普遍性に照らすことを参加者に促

す》ことが大切だと基礎づけている。

　島内氏は、〈在野の市民カフェ〉が市民によって営まれると

いう点に注目したうえで、対話とは異なる「会話」の重要性に

ついて《「会話（conversation）」は、一見すると簡単なよ
うで、実際には難しい営みである。（略）人間関係のベースに

なる会話の作法は、リベラルな社会の成員に求められる資質、

すなわち「市民性（civility）」の中核でもある》*3）と指摘し
たうえで「会話の倫理」というキーワードを提示する。

　それぞれの着眼点は異なるが、《話すときの口調、相手との

心理的な距離感》（島内氏）や《他者の目線や、それによって

惹起される自己演出》（梅田氏）など、単に対話という言葉の

解釈だけに留まらない、対話の場に身を置く際に不可避的に生

じるこうした「振る舞い」について共に言及している点は大変

興味深い。これが対話の場に特有の自己変容の経験につながっ

ていくことを鋭く指摘しているからである。

５：〈在野の市民カフェ〉における「楽しさ」

　前項で確認した〈在野の市民カフェ〉における共通了解につ

いての指摘は、非常に示唆的であるといえる。他方、市民カフェ

の〈健全性〉のコアである「楽しさ」について確認しておくべ

き点はなんだろうか。

　廣井氏は、哲学カフェが参加者自身の「振る舞い」を自覚的

に再確認する場であることのほかに、《麓から仲間と一緒に頂

上を目指すのが哲学カフェ》*4）とその協働性に注目する。ま

た、経験を踏まえたうえで、《仲間と協力しながら自分の足で

一歩一歩登ることに喜びを感じる人が参加します。このなかに

は、登頂することよりも仲間と登る行為そのものが目当てで参

加する人もいます》と指摘するように、この協働性があくまで

参加者自身の内的な喜びから発露するものであること、協働性

を醸成する楽しさが必ずしも一つではなく個別的で、だからこ

そ多様な在り方をはらんだものである点に注意深く視線を投げ

かけている。市民カフェのモデルにおいて、「楽しさ」に関す

るこうした考察は見逃すことができない。

　しかしその一方、生活人である非専門家によって運営される

〈在野の市民カフェ〉であるからこそ求められる次のような点

も、今後の検討事項として踏まえる必要があるだろう。

　一点目は尾　氏が挙げている、自身が体験した一つの理想と

しての哲学対話のエピソードのなかに見出せる。尾　氏は、自

身も哲学対話の進行役を務めた経験から「対話の場における進

行役の重要さ」に特に関心を寄せているが、《哲学対話に慣れ

ている人は何人かいたと思うけれど、専門家や進行役に長けて

いる人はおそらくいなかったと思います。だけど、実に丁寧に、

ゆっくりと、まさにみんなで一歩一歩進んだ対話をした、そん

な感覚が強く残った場でした。もうだいぶ前のことだけれど、

今でも思い出しては、あのような対話がしたいなあと思う》*5）

と語る。このエピソードからは、充分に訓練され洗練された進

行役の存在はイメージされない。むしろ、そのように特権的な

進行役という存在が脳裏から消失し、同席者たちがほぼ等しい

役回りのなかで市民的な協働を行っている様子が目に浮かぶ。

この経験が《忘れられない対話の場》として言及されている事

実から市民カフェを照らし返して見るとき、また一つ新鮮な視

点が設けられるように思う。もちろんそれは市民カフェの多様

な可能性を触発するものとして、である。

　もう一つの点が、たなか氏が挙げている《“同じ地平に立っ

て、共に進化していく他者がいる”という環境も不可欠です。

非専門家が営む〈在野の市民カフェ〉は、これらが実現できる

場として、期待されるのではないか》*6）という点だ。進行役

の存在は哲学対話を実践し、かつ〈安全性（セーフティ）〉を

維持するうえで機能的であることは言を俟たないだろう。だが

同じ生活人かつ非専門家による市民カフェにおいて、セミプロ

としての運営者と一般としての参加者という、同じ「市民」の

語の背後にひそむ「見逃せない差異」もが、ここでは正確に見

据えられているのではないだろうか。

　市民カフェの運営者とお客さんとしての参加者、というよう

に関係が固定化してしまっては、廣井氏の指摘にある協働性か

らは遠ざかってしまうだろう。この協働性は、「楽しさ」とも

深い関係にあるのだから問題はより複雑である。それゆえ〈在

野の市民カフェ〉においては、上述した二つの点も考察してみ

る必要があると考える。

　またこれらの点を考えるにあたっては、尾　氏が《現在は「進

行役」という立場から「企画者」という立場に居場所を変え、

哲学カフェという場に関わり始めています》*5）と述べる「企画

者」のポジションがもつ自由度についても併せて考えることで、

市民カフェの実践をより多角的に検討することができるだろう。

６：〈健全性〉の健全な発露と持続のために

　前節４および５で概括したような、〈在野の市民カフェ〉ら

しい対話のあり方やそこでの「振る舞い」、なにより「楽しさ」

が、健全に発揮され持続されていくために、より具体的にはど

んな視野が必要だろうか。さしあたって、それが可能となると

予想されるるような仕組みを整え、検証していくことが大切だ

ろう。仮に、次のような仕組みをモデルに検討してみる（図４）。

　例えばこの図では、ソーシャルデザインやコミュニティマネ

ジメントといった領域の〈ローカル・スタンダード〉や〈アク

ティブトランジション〉といった知見にも横断的に触れてみる

ことを想定しつつ、たなか氏の指摘にあったような〈オープン

でフラット〉という視点の取り込みや、仕事とは異なる市民そ

れぞれの〈ライフワーク〉（人生をとおして関わっていたいもの）

へのまなざしを図示した。その中心にあるのは、梅田氏が「自

由な「学び」の場」と述べたものであり、廣井氏が山登りに感

じたような楽しさを肯定的かつ積極的に併せ持つような、哲学

プラクティス・ベースの「Playful Learning Commons」であ
る。これらのあいだを埋めるのは、楽しさを醸成する要素（ユー

モアや快適さ）であり、それぞれが運営する場のチームメイト

であり、活動の外部に協力者（コラボレータ、モデレータ）が

いることであり、自由さである。こうした構図によって、市民



ミニシンポジウム●“対話の余白から－〈在野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？”

（せりざわ　さちお）　さろん所属。2010年にスタートした

任意活動団体。哲学カフェの「さろん哲学」、読書会「朝さろん」、

ワークショップ「さろん工房」、インキュベート「さろんラボ」

を通じて哲学対話を実践している。会の最新情報はメールニュー

スにて配信中。http://salon-public.com/ Profile
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カフェの楽しさの原点を見失わず健全に育んでいくことが期待

されている。

　この図はあくまで仮想例に過ぎないが、個別の活動の外部に

協力者を設けるという点については、「哲学プラクティス連絡

会」や廣井氏が会員である「カフェフィロ」にはまさしくそう

した機能が期待されていると思われる。また、尾  氏が参画さ

れている「ママ哲サークル」の実践や、「東京メタ哲学カフェ」

という集いも、協働的な機能を担うべく構想されているのでは

ないかと推測される。具体的な活動場所を備えた実践として、

「京都アカデメイア」や「国立（くにたち）人文研究所」など

を思い浮かべる人もいるかもしれない。

　だが図４のような、直観的に気になったキーワードを羅列す

るだけでは効果は薄い。市民カフェが健全に機能していくため

には、同時にどのような集団を志向するかというプラットフォー

ムの検証と、構成員や外部の協力者たちとのあいだで柔軟に意

見交換していくことが欠かせない。この点で島内氏の《現代社

会は、「感情共有ベースの人間関係（universitas：統一体）の

過剰」と「ルール共有ベースの人間関係（societas：社交体）

の過少」という問題に直面している》*3）という指摘は、個々

の市民カフェがどのような性格の集団を見出していくかが大事

であるという趣旨の考察だと理解できる。あるいはこれについ

ては次のような図を掲げて、モデル検討の際に使用してもよい

だろう（図５）。市民カフェの健全な機能のためには、こうし

た点から丁寧に鍛えていくことが重要ではないかと提起し、本

稿を閉じたい。

おわりに

冒頭で告白したとおり、根底にあったのは個人的な不安感

と過剰さであり、それを批判的に再認識することができた

のはゲストパネリストの協力によるものである。本企画お

よび本稿はゲストパネリストとの文字通り協働作業のなか

からその姿を形作っていくことになった。ただし、本稿に

まとめた内容はゲストパネリストの総意ではなく、筆者の

個人的な見解の範疇に留まるものである。別紙資料にまと

めたとおり、ゲストパネリストそれぞれの考察はより多様で、

だからこそ 「本稿とは異なる、もう一つの」市民カフェの

可能性を提示するものである。ゲストパネリストによる一

つひとつの知見が、参加者それぞれの市民カフェの今後の

実践に役立てられることを切に願う。

梅田氏は研究者でもあるが、「コアトークカフェ」の運営

のお一人として、ほかの運営者と協調しながら「在野」と

いう立場で実践を重ねてこられた。５年以上にわたる活動

期間を通じて確かな存在感を示しつつ、「おとなのための

てつがくカフェ」というコンセプトを一貫して継続する様

子は、（有用性に関する議論とは一線を画すような）哲学対

話の純粋な良さ、楽しさを実践するものとして非常に印象

的であり、是非にとご登壇をお願いした。

尾　氏は子どもをもつ母親という、文字通り生活人の部分

を下敷きに活動を起こされ、そのことで同じ立場にある市

民カフェの実践者にも多くの刺激を与えていると拝察して

いる。特筆すべきは、副代表の小室氏と主宰する「はなこ

哲学カフェ」の実践のかたちが、毎回大胆に変化している

点である。尾　氏が自ら「進行役から企画者へ」と述べら

れているように、企画者という立場を鮮明にしながら実践

を積み重ねるアプローチは非常に新鮮で、市民カフェのあ

たらしいあり方を示すものとしてご参加をお願いした。

廣井氏と島内氏には、哲学カフェの実践の困難さを体験的

にご存知であるという点からまず、ご協力をお願いした。

市民カフェの実践における継続性は称賛されるべきものだが、

継続が目的になってしまっては原点（哲学対話の楽しさ）

への誠実さに欠けると言わざるを得ない。あたらしい哲学

カフェが生まれる裏には、一時停止している実践や、閉じ

られた場があることを忘れてはならない。哲学カフェの実

践におけるどんな現実的な困難がそこで認識されていたの

かという事例は、市民カフェの運営に有益な教訓を与える

ものだろう。

廣井氏は「女性のためのてつがくカフェ」や「テツドク！」

その他の複数の実践の場を開かれている豊かなご経験があ

るが、一方で「「テツドク！」はほんとうに哲学的である

のか」「では哲学カフェは哲学的なのか」というような本

質的な問題について、それぞれの場を開くことをとおして

探求されている。こうしたご経験によって逞しくされた知

見を伺いたく今回ご参加を願った。その廣井氏の現在地が、

別紙資料にあるような「楽しさ」に再帰するようなものであっ

たのは、なにかとても象徴的な気がしている。

島内氏にはさろんで開催した文化祭（2013）内で「人文カ

フェ」を共催するなど以前からご協力いただいているが、

本企画を進めるなかで「コミュニケーション・アゴラ」が

体現していた問題の射程に改めて気づくこととなった。サ

ンデル・ブームのあの頃、専門的なレクチャー・パートを行っ

た後で「哲学対話」ではなく「会話」を実践するというス

タイルはとても斬新に思えたが、今回ご登壇いただくこと

になり改めてアゴラの配布資料を読み返しながら、「会話

の倫理」という視座がこの数年その重要性をさらに増して

いるように思えてならなかった。

たなか氏はあたらしくさろんに加わったスタッフだが、哲

学カフェというものに参加した経験が一度きりで、だから

こそ哲学カフェ運営者の無意識や思い込みが再検討される

ようなコメントを投げかけ、その度に新鮮な思いがしている。

たなか氏の別紙資料での考察は、本企画の底上げに非常に

大きな貢献をもたらすと考えご参加いただいた。

筆者自身のなかでもまだまだ十分には消化できていないが、

ゲストパネリストのこうした固有の実践に触発されながら、

今後の活動に役立てていきたい。６周年を迎えたさろんの

活動に２名の新スタッフも加わり、ゲストパネリストをは

じめとする頼もしい協力者の存在にも励まされる機会にもなっ

た。対話の余白にあるものの魅力に触れながら、活動のいっ

そうの充実を共に楽しんでいきたい―。



　「対話（dialogue）」には、テーマの理解を深める、合意を形成するなど、
何らかの「目的」がある。そして、この目的を実現する観点から、対話の「ルー

ル」が定められる（ルール違反者への対応という難問は残されたままだが）。

　一方、「会話（conversation）」は、一見すると簡単なようで、実際には
難しい営みである。話題の選択、話すときの口調、相手との心理的な距離感

など、それぞれの場面で考慮すべきことが多くある。我々は円滑に会話する

「コツ」、いわば「会話の作法」をその「実践（practice）」を通じて「体得」
する。人間関係のベースになる会話の作法は、リベラルな社会の成員に求め

られる資質、すなわち「市民性（civility）」の中核でもある。

　会話を成り立たせる基本的なルールは、参加者が会話を「楽しむ」こと、

その楽しさゆえに会話を「継続」しようとすることである。会話を楽しく継

続できる雰囲気をつくるには、話し手・聴き手が固定されるのはよくないし、

「話題を決める（agenda-setting）」人がいつも同じでは楽しくない。この
ようなことに留意しつつ、周囲に「気配り」することは、会話を円滑にする

のみならず、人間関係の「風通しの良さ」につながる「作法」でもある。作

法という言葉の語感として、「外形的」なマナー・決まり事という印象があ

るため、この作法を「内面化」した個人の「心構え」を「会話の倫理（ethic 
of conversation）」と呼ぶことにしよう。

　現代社会は、「感情共有ベースの人間関係（universitas：統一体）の過剰」
と「ルール共有ベースの人間関係（societas：社交体）の過少」という問題に
直面している。たとえば、著名人のスキャンダルに対する過度のバッシング、

SNSでの炎上、ヘイトスピーチとして顕在化しつつある分断社会、孤独死や
無縁社会などは、こうした問題の現れといえる。「会話の倫理」は、哲学カ

フェの運営のあり方に示唆を与えるのみならず、上記の問題群を我が身に引

き寄せ、単純化せず丹念に考察する際の「導きの糸」にもなりうるだろう。

(*)「会話の倫理」に関するマニフェスト的な論考として、水谷雅彦「だれがどこで会

話をするのか：会話の倫理学へ向けて」、『実践哲学研究』第31号、2008年、

pp.1-18を参照。また、会話を基礎とする正義論の嚆矢として、井上達夫『共生

の作法：会話としての正義』創文社、1986年が挙げられる。

島内明文

会話の倫理：序論的考察(*)

KeyWord 〈会話〉・〈倫理〉

１．〈教育の外部〉と〈教えない教育〉について

　「市民カフェ」の実践は、ある「市民カフェ」がどんな場であるのかを自ら誠実に限界づけることに

よって正当化されると思う。たとえば進行役と参加者によって構成される対話の場では、進行役は教育

者ではないのだという前提が共有されるべきだ。いわゆる「教えない教育」は「教えることもできる」

教育者によって実現されるが、市民カフェの進行役は対話を先取りして答えを知ることはできない。「市

民カフェ」は教育の場ではなく自主的な学びの場である。そこでの「学び」は、押しつけや抑圧のない

自由なものでなければならないので、確実な成果や教育効果を約束できない。しかし、運営者が参加者

にとって自由な「学び」の場になるよう配慮し、それを促進するような進行の知識や技術を獲得してい

くことができる。その知識と技術とは、哲学カフェの運営の場合、たとえばある主張についてそれが普

遍的に真であるのか、だれにとっても正しいものなのかを吟味するなどの哲学的思考の基本について理

解を深め、また普遍性に照らすことを参加者に促すような論点整理の技術を磨く、などであろう。

２．〈無担保の信頼〉と、〈一回性の共同態〉における対話のあり方について

　哲学カフェでの対話では、参加者がもともともっていた参加動機が対話の場に適したかたちで表出し

てくるのが理想的だ。ひとりで考えていた内容とみんなで対話しながら考える内容とは、ちがったもの

になるのが当たり前である。対話の場では、他者の目線や、それによって惹起される自己演出、普段の

コミュニケーションでは生じえなかった他者の観点、他者に理解してもらうためのことば選びの必要性

などの要素が意識される。真に正しい考えは、だれにとっても理解可能なものにならなければならない。

それが哲学的に対話することの前提だ。それゆえ、当初考えてきた内容がどんどん変容していくのを楽

しんでもらえるのが理想的だ。

　そうした変容を生じさせるためには、例えば冒頭で参加動機を言ってもらい、対話をすすめるなかで、

進行役は参加者同士が対立しているポイントの指摘や、多くの関心が向いた発言にスポットを当てるな

どしてから、普遍性に照らして吟味する流れを全体でつくっていくのが効果的である。

　また、「答えの出ない問い」を「答えの出る問い」に仕立て直すということについてだが、「答えの

出ない問い」が哲学的に意味のあるものであるなら、問題の矮小化の危険があるだろう。「答えの出な

い問い」がそもそも答えのない、問いとしてまちがっているのなら、正しい問いになるよう吟味すれば

よい。哲学的に正しい問いとは、普遍的に正しい回答に向かう問いであろう。哲学は普遍的な真理をも

とめて問う営みであるからだ。その場で答えが出ないからといって、その場で出る答えに満足してよい

とは思えない。「一回性の共同態」が、たとえ時間的な制約や参加者の個性によってそのつど異なる構

成になったとしても、それによって左右されない「哲学とはなにか」という理念を運営者が通時的に有

していれば、哲学対話を実現できるのだと考える。

梅田孝太

自主的な学びの場としての哲学カフェと哲学の理念について

KeyWord 〈自主的な学び〉・〈真理の探求〉

ミニシンポジウム ●“対話の余白から－〈在野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？”

ミニシンポジウム

対話の余白から－

〈在野の市民カフェ〉の

健全な機能とはなにか？

※ゲストパネリストは50音順（掲載順は編集の都合による）

2016年8月28日（Sun）13：15～14：45
 [立教大学池袋キャンパス5号館 5302教室]

哲学プラクティス連絡会 第2回大会 ワークショップ２

別紙資料

時間の都合上、ゲストパネリストの方々のご意見・

ご関心やお一人おひとりの活動背景について、充分

にご紹介することができません。そこで本別紙資料

にて皆さまのご意見をご紹介し、シンポジウムを補

完するものとさせていただきます。貴重な原稿をお

寄せいただきありがとうございました。

本シンポジウムの開催にあたりご協力いただいたゲ

ストパネリストの方々に、この場を借りてあらため

て御礼申し上げます。

基調報告

芹沢幸雄（さろん）

パネリスト

梅田孝太 さん
　（上智大学非常勤講師、「Core Talk Cafe」運営）

尾　絢子 さん
　（「はなこ哲学カフェいどばたのいどほり」代表）

島内明文 さん
　（東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野特任研究員、
 　 「コミュニケーション・アゴラ」元主宰）

廣井　泉 さん
　（カフェフィロ、「女性のためのてつがくカフェ」主宰）

たなかのぶこ さん
　（さろん、新スタッフ）

（しまのうち あきふみ）　東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野

特任研究員。2010年10月から2014年3月頃まで、価値観の異なる市民のため

の自由な会話の空間を生み出すことを主眼とする哲学カフェ「コミュニケーショ

ン・アゴラ」を主宰した。社会人・医療従事者を対象とする生命・医療倫理

学のリカレント教育にも従事している。専門分野は近現代の倫理学・政治哲学、

研究のキーワードは共感・社交・会話。 Profile

（うめだ こうた）　上智大学非常勤講師、博士（哲学）。専門は近現代ド

イツ哲学思想、とりわけニーチェ哲学。2011年4月より、生きる上での核とな

る知を磨きあう場としてCore Talk Cafe（「おとなのためのてつがくカフェ」）

を月一回開催。社会人を含む5名の運営メンバーの一人。

http://www.coretalkcafe.jp/
Profile



　私が所属するカフェフィロでは、哲学カフェの他に「テツドク！」という

哲学書を読んで対話するイベントも開催しています。哲学カフェとの違いは、

哲学書という媒体を使うか使わないかですが、哲学カフェとテツドク！の参

加者は、顔ぶれがみごとに違います。つまり、哲学カフェ好きの人は哲学書

にはあまり関心がなく、一方、哲学書に関心のある人は哲学カフェにはあま

り興味がないのです。なぜこのような現象がおきるのでしょうか。

　答えの出ない問いだと分かっていても、私たちはやはり答えを知りたいと

思います。仮に答えのある場所が富士山の頂上だとしたら、麓から仲間と一

緒に頂上を目指すのが哲学カフェで、五合目まで車で登って、そこから歩い

て頂上を目指すのが哲学書を読むという行為ではないかと思います。前者に

は、仲間と協力しながら自分の足で一歩一歩登ることに喜びを感じる人が参

加します。このなかには、登頂することよりも仲間と登る行為そのものが目

当てで参加する人もいます。一方、後者には五合目まで登るために、まずは

車の運転技術をマスターしたいと思う人が参加します。こちらにも、登頂は

さして問題ではなく運転技術を磨くことに喜びを感じる人がいます。どちら

にも、登頂よりもその過程を楽しみたい人が交じっていることは確かですが、

両者とも、頂上の「答え」を目指していることに変わりはありません。

　さて、山を安全に登るには何が必要でしょうか。仲間と楽しみながら山頂

を目指すときに欠かせないのは、様々な個性を持つメンバーをまとめ、励ま

し、常に安全に留意し、時には決断するリーダーの存在です。一方、五合目

まで車で登りたい人には、安全運転のための技術に習熟した指南役が必要で

す。前者のリーダーが哲学カフェの進行役なら、後者の指南役は哲学の専門

家です。山登りを哲学する行為とするならば、自分の足（アタマ）で歩いて

（考えて）登ることも、足と手を駆使する運転（思考）技術を習得してから

登ることも、同じく哲学する行為です。山登りは楽しいだけではありません

から、どちらの方法で登るのが自分に向いているか、面白いと思うかで、決

めるのが一番です。もちろん、それぞれの面白さがあるので両方とも楽しむ

人もいます。幸いにも、カフェフィロにはそういう仲間が大勢います。私も

山登り愛好家の一人として、日々山登りを楽しんでいます。

廣井　泉

山登りはお好きですか？

KeyWord 〈安全（セーフティ）〉・〈楽しみ〉

　今回、シンポジウム登壇のお話をいただき、大分返答に困ってしまいました。というよ

りむしろ、私で大丈夫なのだろうかという不安（疑問？）しかありませんでした。―〈在

野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？―資料を読めば読むほど、うーん、分かる、

分かるなあ～なんて頷いてしまう興味深いテーマだったので、つい引き受けてしまったの

だけれど（！？）、「あなたが（哲学対話の）実践を通じてとることのできる正しさとはな

にか」なんて問われると、哲学の知識も対話のファシリテーション技術もない私は、急にしゅ

ん…としてしまいます（ぽろっとスイマセンと言ってしまいそう…）。

　その自信のなさ（？）はどこからくるのか。それはきっと哲学カフェという場と進行役

の関係性について悶々と考えていたからかもしれません。拙いながらも、哲学対話の進行

役を何度か経験させていただきました。そこには参加者の立場からは決して見ることが出

来なかった景色が広がっていて、それだけで驚きと発見に溢れていて哲学対話の広さと深

さを改めて感じました。ああ、これまで私は哲学対話のドアを見て喜んでいただけだった

んだ。恐る恐るドアを開けてみたら、途方に暮れるほど長い道が延々と続いていた！！い

やいや、このドアだってもしかしたら偽物かもしれないけれど。

　それと同時に、参加者が進行役に「求めるもの」がある、ということも感じていました。

それは、対話を哲学的に深める「問い」の質であったり、思考の深さであったり、対話が

行き詰った時の手助けであったり、存在の安心感だったりするのだろうけれど、参加者が

意識しようと無意識であろうと、やはり進行役は哲学カフェの場を様々な意味で左右させ

る大きな存在なのだと思います。その中で、私の思う哲学対話を実践できないもどかしさと、

“進行役というあり方”の分からなさの中で試行錯誤し、現在は「進行役」という立場か

ら「企画者」という立場に居場所を変え、哲学カフェという場に関わり始めています。

　その一方で、私にとって忘れられない対話の場があります。人数は10人ほど、たまたま

近くに座っていた人たちでグループを作り、さらにその中で進行役を立て、決まっていたテー

マについて対話をしました。変わったところは何もない、至ってシンプルな対話でした。

哲学対話に慣れている人は何人かいたと思うけれど、専門家や進行役に長けている人はお

そらくいなかったと思います。だけど、実に丁寧に、ゆっくりと、まさにみんなで一歩一

歩進んだ対話をした、そんな感覚が強く残った場でした。もうだいぶ前のことだけれど、

今でも思い出しては、あのような対話がしたいなあと思うのです。そして、どうしてあの

ような対話が出来たのだろうと考えています。

　その答えを探しながら、またゆっくりと歩きだそう。新しい「哲学対話のドア」を探して。

尾　絢子

「哲学カフェ」から見る風景

KeyWord 〈哲学対話の景色〉・〈進行役から企画者へ〉

ミニシンポジウム ●“対話の余白から－〈在野の市民カフェ〉の健全な機能とはなにか？”

１）参加者に寄せる信頼

　「哲学」や「対話」などのキーワードで哲学カフェへの参加を決

めた人は、自ら学ぶ姿勢を、潜在的に備えている人だと推測されます。

参加者がこの場を信頼して来てくれるように、主催者は参加者の力

を信頼することが、必要条件だと思います。人は、意識していよう

がいまいが、他者を見て盗んで学んで、自発的に進化していくこと

のできる動物です。この観点から言うと、“教える側－教わる側”

の図式が固定されている教育は、ときに人の進化の障壁になります。

また、“同じ地平に立って、共に進化していく他者がいる”という

環境も不可欠です。非専門家が営む〈在野の市民カフェ〉は、これ

らが実現できる場として、期待されるのではないかと思います。

２）風通しの良さ

　上記１）を踏まえると、〈在野の市民カフェ〉が公共に開かれてい

ることが重要な要素になってきます。自主性を備えた市民は、それ

ぞれの人生のテーマ、生活の中での課題、自己発展の希求、などを

抱えて、ふらりと哲学カフェに立ち寄ります。それぞれの私的な発

展の一助が得られたら、去ってもいいし、また来てもいい。何も得

られないと感じたら、さっさと出て行く。そういった気軽さ、敷居

の低さもまた、〈在野の市民カフェ〉の強みではないかと思います。

たなかのぶこ

自主的な市民と〈在野の市民カフェ〉

KeyWord 〈参加者に寄せる信頼〉・〈風通しの良さ〉

http://salon-public.com/
@salontetsugaku
https://www.facebook.com/salontetsugaku
salontetsugaku@gmail.com
➡本シンポジウムについてのご意見・ご感想が　

　ございましたら、こちらまでお寄せください。

（おざき　あやこ）　はなこ哲学カフェいどばたのいどほり代表。花小金井を中心に小平

市内で乳幼児を持つ主婦たちによって開催されている哲学カフェ。2014年10月発足。子連れ

でも気楽に参加出来る哲学カフェや他団体とのコラボ企画、哲学ドラマなど様々なイベントを

企画・開催している。

https://www.facebook.com/hanakophilosophycafe/
Profile

（ひろい いずみ）　2012年よりカフェフィロ正会員。 2013年より「女性

のためのてつがくカフェ」を主宰。現在は、おもに哲学書とのお見合いの会「テ

ツドク！」を企画、運営している。また、2014年より寄居こども哲学教室に

て子どもたちと哲学対話を楽しんでいる。

http://www.cafephilo.jp/
Profile

（たなか のぶこ）　対話の場において、自分の中から生まれ出るも

の、他者の中から生まれ出るもの、それらが交わるとき、自己を新しく

再創造することができるのかもしれないという思いから、2016年6月より

さろんの活動にスタッフとして参加。会の運営をサポートしながら、拡

大する自己たちのためのオリジナル企画を模索中。
Profile


