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内閣府男女共同参画局（Gender Equality Bureau Cabinet Office）の HP

にある「男女共同参画社会とは」というページでは、男女共同参画社会基本

法第二条の第一項を引いて、男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」であると説

明されている 1 。

哲学の研究や教育もまた、社会的活動であるから、男女ともに、対等の仕

方で、これに参加する機会が確保され、また、それによって生じる利益を享

受できることができなければ、その限りで、男女共同参画社会は実現されて

いないことになる。

他の分野における学会の多くと同様に、哲学分野の学会が果たすべき課題

は、少なくとも二つある。一つは、会員に研究成果を発表する機会を与え、

また、公正な審査を通じて、その評価を定め、その分野の研究を促進するこ

とであり、もう一つは、その分野の研究教育に携わる者を代表する団体とし

て、会員の社会的利益を図ることである。前者は、研究業績の評価を与える

ことによって、会員が研究教育機関で職を得たり、職を継続したり、昇格し

たりすることに影響を与える。よって、男女共同参画の観点から言えば、研

究成果の発表の機会は男女に均等に与えらなければならず、また、研究業績

の評価においても、男女間で差別があってはならない。後者に関しては、哲

学分野の研究者が、その研究教育活動を行うことにおいて、たとえば、女で

あるからということで、不利益を被るようなことがあるならば、それを是正

することが、学会の務めになる。

これにもう一つ付け加えるべきことは、学会がこうした課題を達成するた

めには、学会の運営自体が、男女共同参画の理念に沿った形でなされる必要

があることである。
1 内閣府男女共同参画局、http://www.gender.go.jp/about danjo/society/index.html、

2019 年 1 月 5 日閲覧。
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以上の点はすべて、哲学以外のほかの分野の学会にも共通することだろう。

哲学分野の学会が、他の人文系の学会と異なる点があるとすれば、それは、

女性の研究者の絶対数が他よりも少ないことが挙げられる。この事実は、男

女共同参画を進めるにあたって、少数の女性研究者に学会の運営上の負担を

強いるという思わしくない結果を生み出している。

それでも、最後の点は、理系の一部の学会とも共通する問題である。以下

では、こうした他の学会と共通する問題についてではなく、哲学分野の学会

であるということによって、男女共同参画社会の実現のために寄与できるこ

と、また、寄与すべきことは何かについて、考えてみたい。

2

哲学分野の学会を含めて、多くの学会が、「男女共同参画」の理念に賛同す

ると謳っている。また、そうした学会の大半は、「男女共同参画」ということ

で、この文章の冒頭に引用した男女共同参画基本法に提示されているような

理解をもっていることだろう。こうした理解のもとでも、この理念の実現の

ために具体的に何をなすべきかを考えることはできるし、必要とされる変化

をもたらすために努力することもできる。しかしながら、この標語を構成す

る三つの言葉「男女」「共同」「参画」がそれぞれ何を意味するのか、また、

これらがこの順番で組み合わされることによって生み出される意味とどのよ

うな関係をもつのかといったことは、問題にできる。そして、これは、一見

そうみえるような単なる衒学趣味ではない。

その証拠に、内閣府男女共同参画局の英語名称を見てみるとよい。そこで

「男女共同参画」に対応する表現は「gender equality」である。「ジェンダー

gender」という言葉は今でこそ、ある種のコンテキストでは、しばしば耳に

したり目にしたりする表現になっているが、日常の会話でふつうに用いられ

ることは、まだあまりないと思われる。

実際、英語の「gender」は、ある一定の理論を背景にした専門用語として

一九六〇年代後半から使われ出したものであり、これを広めるにあたってもっ

とも力のあったのは、一九七〇年代のフェミニズム理論家であったという 2 。

つまり、「男女共同参画」の「男女」は、日常使われている「男」と「女」を

ただつなげたものではないと推測してよいだろう。

内閣府男女共同参画局のHPにある「用語集」で、ジェンダーは、「社会的・

文化的に形成された性別」のことであり、「生物学的性別（セックス／ sex）」

から区別されると説明されている 3 。「男女共同参画」という日本語に対応す

る英語に「ジェンダー」が用いられているということは、ここに現れている

2 Mari Mikkola, “Feminist perspectives on sex and gender” §1.2, Stanford Encyclopedia
of Philosophy, 2008, Revised 2017.

3 http://www.gender.go.jp/about danjo /glossary/glossary.html#sa、2019年 1月 6日
閲覧。
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「男女」は、ジェンダーとしての男女を指すものとして理解されなければなら

ないことを示唆する。

しかしながら、「ジェンダー」という表現は、その理論的背景というよりも、

政治的理由から問題視されて、なかなか表面に現れにくいという状況が続い

ているようである。まず、「ジェンダー」は、1999年に制定された「男女共

同参画社会基本法」中に一度も現れない。その翌年の「男女共同参画基本計

画」で「ジェンダー」は十回近く現れる。とくに重要と思われるのは、「ジェ

ンダーに敏感な視点」という表現が次のように三回現れることである。

男女共同参画に関する認識を深め、社会的・文化的に形成された

性別（ジェンダー）に敏感な視点を定着させ、4

メディアが、女性の人権の尊重を十分念頭に置いた基準を定め、

遵守すること、女性の人権に対する認識を深め、ジェンダーに敏

感な視点を養うための社内教育を充実すること等により、5

高等教育機関における教育・研究活動において、ジェンダーに敏

感な視点が組み込まれるよう努めるとともに、6

ところが、「第２次男女共同参画基本計画」（2005年）では、「ジェンダー

に敏感な視点」という表現は現れず、その代わりに、「わかりやすい広報・啓

発活動の推進」の一環として「男女共同参画の理念や『社会的性別』（ジェン

ダー）の視点（＊）の定義について、誤解の解消に努め、また、恣意的運用・

解釈が行われないように、わかりやすい広報・啓発活動を進める」7 と言われ

ている。ここに現れている「（＊）」は注の存在を示すが、そこでは、第 1項

で、「ジェンダー」の意味が説明されているだけでなく、第 2項には、次のよ

うな文章がある。

「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定した

り、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして人間の中性化を

目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定すること

は、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。8

第３次（2010年）および第４次（2015年）では、「ジェンダー」は、「ジェ

ンダー統計」、「ジェンダー予算」、および、国際機関との関係で「ジェンダー

4 「男女共同参画基本計画」第 2部 「２ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直
し、意識の改革（２）具体的背策」の項。

5 同「９　メディアにおける女性の人権の尊重（１）女性の人権を尊重した表現の推進のため
のメディアの取組の支援等」の「具体的施策　メディアにおける人権尊重、性・暴力表現を望ま
ない者からの隔離等に関する方策の推進」の最初の項。

6 同「１０　男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実（１）男女平等
を推進する教育・学習の充実」の「具体的施策　イ　高等教育の充実」の最初の項。

7 「第２次男女共同参画基本計画」p. 19。
8 同、p.21。
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主流化」と「ジェンダーと開発（ＧＡＤ）イニシアティブ」といった用語の

一部として現れるのみである。そうした用語のもうひとつが、「ジェンダー研

究」であるが、第３次では、「高等教育の充実」の一環として「高等教育機関

において、男女共同参画の正確な理解の浸透を図るため、ジェンダー研究を

含む男女共同参画社会の形成に資する調査・研究の一層の充実を促す」9 と

言われていたのに対して、第４次では、同様の記述はなく、日本学術会議で

「ジェンダー研究を含む男女共同参画社会の形成に資する学術研究」について

の調査・審議を推進する 10 と言われるにとどまっている 11 。第２次の「計

画」にあった「社会的性別（ジェンダー）の視点の定義について、誤解の解

消に務め」といった目標はまったく掲げられていない。こうした誤解が「解

消された」から、もう目標として掲げられる必要がなくなったというのでも

言うのだろうか 12 。

このように「ジェンダー」という表現が影をひそめるにつれて、「ジェン

ダーに敏感な視点を定着させる」という当初あった目標も、いつのまにか降ろ

されてしまったようにみえる。「ジェンダー」という言葉は日本でも早くから

紹介されており、それをタイトルに含む著作も多数あるにもかかわらず、そ

れが日常的に使われるに至っていないことの背景には、政治的な力がはたら

いているとさえ思いたくなる。しかしながら、「男女共同参画社会」という理

念は、日本のなかで内発的に出てきた理念ではなく、国際的協調の中から出

てきたものであるにせよ、その表現が「gender equality」である以上、「ジェ

ンダー」という概念と日本語の「男女」の概念との関係を曖昧なままにして

おくことは許されないことである。

この点にこそ哲学が、男女共同参画社会の実現に対して寄与する場所があ

ると思われる。

第一に、男女の区別を、生物学的なセックスで理解するべきなのか、ある

いは、社会的・文化的なジェンダーで理解するべきなのか、あるいは、さら

にそのどちらとも違う仕方で理解するべきなのかについては、哲学の中でも

一九七〇年代から現在にまで至る半世紀に近い議論があり、ジェンダーによ

る理解が必ずしも最良ではないとする立場さえある 13 。これは、男女という

概念についての議論であり、概念の分析こそが哲学の任務であるという哲学

観はもはや過去のものであるにしても、男女といった基本的なカテゴリーに

ついて、その妥当性までも含めて、詳しく検討することは、哲学の仕事だろ

9 「男女共同参画基本計画　第３次」p.94。
10 「男女共同参画基本計画　第４次」p.99。
11 この第４次の「基本計画」では、「ジェンダー」という表現が現れている頁は、全部で四頁
しかない（pp. 99, 108, 109, 115）。全体として同じぐらいの頁数をもつ第３次の「計画」で、
「ジェンダー」が現れる頁が、全部で十頁あったのにくらべても少ない。

12 男女共同参画社会基本法の制定後、それに則った都道府県条例の制定が始まった二〇〇〇年
頃から、男女共同参画社会という理念に対する反発、とりわけ、「ジェンダー」という言葉に対
する反発が目立ったことについては、初代の男女共同参画局局長として、基本法の制定に尽力し
た坂東真理子の著書『男女共同参画社会へ』（2004 年、勁草書房）に詳しい。
13 先に挙げた Mikkola によるサーベイを参照されたい。
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う 14 。日本の場合これまで、ジェンダーをめぐる問題は、社会学の問題だと

考えられてきたきらいがある。しかし、これはれっきとした哲学的問題でも

ある。もちろん、男女という概念の分析は、哲学の中で完結するものでは決

してなく、そのためには、社会学だけでなく、生物学、医学、心理学、歴史

学、文学といった分野で得られている最新の知見を参照する必要があること

は言うまでもない。

第二に、「男女」は日常の会話でひんぱんに用いられる日本語なのに、「ジェ

ンダー」は外来の専門用語であるにもかかわらず、「男女共同参画」と「gender

equality」とが等価であるとされてしまうことにより、男女共同参画社会の

実現のためには、これまで常識とされてきたような男女観そのものが変革さ

れる必要があるかもしれないという点が隠されてしまうおそれがある。４次

にわたる「男女共同参画計画」における「ジェンダー」という表現の扱いは、

まさにこのおそれがすでに現実のものであることを示している。

哲学はときに常識的な見方を覆して新しい可能性を開くことがある。男女

の区別を理解するのに、セックスとジェンダーという異なる見方があると知

ることは、常識的にもたれてきた男女観を根底から考え直すきっかけになる。

このきっかけを生かすことは、おおげさかもしれないが、哲学の使命だろう。

常識的な男女観、あるいは、伝統的な男女観を覆す必要はない、むしろ、覆

すべきではないと考える人であっても、もしも哲学者であるならば、そう考

えるどのような正当な理由があるかを哲学的議論の場に提示するべきである。

学会がこうした議論の場を提供できることは言うまでもない。具体的には、

シンポジウムやワークショップ、あるいは、このテーマでの論文募集といっ

たことが考えられる。重要なのは、この問題が、哲学研究者のなかの一部の

人々にしか関りをもたないものではなく、哲学のコミュニティの全体で共有

すべきものであるという認識をもつことだろう。

3

最初の「男女共同参画基本計画」（2000年）の「男女平等を推進する教育・

学習の充実」の具体的施策中の「高等教育の充実」に、

高等教育機関における教育・研究活動において、ジェンダーに敏

感な視点が組み込まれるよう努める

とあったのを思い出そう。哲学分野における教育・研究活動にジェンダーに

敏感な視点を組み込むには、どのようにするべきだろうか。

哲学教育をどうすべきかは、そこで教えられる哲学の内容と独立に考える

ことはできない。よって、まずは、哲学の研究、あるいは、哲学という営み
14 私になじみのあるアプローチで言えば、この問題は、分析形而上学の範囲に属する問題であ
る。なかでも関連が大きいのは、自然種と人工種の存在論、ならびに、社会存在論だろう。
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に、ジェンダーに敏感な視点を組み込むにはどうすべきかを考えることにし

よう。

英語圏の哲学では、フェミニズムを支持する主に女性の哲学者によって、哲

学のさまざまな分野がジェンダー的な視点から見直されてきている 15 。これ

を見るに、大きく分けて二つの異なるアプローチがあると思われる。ひとつ

は、既存の哲学に欠けていた観点や内容を補完しようとするものであり、も

うひとつは、既存の哲学がその内容についても、そのあり方についても、根

本的に誤っているゆえに、それに代わる（必ずしも「哲学」と呼ばれるとは

限らない）何かを創造しようとするものである。

明らかに後者のアプローチの方が、よりラディカルであるが、類似の主張

は、哲学の歴史の中で例をみないわけではない。すぐに思いつく例として、

一九二〇年代から三〇年代にかけての論理実証主義を挙げることができる。

この運動に参加した哲学者・科学者は、過去の哲学はすべて「無意味」であ

るとして、哲学は「科学の論理学」になるべきだと主張した。

哲学とジェンダーの関係についてのラディカルな立場の根底にあるのは、

合理性・客観性・普遍性といった概念が、ジェンダーに中立的なものではな

く、男性の特権を固定化するはたらきをもつ男性中心的なものであるという

考えである。ここからは、現在行われているような哲学と科学を含む知識の

総体は、家父長制（patriarchy）を強化する装置であるというラディカルな結

論が出てくる。

哲学の内と外を問わず、一般に「人間」と言われるとき、それが男性であ

ることがデフォルトとなってきたこと、そして、「知識」もまた、そのような

「人間」にとってのものであったこと、また、そのことによって女性という存

在自体が見えないものとなってしまったことに気付かせてくれた点で、こう

した指摘は、正しい方向に向かっていると私は思う。しかし、「知識」という

概念、および、この概念を用いる、これまでの哲学もまた捨て去られるべき

だろうか。実際、フェミニズムの哲学者からなされてきている哲学のさまざ

まな分野の見直しは、このようにラディカルなアプローチからのものとは限

らない。

前世紀の四十年代から五十年代にかけて、論理実証主義が分析哲学へ変貌

するなかで、過去の哲学への全否定から、むしろ新たな視点から過去の遺産

を取り込むようになったのと類比的に、この三十年ほどのあいだに明確になっ

てきた傾向は、フェミニズムが提起した問題、それが哲学に向けて行った批

判を、英語圏の主流の哲学である分析哲学の枠組みのなかで、しかも、この

枠組みの変革までも含む形で、議論することである。

フェミニズムと親和性をもつのは、マルクス主義の影響を受けたフランク

フルト学派系の批判理論であったり、フーコーやデリダに代表されるような

15 英語圏での哲学研究について、もっとも情報量が多く、頻繁にアップデートされている、オ
ンライン上の哲学事典 Stanford Encyclopedia of Philosophy には、Feminist Philosophy に
関連する項目が数多くある。二〇一九年一月現在で、その項目数は三十を超えている。
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ポストモダニズムだと、思っている人はいまでも多い。個人的に言って、私

は、こうした哲学のスタイルが苦手なので、このスタイルでのフェミニズム

哲学と付き合うことは敬遠してきた。ところが、哲学における男女共同参画

の推進を手伝うということをきっかけに、英語圏のフェミニズム哲学につい

て、ごく表面的ではあるが、その全体を展望しようとしてみて、おおいに驚

いた。

分析哲学、および、その前身の論理実証主義は、論理的で明確な論証を重ん

じ、自然科学におけるのと同様の、普遍性・客観性・合理性を目指す哲学とし

て、フェミニズムが標的にする男性中心主義的な哲学の典型という印象を与

える。しかし、「分析哲学」というカテゴリーに属するとされる哲学者がじつ

に多様であることに気が付くならば、こうした印象が一面的なものであるこ

とにも気付かれる。二十世紀後半に活躍した二人の女性哲学者、アンスコム

（Elizabeth Anscombe 1919–2001）とマードック（Iris Murdoch 1919–1999）

を考えてみればよい。アンスコムはウィトゲンシュタインに信頼されて『哲

学探究』の英訳を任された哲学者として、また、マードックは哲学者よりも

小説家として知られているかもしれない。しかしながら、この二人の哲学的

仕事の独創性と重要性は決して見過ごされてはならない。どちらも、分析哲

学の「主流」とは遠い存在とみなされてきたが、この二人のような哲学者を

生み出せたことは、分析哲学が必ずしも男性の専有物ではないことを示して

いる。

アンスコムもマードックもその時代では例外とみなされたかもしれないが、

一九七〇年代以降、英語圏の哲学では、女性哲学者はまだ比較的少数とはい

え、もはや例外とは言えなくなったというのが、私の印象である。そうした

女性哲学者の多くは、必ずしも、女性をテーマとするような分野を専門とす

るわけではなく、哲学の中核部分である、存在論、認識論、倫理学といった

分野から、言語哲学、数学の哲学、科学哲学といった、分析哲学が得意とし

た分野に至る、多様な専門をもっている。

男性の哲学者は、自分が男性であることをとくに哲学の問題とはしない。

また、男性であることと、哲学の制度の関係についても考えることはない。

これはまさにフェミニズムの哲学者が言うように、哲学においても、男性で

あることがデフォルトになっているからである。女性の哲学者にとって事情

は大きく異なるだろう。教室においても学会においても自分がマイノリティ

であることを意識せざるをえないだろうし、社会一般に存在する女性差別が

哲学の世界にもあることを敏感に感じ取るだろう。こうした哲学者がフェミ

ニズムの提起する問いや主張に関心をもち、それを哲学的に考察しようとす

ることは当然だろう。

以上のようなことに気付いたのは、『ケンブリッジ哲学コンパニオン』の

一冊として二〇〇〇年に出版された『哲学におけるフェミニズム』というア

7



ンソロジー 16 のおかげである。この本の各章が扱うのは、古代哲学、こころ

の哲学、哲学と精神分析、言語哲学、形而上学、認識論、科学哲学、政治哲

学、倫理学、哲学史と、哲学のほぼ全分野にわたっている。どの章も、英語

圏の哲学の主流である分析哲学のスタイルで書かれているために、私のよう

な読者にもすっと頭に入る 17 。「ジェンダーに敏感な視点」をフェミニズム

と同一視することはできないだろうが、少なくとも、こうした議論をみる限

り、「ジェンダーに敏感な視点」が哲学そのものに、新しい問題と見方を豊富

に提供してくれることはたしかだと思われる。

もちろん、ここで展開されている議論は、その作者が属している学界や一

般社会といったコミュニティから完全に独立であるわけではない。英米の女

性哲学者が置かれている状況と、日本の女性哲学者のそれとのあいだには、

さまざまな、ときにはきわめて大きな違いがあるだろう。現在の日本で、哲

学をキャリアにできている者は圧倒的に男性である。このことと、日本社会

一般における男性の特権的位置のために、日本における哲学は「ジェンダー

に敏感な視点」と無縁な仕方でなされてきた。この事実が、われわれの哲学

の営みに強い歪みを与えていることは確実である。「女性に哲学は向いていな

い」といった、哲学と女性のどちらについても誤った主張が平気で口にされ

ていたのは、ごく最近のことである 18 。しかし、この半世紀ほどのあいだに

英米の哲学において生じた変化は、日本における哲学においても同じような

変化が可能かもしれないという希望を与えてくれる。英米の哲学において、

こうした変化が生じることのできた最大の原因は、端的に言って、女性の哲

学者の数が増えたからである。

女性の哲学者ならば、とくに女性にかかわりのある問題に取り組むべきだ

ということは、決してない。どのような哲学的問題や哲学的見方に興味をも

つかは、ひとによってさまざまであり、男性だからとか、女性だからという

理由で、もつべき興味といったものはないからである。しかし、現在の日本

社会、および、現在の日本の哲学の中で女性が置かれている状況を変えるこ

とに、もっとも大きな利害をもつのは女性であり、また当人の経験からもこ

のことに強い関心をもつと考えられる。それゆえ、女性の哲学者の数が増え

るならば、そのうちから自然に、「ジェンダーに敏感な視点」を哲学のなかで

も最大限生かそうとする哲学者が出て来ると考えることができよう。

大学で安定したポストをもつことによって、哲学を自分のキャリアにでき

ている女性は、ごく少数であるとしても、大学によって差はあるかもしれな

いが、学部の段階で哲学を学ぶ女性の数は、男性の数に比べて圧倒的に少な

16 Miranda Fricker and Jennifer Hornsby (eds.), The Cambridge Companion to Femi-
nism in Philosophy. 2000, Cambridge University Press
17 しかし、こうした理解のしやすさは警戒すべきことなのかもしれないという考えが頭によぎ
らなかったわけではない。たしかに、こうした議論は、われわれがこれまで気付きもしなかった
偏見や問題を明るみに出すことによって、より広い展望を与えてくれる。だが、分析哲学的な議
論のスタイルが、ひょっとして取り落していることもあるのではないかという疑いも残る。
18 そうではないと信じたいが、ひょっとするといまでも口にされることがあるのかもしれない。

8



いというわけではない。こうした女性のなかから哲学をキャリアとする者が

少しでも多く出てくるようにするべきである。女性が哲学の研究者の道を歩

むことを可能にするように現実を変えて行かなければならない。そのために、

学会にできることは何だろうか。

女性と限らず、少数派にとって共通の問題は、その存在が多数派から見え

ないことである。そのためには、まず学会のなかで、現在少数派である女性

の存在を見えるものにしなければならない。具体的には、女性に、シンポジ

ウムやワークショップの提題者、研究発表の司会といった役割を依頼するこ

とをもっと増やさなければならない。また、そうした機会に、現在および過

去の女性の哲学者の仕事を取り上げるべきである。西洋哲学のカノンの見直

しが進行しているなかで、これまでほとんど知られていなかった女性の哲学

者が再評価されている 19 のと同様に、近代から現在に至る日本の哲学のなか

にも少数ではあっても一定の数の女性がいたのであるから、そうした哲学者

の仕事が再評価されるべきである 20 。

男性であろうが女性であろうが、これから哲学でのキャリアを作ろうとす

る研究者にとっての最大の問題は、安定したポストを得ることの困難さであ

る。日本においては、これまで哲学のポストを占めていたのは圧倒的に男性

であったが、この不均衡は是正されなければならない。そのために学会がで

きることとしては、この認識を会員が共有し、その所属する機関で女性研究

者を採用することを強くすすめることだろう。

そもそも哲学をキャリアとしようとする女性を増やすことも学会として考

えるべきだろう。女性の哲学者の存在を見えるものにし、女性にも哲学のポ

ストが開かれていることを示すことは、哲学が男性だけによってなされてい

るのでもなければ、男性のためだけになされているのでもないことを示すだ

ろう。だが、それだけでは足りない。哲学が女性にとっても魅力的なもので

ありうるようにするには、西洋の過去の男性哲学者、しかも、そのうちでも

ごく限られた範囲の人物の研究が中心であるような、哲学のあり方を根本的

に変える必要がある。

次の四つを私は提案したい。第一に、西洋と限らず、より広い地域におけ

る、これまで「哲学者」と呼ばれることのなかった男女の哲学者もまた研究

対象にしよう。第二に、人物ではなく、問題中心に哲学を行う場合も、存在

論・認識論・価値論でこれまで伝統的に扱われてきた問題群だけでなく、人

生の意味、誕生と死、成長と老化、恋愛と結婚、健康と病気といった事柄も、

哲学的考察の対象にしよう。第三に、心理学、言語学、文学といった哲学以

外の分野の研究者、とりわけ女性研究者との共同研究を積極的にすすめよう。

19 Lisa Shapiro, “Revisiting the early modern philosophical canon” Journal of the
American Philosophical Association (2016) 365–383,
20 たとえば、平塚雷鳥をはじめとする女性解放運動家を哲学者として再評価する必要がある。
こうした再評価を妨げている原因のなかには、倫理学が哲学の一分野ではなく、哲学とは別の学
問分野であるという印象を与える大学での学科編成であり、哲学と思想とを区別するという狭い
哲学観がある。

9



そして、最後に、哲学が広い意味での文学の一部であることを、強くアピー

ルしよう。数学の証明や、科学的仮説とは違って、哲学的議論は自己表現の

手段になりうる。また、学術論文のスタイルだけが哲学的議論の表現法だと

いう観念も捨て去った方がよい。哲学の歴史には、じつにさまざまなスタイ

ルの哲学的テキストが存在する。新しいスタイルの哲学テキストを受け入れ

るだけの柔軟さを学会に期待したいものである。
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