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キリスト教学研究室紀要 

第 4 号 2016 年 3 月 125~132頁 

 

学会報告：北米哲学的解釈学協会 

(North American Society for Philosophical Hermeneutics: NASPH) 

岡田勇督 

【概要】 

 2015年の 9月 17日から 19日にかけて、アメリカは東部のペンシルヴァニア州フィラデ

ルフィアにおいて、北米哲学的解釈学協会 (North American Society for Philosophical 

Hermeneutics, 以下NASPH)の学術大会が執り行われた。同協会のウェブサイト(nasph.org)

によれば、NASPH は「哲学的解釈学の起源とその展望に焦点をあわせた対話を促進する」

ということを意図に、2005年に設立された学会組織である。「哲学的解釈学」において主に

念頭に置かれているのはハンス=ゲオルク・ガダマー(Hans-Georg Gadamer, 1900-2002)の

解釈学の思想であり、世界的に見て現在ガダマー研究が最も盛んなアメリカにおいて、同

協会は研究成果の発表、研究者同士の交流の場を提供し続けている。本年度は同協会が設

立され、年一回の学術大会を開催するようになってから 10周年にあたり、通常よりプログ

ラムの量が増やされて開催されることとなった。本報告では、今回の学術大会を報告する

ことによって英語圏を中心としたガダマー・解釈学の研究における最新の動向を探ること

を試みる。 

 

【プログラム】 

 2015年の学術大会のプログラムは以下のような構成となっていた(休憩など、内容に関係

のない項目は省略)。なお、全体の参加人数は 40-50 人ほどであった。また、タイトルや大

学名は日本語に直したが、発表者の人名は検索の便宜などから英語のままにしてある。 

 

北米哲学的解釈学協会 十周年記念大会 9月 17-19日 2015年 

於：Society Hill Sheraton, フィラデルフィア 開催：ヴィラノヴァ大学 

 

2015年 9月 17日(木) 

開会・案内 

1. Joseph Francis Gruber フォーダム大学(アメリカ) 

「解釈学、プラトン主義、形而上学――パレイゾンとガダマー」 

司会・コメント：Robert Valgenti, レバノン・バレー・カレッジ(アメリカ) 

 

 Richard Palmer 追悼セッション 
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報告者・司会：Lawrence Schmidt, ヘンドリクス・カレッジ(アメリカ) 

 

2. John Arthos, インディアナ大学(アメリカ) 

「ガダマーのラディカリティ」 

司会：Kristi Sweet, テキサス A&M 大学(アメリカ) 

 

3. 招待講演 Maria Acosta, デポール大学(アメリカ) 

「批判としての存在論――ジャン＝リュック・ナンシーの無為の共同体」 

司会：Ian Maley, ヴィラノヴァ大学(アメリカ) 

 

2015年 9月 18日(金) 

4. Alessio Rotundo, デュケイン大学(アメリカ) 

「先入見と体験――将来についての解釈学的理論の問題」 

司会：Kathleen Wright, ハバフォード・カレッジ(アメリカ) 

 

招待講演 

5. Niall Keane, リムリック大学(アイルランド) 

「拡張し行く解釈学の境界――詩的経験・自然、聖なるもの」 

司会：John Rose, ガウチャー・カレッジ(アメリカ) 

 

6. Monica Vilhauer, ロアノーク・カレッジ(アメリカ) 

  「遊びの言語的・非言語的形式――理解のプロセスにおける言葉と身体」 

司会：Benjamin Crowe, ユタ大学(アメリカ) 

 

7. David Vessey, グランド・バレー州立大学(アメリカ) 

「ガダマー、マッキンタイア、道徳知(Phronesis)と哲学的教育の実践」 

司会：Lawrence Schmidt, ヘンドリクス・カレッジ(アメリカ) 

 

● メインパネル 「解釈学の(諸)将来」 

Fred Dallmayr ノートルダム大学(アメリカ) 

Lauren Barthhold, ゴードン・カレッジ(アメリカ) 

John Caputo, ヴィラノヴァ大学・シラキュース大学(アメリカ) 

Georgia Warnke, カリフォルニア大学リバーサイド校(アメリカ) 

司会：James Risser シアトル大学(アメリカ) 

 

2015年 9月 19日(土) 
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8. Nicholas Davey, ダンディー大学(イギリス) 

「実践の解釈学――参与の認識論にむけて」 

司会：P. Christopher Smith, マサチューセッツ大学ローウェル校 

(アメリカ) 

 

招待講演 

9. Rovert Dostal, ブリンマー・カレッジ(アメリカ) 

「ガダマー・カント・啓蒙」 

司会：Daniel Tate セント・ボナヴェンチャー大学(アメリカ) 

 

10. Cynthia Nielsen ダラス大学(アメリカ) 

「ガダマーにおける芸術の出来事、他者、ジェスチャー 

――アヴァンギャルド・ジャズのガダマー的なアプローチへ向けて」 

司会：Nancy Moules カルガリー大学(カナダ) 

 

11. Gaetano Chiurazzi, トリノ大学(イタリア) 

「根源的理解」(Radical Understanding) 

司会：Kristin Gjesdal テンプル大学(アメリカ) 

 

● 基調講演 

John Sallis ボストン・カレッジ(アメリカ) 

「場を可能にする空間の解釈学」(Hermeneutics of Enchorial Space) 

司会：Walter Brogan ヴィラノヴァ大学(アメリカ) 

 

内容の内訳は、完全原稿の査読を受けた個人発表が 8 つ、招待講演が 3 つ、追悼セッシ

ョン、メインパネル、講演がそれぞれ一つずつとなっている。持ち時間に関しては、個人

発表は 30 分発表、30 分質疑の計 60 分、招待講演は 45 分発表、30 分質疑の計 75 分とな

っており、十分に確保された質疑の時間の中で濃密な議論が交わされた。 

 プログラムを概観すると、一つ特徴として浮かび上がってくるのは参加者の国籍であろ

う。NASPHはその名前からもわかるように北米、特にアメリカを中心として運営されてい

る組織であり、参加者もアメリカからの研究者が大多数を占めているが、今回はそのほか

にもイギリス、カナダ、アイルランド、イタリアなどからの参加者が名を連ねている(これ

に加えて報告者の日本も加えることができる)。英語圏を中心として、ガダマーや解釈学の

研究がなされている国の研究者が集う場所として、NASPHは解釈学研究の国際的な拠点と

しての役割を担っているということができるであろう。ただし、例えばドイツからの参加

者は今回姿を見せていない。これに関する理由は後述しよう。また、解釈学研究のもう一
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つの大きなグループとしてスペイン語圏が挙げられるが、ここからの研究者も今回は発表

者のなかに見られなかった。 

 

【個人発表・招待講演】 

 発表の内容に関していえば、個人発表と招待講演の計 11個の発表は大きく分けて以下の

ように分類することができるであろう。 

 

(a) ガダマーと他の思想家とのつながり 1, 7, 9 

(b) ガダマーの思想・解釈学の応用 2, 8, 10, 11 

(c) 解釈学と緩やかにつながる大陸哲学 3, 5 

(d) ガダマーの体系内での専門研究 4, 6 

 

(a) 「ガダマーと他の思想家とのつながり」に関する発表では、ガダマーの解釈学がその

周辺の思想家との関連・比較などにおいて論じられた。例えば 1 の「ガダマーとパレイゾ

ン」に関する発表では、最近完成したパレイゾン(Luigi Pareyson, 1918-1991)の『真理と解

釈』(Verità e interpretazione, 1971)の英訳をもとに、ガダマーとパレイゾンに見られるプラ

トン主義、新プラトン主義への評価、またそこに現われる一と多の関係などが比較を経て

明らかにされた。『真理と解釈』の訳者の一人にしてこの発表の司会を務めた Valgenti氏に

よれば、アメリカでも近年イタリア思想への関心が高まっているらしく、そのあたりの事

情は日本の思想研究と軌を一にしていると思われる。特にパレイゾンから現在活躍中のジ

ャンニ・ヴァッティモ(Gianni Vattimo, 1936-)に至るトリノ大学の解釈学の系譜は、イタリ

アにおける解釈学研究の中心的拠点を成しており、今回の学術大会ではヴァッティモの弟

子筋にあたる Chiurazzi 氏も発表者として参加している(11)。イタリアは世界的に見ても解

釈学研究の盛んな国であり、現代思想の趨勢とも重ね合わせて注目すべき国であると言え

よう。 

(b) 「ガダマーの思想・解釈学の応用」についての発表はいわゆる応用解釈学(applied 

hermeneutics)と呼ばれるもので、解釈学の思考・体系を他の分野での考察に用いることを

試みるものである。例えば 2は教育における論考で、他者への「開かれ」(Offenheit, openness)

の思想に内在するガダマーの思想のラディカリティを明らかにしようとしたものである。

また 10はガダマーの美学における「遊び」(Spiel, play)の概念をアヴァンギャルド・ジャズ

へと適用することで、ガダマーの思想の妥当性を探ろうと試みる。タイトルとは裏腹に、

ガダマーの美学と解釈学の要諦をおさえるという堅実さを見せながら、その新しい可能性

を探求する優れた発表だったと言える。 

(c) 「解釈学と緩やかにつながる大陸哲学」は 3, 5の両方が招待講演であり、その扱う対

象はガダマーや解釈学に必ずしもとらわれない自由なものだった。3 ではジャン=リュッ

ク・ナンシー(Jean-Luc Nancy, 1940-)に関する専門的な発表がなされ、5においてはハイデ
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ガーのヘルダーリン論などを中心に、詩人の経験から自然を介して聖なるものへと到る解

釈学の可能性が論じられた。 

(d) 「ガダマーの体系内での専門研究」では、外部の視点が含まれつつも、ガダマーに関

する比較的純粋で立ち入った発表がなされた。4ではガダマーのディルタイに対する評価な

どから、両者における先入見と体験の概念が洗い直された。 6 では「理解されうる存在は

言語である」に代表されるような、理解におけるガダマーの言語的な要素への偏重に対し

て、ジェスチャーなどの非言語的要素に光を当てることによって批判を遂行する試みが見

られた。批判的であるだけに多くの意見も寄せられたが、これらの発表は研究者たちの先

入見を暴くという解釈学的な意味でも実りのある発表であったと言えるであろう。 

 

【メインパネル・基調講演】 

メインパネルは「解釈学の(諸)将来」(The Future(s) of Hermeneutics)という題で、4人の

研究者が登壇しスピーチを行った。司会者を含め、4人とも解釈学やその周辺の研究領域に

おいて多くの業績を残している研究者であり、NASPH の 10 年の節目において将来を語る

にふさわしい顔ぶれであると言える。 

最初の話し手として登場したのは Fred Dallmayrである。彼は政治学と哲学の境界におい

て今もなお活躍する研究者であり、日本語でも『オリエンタリズムを超えて―東洋と西洋

の知的対決と融合への道』(片岡幸彦(訳)、新評論、2001)などの翻訳がなされている。彼は

まず解釈学の現状について触れた。解釈学という学問はシュライアマハーから始まり、デ

ィルタイ、ハイデガー、ガダマーとドイツの思想家によって育成されてきた思想の系譜と

いうことができるが、その解釈学は「ドイツでは実質死んでしまった」(practically dead in 

Germany)というのが現状であると彼は述べる。ガダマーが哲学の教授を務めたハイデルベ

ルク大学においても解釈学の講座や研究所は存在しておらず、彼によればハイデガーの思

想も程度の差はあれ、ある種のタブーとされている感がある。Dallmayr 自身は口にしなか

ったが、この背景としては最近刊行されたハイデガーの『黒ノート』に関する問題などが

念頭に置かれているのであろう。そして Dallmayr はこれに代って、現在私たちが置かれて

いるグローバル化という状況に視線を移す。この中にあって、ある一つの価値観を他に押

し付けるようなオリエンタリズムに陥ることがないように、他者に開かれた対話を是とす

る解釈学がどのような潜在力を発揮できるかを問わなければならない。全体としてみると、

Dallmayr 自身が意識していたかは分からないが、彼の発表では古巣のドイツから出発し、

他の文明との対話を開始する解釈学の過去と将来が描き出されていたように思われる。 

 パネル発表の二番手は Georgia Warnke。ガダマーに関する専門的な研究書で外国語から

日本語に訳されているものはほぼ皆無といってもいいくらいだが、その貴重な例外となっ

ているのが彼女の『ガダマーの世界―解釈学の射程』(佐々木一也(訳)、紀伊國屋書店、2000.)

であろう。またこれとは別に『正義と解釈』(有賀誠(訳)、昭和堂、2002)などの邦訳も出さ

れており、日本語の研究圏にとっても身近な存在の研究者ということができる。Warnkeは



130 

 

まず、みずからが編集を務め、2016 年に出版予定の寄稿論集 Inheriting Gadamer: New 

Directions in Philosophical Hermeneutics(Edinburgh University Press)の編集作業とそこに

収録される論文の内容を概観し、解釈学の将来を考えるために「ガダマーの衣鉢を継ぐ」

(Inheriting Gadamer)作業の一端を披露する。この寄稿論集の特徴は、応用解釈学の側面を

前面に押し出すことによって、ガダマー解釈学の地平を他分野へと拡張する点にあると思

われる。もちろん狭義の西洋哲学の範疇に収まる論考もここには収録されているが、目次

ではガンジーの名や、医学、バイオ・テクノロジーなどの語が一際目を引く。解釈学を起

点にして広範な分野へと接続が可能なのも、英語圏の解釈学研究の一つの特徴ということ

ができるかもしれない。そしてWarnkeは、ガダマー研究から始まり政治、人種、性などの

問題へと解釈学の立場からアプローチする自らの研究遍歴を辿ったうえで、自らが解釈学

から学んだことを三つ――知的謙虚さは美徳であること、解釈を伴う対話に真剣に従事す

ること、対話の相手に対する根本的な開かれを堅持すること、の三つ――に総括した。 

 三番目に発表を行ったのは John Caputoである。彼は『デリダとの対話―脱構築入門』(高

橋、黒田、衣笠、胡屋(訳)、法政大学出版局、2004)の邦訳があるように、デリダの研究者

として知られている側面があるが、彼の初期の著作であるRadical Hermeneutics: Repetition, 

Deconstruction, and the Hermeneutic Project (Indiana University Press, 1987)のように、自

らの立場を広義の解釈学としている。近年は特に宗教哲学や神学の分野に力を入れており、

解釈学やデリダの脱構築の議論を応用して「弱い神学」(Weak Theology)の立場を発展させ

ている。Caputoの発表は、彼の立場である「ラディカルな解釈学」(Radical hermeneutics)

から始まり、ガダマーのような解釈学の思想をデリダの脱構築と出会う地点にまで推し進

めなければならないという主張がなされた。その上で、彼は大物たち亡き後のフランスに

おいても大陸系の哲学が不振であることを前提としたうえで、分析哲学に代る選択肢とし

ての大陸哲学がどのような将来を期待できるかを模索する。具体的な例として彼が取り上

げたのは情報技術やロボティクスの問題であった。人間の知能がどこまでプログラム化可

能なのかという問いに対して、その限界に位置しているのが情報の一義性を通り抜けて新

しいものを生み出す「解釈」の潜在能力であるとし、彼はそのようにして解釈学の今後の

可能性の一端を示すことを試みた。 

 パネルディスカッションの最後を飾るのは Lauren Bartholdである。彼女の仕事は日本語

に紹介されてはいないものの、Georgia Warnkeと同じく解釈学からキャリアを始め(リチャ

ード・バーンスタインのもとで学位を取得)、ジェンダー研究などへと活動範囲を広げてい

る研究者である。彼女は解釈学を本質的に実践的な学問として位置づけ、解釈学が今後必

要とされるであろう四つの分野を簡単に概観する。第一の分野は人種、性、ジェンダーな

どによって担い手が多様化する哲学の環境であり、ここでは間主観的な相互解釈が機能す

る。第二は教育や社会的・政治的なコンテクストなどの場面であり、専制的な形において

ではなく対話をもとにした関係構築が求められる。第三に、第二とつながる部分もあるが、

大学の教育・研究の場にとってのリベラル・アーツ。そして第四に、近年その重要性と注
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目度を増している公共哲学が挙げられ、そこにおいて解釈学が持つ潜在能力が指摘された。

そして Barthold は、これらの実践志向的な解釈学の方向性に対して起こり得る二つの懸念

を取りあげ、それに対する応答で議論を結ぶ。第一の懸念は、実践的な方向性に対して理

論的な側面、特に古典的なテクストにじっくり向かい合って、その解釈に取り組むという

営みが必要なのではないかというものであり、Bartholdはこの側面の重要性を完全に承認し

たうえで、実践の側に強調点を置く選択をする。そして第二の懸念は、これは必ずしもこ

のパネル発表に限られるものではないが、思想界全体に見られる「天才欠如」の状況であ

り、時代をけん引する大きな思想家がいないことを嘆くものである。Bartholdはこのような

状況が哲学という学問にとって何かおかしなことが起こっているわけではなく、むしろ天

才が存在しなければ哲学は立ち行かないという考えそのものに問題があるのではないかと

問いを切り返した。 

 

紙幅の関係上、パネル後の質疑や議論はここに詳細を述べることができないが、議論は

基本的に 4 人の進んでいった線を辿っていったと言える。今回のパネルを貫く軸を報告者

が見いだすとするのであれば、(1) 分析哲学や情報・ロボティクスなど、伝統的な大陸哲学

が向かい合わなければならない対話相手や問題を前にした〈解釈学の困難な現状〉と、(2) ガ

ダマーの哲学的解釈学を地盤として多方面へと展開する応用解釈学への期待に託された

〈解釈学の可能な将来〉が交錯する内容になっていたということができるであろう。 

 

基調講演「場を可能にする空間の解釈学」(Hermeneutics of Enchorial Space)は John Sallis

によって行われた。Sallis に関しては『翻訳について』(西山達也(訳)、月曜社、2013)の邦

訳があるとはいえ、その精力的な著作活動は日本においてはあまり知られていない。研究

の領域は古代哲学、構想力などに関わる美学、ドイツ観念論などの大陸哲学のほか多岐に

わたるが、今回の講演はこれらのなかでも Sallisが繰り返しテーマとして取り上げるプラト

ンの場(コーラ)論が扱われた。空間(仮に空間 1 とする)を「現われているものとともにそこ
、、

にあるもの」として規定すると、定義にあたる説明のなかに既に空間(空間 2)が前提とされ

ていなければならないという循環が生じていることがわかる。Sallisはこの規定される空間

1と規定する空間 2を区別し、後者を「場(コーラ)を可能にする空間」(enchorial space)とし

て、プラトンの『ティマイオス』を議論の中心に据えつつ、その正体に迫ることを試みた。

内容としては解釈学に直接関わるものではなかったが、その興味深い論の筋立てや、プラ

トンまで遡って思索をくみ上げてくる姿勢などは、プラトンのこよなき愛好者であったガ

ダマーの精神に基づいた学会の講演にふさわしいものであった。 

 

【全体を通しての所感】 

 最後に、今回の学会を通しての報告者の所感をもって結びにかえることとしたい。 

 発表や質疑を聞く中で報告者が感じたのは、そこで行われている議論の濃さであった。
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個人発表はほとんどの原稿が事前にウェブサイトにアップされており、議論を活発にする

ためにも事前に読んでくることが推奨されていたが、招待講演やパネル、基調講演などで

は原稿やレジュメはほとんど配られることがなかった。しかし、それでも質疑の時間には

多くの質問や議論が飛び交う。これもひとえに、ほとんどの前提を共有したうえで議論を

行うことができる専門学会としての特徴であり、強みであるということができるであろう。

たしかに、時には本筋から外れた議論へと迷い込むこともあるが、30 分用意されている質

疑の時間の中では、そのような無駄な時間も全体の一部分にすぎない。ふんだんに設けら

れた時間があるところでは、質問の妥当性などを懸念することなく議論を活性化すること

ができる。このように、ある程度の数の研究者が前提を共有したうえで議論を十分に行う

ことのできる環境は、「ガダマー」や「解釈学」などに関する専門学会が存在していない日

本の研究者にとって、非常に有意義なものであると言えるであろう。アメリカ以外の国に

おいても状況は似通っており、このような環境の確保のためにも国際的に開かれている学

会の存在は重要な位置を占めている。 

 また、今回の学会では女性研究者の活躍が目立った。質疑などにも活発に参加するとい

った報告者の主観的な印象にとどまらず、11 個の個人発表・招待講演のうち、発表者と司

会を含めて女性は 6 つの発表に関わっている。また、メインパネルではパネリストの半数

は女性である。これは Georgia Warnkeのように、アメリカにおけるガダマーや解釈学の研

究を初期から支えてきた女性研究者の努力によるものと思われるが、はたして日本の学会

ではどうであろうか。 

 そして、今回の学会に全体として漂っていた雰囲気として、解釈学のみならず大陸系の

思想全体が岐路に立っているという実感が挙げられるであろう。「解釈学の(諸)将来」に関

するパネルにおいて、Dallmayr が部分的に指摘していたように、分析哲学がドイツなどの

老舗においても影響力をもち始め、相対的に大陸系の思想が退潮しているのではないかと

いう意識が多くの参加者に共有されていた。イタリアから来た Chiurazzi氏によれば、既述

のように、トリノ大学はパレイゾン、ヴァッティモと解釈学研究の伝統をはぐくんできた

ものの、そこにおいても分析哲学の影響力が次第に増しており、解釈学の研究者は次第に

減ってきているのだという。もちろん、分析哲学の興隆はそれ自体においては全くネガテ

ィヴなことではない。むしろ思想における多様な可能性を開くものとして、解釈学の研究

に携わるものにとっても、それは開かれた対話を実現するべき相手とも言えるのかもしれ

ない。しかし、絶え間なく変動してゆく思想の地図において、解釈学や大陸系の思想が今

までの伝統を受け継ぎつつ新しい将来を模索しなければならないという課題を背負ってい

ることには変りがないであろう。今回の学会は、そのために「解釈学の(諸)将来」を問うた。

それでは、実際にこの場で問われたことが、解釈学にとって、もしくは哲学そのものにと

ってどのような意味をもっているのだろうか。その問いに対しては、「時代の隔たり」を経

た歴史のみが答えを与えてくれるであろう。 


