第 7 回 TAE(Thinking At the Edge)シンポジウム(2021.3.15

オンライン開催)

後日対談:TAE をつながりの要として
シンポジウムでの発表と、開催後、参加者から寄せられたコメントをふまえ、３人の講演者(村里忠
之先生、末武康弘先生、諸富祥彦先生)に、TAE 研究会の得丸智子が加わり、対談をおこない
ました。その内容を掲載します。 （2021 年 3 月 30 日 ZOOM 実施）

得丸

シンポジウムの際にはお忙しいところご参加いただき、ありがとうございました。あ

れから早くも半月たちました。特に学校関係の仕事は、4 月 1 日に向けて忙しくしていらっ
しゃると思いますけれども、今日は参加者の声にいろいろコメントもいただいていますの
で、よろしくお願いします。では、あの、最初に村里先生に何か、全体について何かご発言
いただいてよろしいでしょうか。
村里

去年に続いて、TAE の得丸さん主催のシンポジウムがズームでやれたということで、

参加者の中にもズームだから遠方から参加できたという声があったりして、これはこれで
一つの新しい枠なんだなあと思って。あの、まあ、形式とかはそんなに違っているわけでな
くても、雰囲気は随分違うかなという印象があって、まあ、これが新しい何か、なんだろう、
ディスカッションとかコミュニケーションとか、そういうものを生み出す総合的な場にな
るかもしれないという、予感みたいなのを感じたというのが一つ言いたいですね。僕は話を
させていただいたんだけど、僕の話は全体の中では、特別講演として、一つ浮いた形になっ
ていたんだけど、ああいう浮き方も悪くなかったかなと、みなさんの事後の反応を見ている
と、それなりに関心もっていただいたみたいなので、それはそれで意味がなくもなかったか
なあという気がして。僕は発信者として、得丸さんの普及という方向とは違った、僕の中で、
TAE ってなんなんだろうと考えているというのと、それと最近、年（歳）をとっているのも
一つ大きいんだけど、このところ、ずっと難しい哲学関係の本を一人や別のグループで読ん
でいる。やってきたのは、西田（幾多郎）
、西谷（啓治）という系列ですね、これが大きい
という気がして、それからジェンドリンですね、それから道元も、僕ががんになってから病
床で読み始めて、数人で、これが数年間続いている。4 年ぐらい続いているのかな。これも
僕の中で交差する。なぜ、これを選んだのかなというと、自分でもわかっていない理由が潜
んでいて、だから交差が可能なのかなあと続いている。最近ではファントム理論の安永浩の
言っていることが本当にジェンドリンとも交差しうるような、枠組みとか掘り下げの形を
持っていて、これが、ですね、新しい世界のなんだろう、自己記述というんですか、そうい
う流れになりうる可能性もあるのかあという感じと、これまでいろんなことをいろんな人
たちが言ってきて、ばらけていたのが、そろそろ収束しつつあるのかなあ、世界は。その収
束後にはグローバル化の良い面が出ていて、世界には収束の兆しが出ている。グローバルの、
1

何であれ、どんな文化であれ、そのへんはベースは同じ、いろんなものが交差される可能性
が強まっている。それって、新しくこれまでの宗派みたいな宗教性でなくて、倫理と哲学と
宗教というのが一つになった新しい人間の内省の形ができてきたら、もしかして、できてき
たら、世の中、うまくいく方向が少し芽生えるのかなあというそんな感じもしているんです。
そういう流れの中で、この得丸さんの TAE のシンポジウムが僕には 3 分の 1 ぐらいかぶっ
てきている、そんな印象で参加させてもらったし、他の参加者と僕の関心は離れているとこ
ろもあるんだけど、共通しているのは何かというと、自分の言葉で生き生き語るということ
が、みんなの中で共通している、形式とか、客観的ではなくて、みんな自分の言葉を持てた
らうれしいな、というか、元気になる、そういう方向性がこのシンポジウムには出てきてい
る、一つの特徴かなと、僕は感じられる、感じられたという気がします。そんなこと言って
おきたい気がします。
得丸

ありがとうございます。なんか、すごく明るいコメントをいただいて。私たちのシン

ポジウムがそのことにどれくらい貢献できているかは、わからないですけれども。そうです
ね、ジェンドリンが目ざしたところっていうのがそういうところかなという、やっぱり、そ
こにひかれた人間がなんとなく TAE に集まっていて、自分が何をすればいいかわからない
けれど、ステップがあるから、とりあえず、1，2、3、4、5，6，7，8 とやってきている。そ
んな感じが私はしています。ありがとうございます。
村里

あのね、ちょっとだけ言わせてもらえば、あの TAE には社会的目的があるとジェンド

リンは言っているじゃない。そのことと、参加されたみなさん、発表されたみなさんが自信
をもってそうだと言えないけど、決してそれは、そういう方向性は否定しないというか、そ
うなれたら本当にうれしいなという、そんな雰囲気はあるんですよ。だから、ジェンドリン
の目標をね、このシンポジウムってさ、無視していないというか、参加し始めている、でき
たらいいなみたいな。
得丸

そうですね。だったらいいなあみたいな。そうですね。そんなふうに言っていただけ

ると嬉しいです。ありがとうございます。では、次に末武先生の何かコメントをいただけた
らと思いますけど、よろしくお願いします。
末武

はい、こんばんは。シンポジウムお疲れさまでした。私もお邪魔させていただきまし

て。昨年は、別の仕事と重なって参加できませんでしたので、2 年ぶりですか、参加しまし
た。法政の暗在性哲学と質的研究の会が 100 回ということで、あまり記録とかを丹念につけ
ていたわけでないですけど、各回の案内を 102 回分の発表のタイトル、だれが何を発表した
のかということを、ざっと振り返ってみて、ああこの時期に、こういう人にこんな発表して
もらったんだな。この時期に得丸さんや村里さんはこういうことに関心をもっていて、こう
いう話をされたんだなということなどを、あらためて追体験といいますか、再確認するいい
機会になりました。それで、そうですね、あまり大それたことは言えないんですけど、今の
話にあった社会的な目的とか価値ということとの関連でいうと、そうですね、法政での会は
TAE だけに限らず、ある意味で広くゆるやかに質的研究ということと、ジェンドリン哲学が
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各人の研究や生き方とかと、直接的にしろ、間接的にしろ、意味とか関連を持てればという、
よく言えば緩やかな会、悪く言えば、あまりしまりのないといいますか、弛緩した緩やかな
会としてやってきたということでしょうか。それで、今の村里さんのお話や、得丸さんのコ
メントを聞いて、なぜか、ふと浮かんだのは、戦前、戦後の自らの言葉を切り開く教育の活
動としては、綴り方教育のことなんかが脳裏に浮かんだり、別の実践でもあの脳裏に浮かん
だんですけど――ちょっとそれは消えてしまいましたが――、たとえば一つの例として、綴
り方のこと。まあ、私も専門家でないので、たいしたことは言えないんですけど、戦局が悪
化するに従って、激しく弾圧されましたよね。綴り方教師そのものも官憲に逮捕されたり抑
圧されたりして、子どもたちが自らの体験を文章にするという活動も、根こそぎ葬られた。
法政でやっている会なんかは、TAE が弾圧されずにほかの方法論とか考え方と結びつきなが
ら、生き残っていくというか、そういうスタンスでやってきたのかなとか、という感じがし
ています。得丸さんの TAE 研究会、村里さんが個人的に、また少数の仲間の人たちと掘り下
げてやっておられるようなものと、かなり質が違うといいますか、そういう特徴をもってい
たのかな、といった連想がふと浮かんできました。ある意味で、ちょっと弛緩した、だれか
らもとがめられたり、なんといいますか、極端を指向していないような形の会をまあ適当に
やってきたのかなという感じもしています。そういう中で、三沢さんなんかには強い思い入
れをもって法政の会の事務的な仕事をしていただいていますし、今回、発表はかないません
でしたけど、小高さんのような人は法政の市ヶ谷の実験系の心理学と、TAE と双方に適当な
距離をとりながら博士の学位をとられ、ご自身の研究に生かしているような方もおられる。
TAE を直接的に間接的に生かしながら、ご自身の研究、仕事や活動に活かしている方たちも
おられるんですね。
村里

グループというものの性質は、割と緩やかなグループと、リジッドなグループがあっ

て、どっちも長所と短所がある。末武さんの場所は緩やかな、きれいな言葉を使えば寛容な
場として、開かれているという意味がとても大きいと僕は思いますね。希望すれば、だれで
も入ってこられるわけだし。まあ、そういうことに末武さんの人柄とかね、さっき緩いと言
われたけど、そういうのも僕はみんなが入ってきやすいと思いますね。
得丸

それとやっぱり、末武さんと諸富さんの所の、院生さんがあの会を支えてくださって

いて、その方たちいらっしゃらないと成立しない会ですので、やっぱり、末武さんと諸富さ
んの力が大きいと思いますね。そのことが、TAE というものがあるんだということ、あるも
ので、なくならない、ということを世の中に静かに宣言しているというか、公に宣言してい
る、という意味は私大きいなと思っています。実は暗在性の会の 100 回のお祝いをもっと盛
大に企画してもいいかなというふうに思っていて機会を逸してしまっているところがあっ
て。
村里

今度やりましょうよ。

得丸

それで急きょ、シンポジウムで末武さんに話題提供していただいて、と思って。やっ

ぱり、100 回ってすごいことですから。
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諸富

得丸さんのこの会も末武先生のあの会も本当に貴重なことをしているという気持ち

がいっぱいですね。僕も夜中にがばっと目がさめてユーチューブに残したんですけど、こん
なこと思いついて、ユーチューブに挙げたんですけど。大事にしたいことはジェンドリンに
しても私たちにしても一つではないか。それは自分のことばにならない暗黙のところで、で、
が大事、まだ言葉にならない内側の深いところで、暗黙のところで、まだ言葉にならないと
ころで、そこを場所としてものを考えるということだと思う、ひとことでいうと、私たちが
大事にしたいこと。どうやったら人に伝わるかなと思っていて。今のところ私が深夜で思い
ついた範囲でいうと、そこを場所として、ものを考えるということなのかな。私たちは、つ
い目の前にパターンがあるので、パターンに乗っかってものを考えるほうが楽なので、つい
それをやってしまう。少し遠くからみると、私たち自身がパターンにからめとられている。
自分でものを考えるつもりなんだけど、そうなっていない。そうならないにはどうしたらい
いかというと、用心深くパターンから一歩身をとどめて、内側の深いところ、言葉にならな
いところ、暗黙のところにとどまって、そこを場所として、ものを考えるということ。
一般的にカウンセリングとか傾聴は、話を聴いてもらってすっきりした、と理解されるこ
とが多い。そうじゃなくて、聴いてくれる人の存在によって、まだ言葉にならないところに
とどまってものを考える。私たちは内側の深いところ、暗黙のところ、そこにとどまっても
のを考える。そのためには、しっかりと聴いてくれる人の存在、しっかりと注意を集中して
聞いてくれる人がいて、深くものを考える。平たい言葉で言うなら、自分自身でものを考え
るということが可能になりうる。その一番パワフルな方法が、話を聴いてくれる人がいると
いうこと。話をしっかりと聴いてくれる人がいなければ、パターンにのっからないで、暗黙
のところにとどまって、ものを考えるということは、たいそう困難です。ひとりきりで、ワ
ークシートもなしで、暗黙のところにとどまってものを考えるのはたいそう、難しいことだ
ろうと思うんです。あえて私たちのチームという言い方をさせてもらえるなら、私たちのチ
ームが目指そうとしていることは、言葉にならないところで、そこを場所として、暗黙のと
ころで、そこを場所としてものを考えるということ、だと思うのです。それを可能にする方
法として、聴いてくれるというロジャーズ的アプローチは大きいことだし、ワークシートも
大きな意味をもつ。そういう流れのなかで、厳しめのコメントも寄せられた。あの指摘もも
っともだと。TAE をやらなければいけない意味をもっと明確にすべきだ。数量的なデータで
なく、ものごとを示すのはものすごく難しいじゃないですか。ロジャーズがやったことも、
ジェンドリンがやったことも意味を持つ。あの人が言ったことには意味がある。TAE でやっ
たこと、エビデンスを示すことが大事というが、目の前でリンゴが落ちるのが最大のエビデ
ンス、この前やったすべてにエビデンスがあると言える。そうはいっても、エビデンスはい
いことが起きることだと言っても、いわゆるエビデンスベースの人からは、こんなのエビデ
ンスでないと言われる。そのために、そういうのが際立つ発表も、わかりやすくいうと、エ
ビデンス、エビデンスしている発表もひとつ、ふたつほしかった。最後の山田さんの、言葉
でなくて、動きを使うというのがとても新鮮で、ジェンドリンがシンボルと言った中で、動
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き、ムーブメントを使ったのはあまりなかったので、ムーブメント使って博士論文というの
はとても斬新でパワフルで意味があると思っています。
得丸

ありがとうございます。たくさんのことを言ってくださって。寄せられたコメントに

ついては後でもう一度、話題にしたいと思いますので、先に、最初の方に言われたこと。肝
のところは、暗黙のところで、の「で」ですよね、そこを場所として、考えるということ。
諸富

はい。

村里

それは、西田の場所論って、そういうものだと思う。

諸富

「そこを場所として」という言い方はどうかなあ、と思って。

村里

ドイツ語で、ボーと言いますね。TAE というのをドイツ語でなるだけ使わないで、言

葉の今欠けているところ、これは、ジ、インプリシットだし、英語の訳語で使わないで。
「～
において」も西田はタームとして使う。
諸富

直感と言われたり、感情、感覚ですかと言われたりすると違ってくる。
「言葉になら

ないところを、場所として」ものを考えるという言い方をすると、ギリギリ伝わるかなとい
う感じなんです。
それと、もうひとつ、私は企業の商品開発などにも TAE を使ってほしい。暗黙からものを考
えないと新しいものはつくれないじゃないですか。たとえば風呂の掃除をしているときに
拭かなくても洗える商品を思いつく。たぶん、TAE をしていたのではと思うんです。何かで
きるという暗黙の予感に導かれて、10 年たって、ようやく、新しい風呂掃除の商品を思い
ついた。アインシュタインの相対性理論だって 20 年かかった。ソニーとか、ソフトバンク
の社員に学んでもらって商品開発に TAE を使うといいと思う。
村里

企業とやっていたのは清水博、彼が割と企業のバックアップでやっていたんです。そ

れに僕は清水博にジェンドリンのプロセスモデルを紹介したことがあって。僕と、ソニーだ
ったかホンダだったかの誰かに、僕を会わそうとした。とりまきが、えらい人じゃないとい
けないと言って、それはふさわしくないと実現しなかった。清水は西田の場所論を使ってい
たんですよ。そういうのが胎動というか、一つにはつながっていないけれど、そういう先進
的な動きがこれからも起きないとは限らない。そういうのとどうやって、つながっていくか、
とっても大事な話という気がする。
諸富

zoom だって、そうだけど、コロナがあって一気に広がった。何かニーズにつながれ

ば、一気にひろがる。
得丸

末武さんはいかがですか。その、場所の話のところで。

末武

あのジェンドリンが、IOFI（アイオブアイ）スペースという言い方をしたり、TAE の

ドイツ語は、いまだ言葉にならざるところでしたっけ、村里さんドイツの訳はなんですか。
村里

Wo noch Worte Fehlen。未だ言葉が欠けているところ、つまりジ、インプリシットで

すよ、まさに。これまで何人かの思索があるのだけど。これがばらけてしまうんですよ。ヴ
ィットゲンシュタインも晩年、心理学の哲学をやっている。それらがそろそろ集合しないと
だめでしょ。そうでないと人類困るでしょ。これまでの文化水準つくれないでしょ、潮がみ
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ちてきているように、みんながばらけるのではなく、一緒にならないといけない、コロナ禍
の窮状も、みんなが一緒にならないといけないという世界の運動のなんだろう、見えない潮
流がそこに来ている。旧制度はアメリカと中国が対立するみたいなんだけど、そうでなくて、
ひとつになる、一緒につくるというのをジェンドリンは予感していたような気がします。だ
から社会的目的があるという言い方をしていたという気がします。
諸富

企業で出世しそうな人が TAE で論文書いてくれれば。

末武

ないわけではないですけど。

諸富

学問、心理学にとじこめておくのがもったいないなあ。企業…。

得丸

さっき、諸富さんが言われた、そこを場所としてというところで、私、シンキングア

トジエッジの at の A を必ず大文字で書くんです。フォリオのジェンドリンの序文でもそう
なっている。ジェンドリンがそうしている。At の A が大文字だということは、
「エッジで」
の「で」
、それが大事だということなんじゃないかと思います。TAE のステップをふむこと
が TAE なのではなくて、エッジで考えるのが TAE なんですよ。TAE のステップというのはそ
のための、エッジで考えやすくするための工夫なんです。ジェンドリンのステップはその一
つの実例であって、だから私たちはいろんな工夫をすればいいわけで。共通しているのは、
エッジ「で」ということ。もう一つは考えるということ。感じるだけでなくて、考えること
ということ。TAE は頭で考えていいんですよ。頭もからだの一部だし、からだ全体を使うと
いうことで、頭を除く必要は全然なくて、からだを使うということなんですよ。だから、そ
の場所で考えるというのは、まさに TAE だなというふうに思います。メアリーも”lived
experience and knowledge”と言っている。経験と知識と両方。ジェンドリンのインプリシ
ットの哲学は、AI のことも説明できると思うんです。人間が AI をつくって、共に生きてい
くということ、なんかジェンドリンの哲学で説明可能なような気がしていて、理系の人にも
面白いんじゃないかなと思います。
村里

ハイデガーの哲学でも文系的に説明する流れが日本の中でも多いけど、そうじゃな

くて、人工知能と結びつけて説明する哲学者もいたんですよ。僕はそっちのほうに気持ちが
近くて。なんていうんだろ、やっぱりジェンドリンもメアリーも知的ですよ。知性は必要だ
し説明も必要なんだし、またより深いものと、ばらけちゃったり、つながらなかったり、切
断されている、そういう歴史を近代はつくってきたからね。そこはつながらないと始まらな
いということですよ。日本では幸い、身心一如という仏教の伝統もあった。でも、これが考
えるというところとは少し切り離されて受け止められているところがあって、でも、道元な
んか読むとつながっているんですよ。とても知的と言っていいようなところがある、そこを
もっとなんとういうかな、公式にというかな、あのこういうことが可能だよと、こういうふ
うにすれば、今までの近現代の問題が収束するような方向を見つける可能性が大いにある
よという、そういうところに TAE は関係していて、やはり、僕はそこにとても関心あるんで
すよ。やっぱり、みなさんのように戦略的に社会にというところを、実践的に僕はそういう
力はないんだけど、社会に関係しているような人たちの背後でものを考えるのは、とても大
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事。竹内敏晴もそうだったし、清水もそうだし、やっぱり、そういうことがバラバラに行わ
れていた。それが我々の世代とか、もうちょっと次の世代では一つの運動としてつながって
いくような可能性は、少なくとも可能性としては大いにある。得丸さんや諸富さんが具体的
に 1 歩を踏み出すというのかな、運動を展開するというのかな、そういうことに期待するっ
ていうか、ぜひぜひという感じ、何を僕は協力できるかなというそんな感じですけどね。
得丸

そうですね。それで、あの、諸富さんがちょっと触れてくださった、シンポの参加者

の声に投稿されているコメント、今、チャットに載せましたけど。エールを送ってくださっ
ているとも読めますけど、言い過ぎているのでないかと配慮しながら書いてくださってい
るんだけれども、厳しめのコメントですね。参加者の声にお答えするというのが今日の対談
のコンセプトでもあるので、いかがでしょうか。さっき、諸富さんは、目の前でいいことが
起きているのが何よりのエビデンスであって、TAE の発表は、少なくとも、参加者にとって
良いことが起きている、生き生きと語られている面はあったかなあということ、おっしゃっ
てくださったんですけど。こういうご意見に関していかがですか。
村里

僕、読み直したんだけど、やはりこの方がおっしゃっているのは、学会発表のイメー

ジというか、モデルをイメージしながら、そういうところまで達していないんではないかと
いう注文だと思う。そうかなと僕も思う。これが作品です、みたい感じでなくて。いろんな
発表に共通していたのは、形としての発表でなくて、形に至るまでの、たとえば、博論に至
るまでの、過程を示す発表がいくつかあった。これは通常の学会発表ではしない。きれいな
形を示してください、方法論も示してください。去年のシンポジウム後の対談で、高木さん
と一緒に話したときにも出てきた問題だけど、ジェンドリンの方法を使って、きれいな成果
を出しましたよと、いうのをイメージすると、ものたりないというご意見も、もっともだと
思うんですよ。僕が印象に残ったのは、プロセスが示されている、それも許可されている場
所なんだ、というのが、みなさんが生き生きしていた。広い意味では、自分が自分のことば
をもつということをいろんな方がいろんなレベルでやっていた。大事なのは、そうしたら、
自分がうれしくなった、力がわいてきた、それが諸富さんがいっている良いことを示すとい
うんですか、そういう実例なんだろうと思う。そのへんは、得丸さんはシンポジウムという
名前をつけているから、学会と名前をつけていないから。学会発表の場とは違うんだという
ことをもう少し明確に言われていいのかな。そもそも学会発表はそれほど意味あるのか、そ
ういうチャレンジをしてもいい。教育の問題で、子どもたちが教わったことを上手に配列す
れば点数がいい、うまくやればいい大学に入れる、そういう方向を変えなきゃいけないので
は？そういう時代が終わっていいという人が集まっていた。そこを明確に示していいと思
うし、まずはそういうことだと思うんです。
得丸

末武先生、いかがでしょうか。

末武

この方のコメントはそのまま、そういうご意見なんだなとそのまま受けとめていま

す。それで、直接のレスポンスにはならないかもしれませんが。さきほど、綴り方教育とは
別のもう一つの例、忘れていましたが、それは自由律俳句です。自由律俳句は自分の言葉を、
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季語とか、五七五にとらわれない、自らの身体の内側からの旋律で詠み上げるというもので
すが、その俳人たちの、全員でないですけど、少なくない人たちは軍国主義にからめとられ
てしまう、という結末だったみたいです。ですので、この方のコメントをあまり正確に理解
できていないかもしれないけど、社会的に認められるとか、学術的とかレベル、あるいは、
エビデンスとして認められるという形での言葉が必要ではないかということとして受けと
めると、そういう形で、ある種、鮮烈で自由な表現を型にはめていかざるをえない方向、そ
れが社会への適応とかで求められることなのかもしれない。そういう要求は、世間にも社会
にも学会にもありますので、そういうことに応えていかなくてはいけないのだろうか、と。
逆に、そういう声をまったく無視して、自分の体内から湧き上がる旋律とか激情を表現する
ことは、もっと大きな枠組みでの恐ろしいものに絡め取られていくことを歴史が示してい
るとしたら、TAE がどちらにもならないためにはどうしたらいいのかなと。それで、私たち
と一緒にやってくれる次の世代の人――年齢は関係ないんですけど――が必要なんだなと
感じました。
村里

つづり方教室はだれがやっていたのだったっけ、えっと。

末武、得丸
村里

無着成恭

つづりかた教室は、僕、若いときにちょっと調べたことがあって、あれはつぶされた

んです。つぶしたのは、朝日新聞のような左もまた右もよってたかってつぶしているんです。
そういうものに対するリスクを用心する必要はあると思います。結局、彼らが、つぶした側
の人たちは、外的な意味のある価値システムなんですよ、そういうところに行かないじゃな
いかという批判なんです。僕は外的価値基準は結局、人々を疲弊させて役に立たないと、人
間にとってね、そういうふうに思っている。そこを示していかないといけない。そういう意
味で、プロセスを示す発表も大事なんだけど、TAE というのは、発表する人が生き生きして
いるのではなくて、聞く方に響いてくるような、聴く方を生き生きさせるようなものを、何
かあなたたち作ってくれませんかと言われたとすれば、好意的な解釈だと思う。そこのとこ
ろ、足りないと思っている。意味のある戦略をつくっていかないといけない。それは反論す
る力、内側からつくりだしていくエネルギーとか、ダイナモとか、フェルトセンスとか、TAE
もジェンドリンがつくったパターン、仕組みだけど、もっと何があれば大丈夫かという仕組
みを増強させるというか増幅させるというか、戦略をつくることがとても大事な、歴史を生
きていくのに必要なことだと思う。
得丸

私は、このシンポジウムで、学会発表と同じことをしたいわけじゃないんです。学会

はたくさんあるのに、なぜ私が今さら、する必要があるんでしょうか。学会費もなく、学会
事務を担当する担当者もいない。学会じゃないんですから。このシンポはそういう学会を目
指していないので、ここで発表しても業績にはならないですよと皆さんに言っています。審
査もしていない。今まで発表をお断りしたことはない。できるところまでこの形で進めてい
こうかなと思っていて、そうすると、どんな形がいいのかなと。今回は、休み時間なし質疑
応答もなしで、適当に休憩してくださいとやった。もっと違うやり方もあったかなと思って
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いて。次はどんなやりかたがいいかなと思っているんですけど。こんな、学会ではないシン
ポジウムですが、もっとこうなればいいところの意見を、何かお考えがあればうかがいたい
と思うんですけど。今回の物足りなさを、次回はそうならないように、という意味も含めて。
何かお話いただけることはないでしょうか。
諸富

今のまま続けていかれればいいんじゃないですかね。とても、すばらしかったと思い

ますよ。
村里

コメントにも 2，3 こういうふうにしたら良かったというのがありましたね。

得丸

3 分前に鈴で合図してはどうかとかね。

村里

少しありましたね。そういうのは微調整というかな、あっていいけど。正味 2 時間で

したっけ。結局前も 2 時間でしたか。
得丸

前より 30 分長いんです。3 時間半かな、今年は。2 時から 5 時半になっちゃって。

村里

オンライン懇親会があったからね。あれもよかったというコメントありましたね。最

後ね。僕もずっと聴いていたんだけど、いちおう、最後まで休まずに聴けましたし、あのぐ
らい、みなさん、意外と聴くの大変だったと思うんですよ。一生懸命聴けば、結構大変だっ
たと思う。あの範囲なら聴けるのかな。ボリュームというか、テンポというか。そうそう、
コメントには、もう少しじっくり聴きたい話もあったという感想がありましたね。みんな 1
人 15 分でね。枠というのは必要で、それをどう生かすかは各自の工夫で、そこにも現れる
から、それはそれで良かったと僕は思います。もしかしたら、われわれ話題提供者も発表者
も 15 分の枠が同じだったのは、
ある意味で民主的で良かったのかなという気もしています。
みんなが公平感、そんな感じがあって良かったと僕は勝手に思ったんですけど、どうなんで
すかね。
得丸

最初は、A グループ、B グループと、同時並行で 2 本立てにしようと思っていたんで

す。でも 2 本にすると、片方しか聴けないということもありますし。ブレイクアウトルーム
で小グループに分かれてディスカッションするのも考えたんですけど、弊害があるみたい
で。もう一つは掲示板を走らせて、そこにどんどん、コメントを書いてもらうことも考えた
んですけど。でも、それも発表に集中できないし。まあ、何か、うん、何か、このズームの
時代にどうすれば、いいのか、もっと違うことができないかと思いながら。本当に準備の時
間ない中で。スタッフといってもほとんど私 1 人でやるので、いろいろやりきれなくて、掲
示板は最後まで迷ったんですけれども、リスクの方が大きいから一人ではやりきれないな
と思ってやめました。学会のように名簿があって、学会員が参加申し込みしているわけでは
ないので。実際のところはわからないので。
末武

その匿名での参加を認めるというのが、TAE シンポのよさですかね、特に終わったあ

とのコメントに関しては。
得丸

コメントもそうですし、参加中も画面にも顔を出さないし、名前の表示も求めないし、

わからないですよね。
末武

法政の会は、実名が原則です。SNS とかでのやりとりも、やっていませんので。難し
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いところですね。
得丸

開かれた活動でありたいと思っていて。それからやはり、今回も科研の研究あり、卒

論あり、趣味をテーマにしたものもありと、それらが同じ価値として並んでいるような世界。
これらが、TAE、エッジで考えるということだけを合い言葉にして集まっているのが、この
TAE シンポだと思うんですよ。自分が TAE を生かすことが何よりの TAE だと思うので。自分
が使ってみる、そうしたら、発見があったよ、楽しかったよ、と語り合える場にできたらい
いなあと思っているところです。
村里

それはそうなっていたんではないですか。

得丸

先生たちのお弟子さんたちの中で、こんな TAE やったよとかあれば、お願いします。

あと、趣味の TAE はもっとあっていいと思うんですよね、今回はマラソンひとつしかなく
て、残念だと思っていて。もっといろんなことを語り合える場を用意したいなと思っていま
す。本日は、お時間をいただき、夜遅くまで、ありがとうございました。最後に短く一言ず
ついただいて締めくくりたいんですけど、どなたからでも。お願いします。
諸富

いろんなものが急速に進展した。TAE もなんらかのビジネスとつながるといいなと思

っている。戦略的にビジネスにつながっていくといいと思う。TAE で生活を良くするものが
開発できると、ビジネスでも、メリットをもたらす。すると自然に TAE は広がると思う。
得丸

つながれるといいですよね。はい、ありがとうございます。末武さん、村里さんいか

がでしょうか。
末武

では、私から。最初に綴り方とか自由律俳句などの例を、あまり知りもせずに挙げま

したが、背景にある哲学や思想の強固さや、また柔軟さに不十分な点があったんじゃないか
という気もするんですよね。TAE にはプロセスモデルがある。また、その背景として、ロジ
ャーズ、ジェンドリンの哲学と実践がある、ということでしょうか。そこを揺るぎないもの
として据える、というところが、TAE の TAE ならではの場所を見つける一つの根拠といいま
すか、支柱になるのかなという気がしています。
得丸

ありがとうございます。私は、昔は、論理よりフェルトセンスが大事だよとジェンド

リンに言ってほしかったんですけど、論文を読んでも、そうは言ってくれてない。あくまで
も両方大事。相互作用させることが大事なんだと言う。それであるときから、これは、やっ
ぱり、そうなんだと思い始めて。今はその意味が以前よりはわかってきて。ジェンドリンは
譲らないですよね、フェルトセンスと論理、両方大切なんだって。戦略というか、わかりま
せんけれども、論理、哲学理論、本当にそれは大事なところだと思います。最後、村里さん
お願いします。
村里

戦略とは僕が言ったんだけど、僕は生きることはすべて戦略的でないといけないと

思っている。そうでないと、泣きをみるんですよ。後悔するの。愚痴をこぼすんだよ。それ
って、どうなんですかという感じが僕にはあって。だから、戦略的でなければいけないんで
すよ。フェルトセンス・身体知と論理が TAE の中核じゃないですか。フォーカシングは論理
が表に出てこない、それで OK になっているんですよ。それは心理療法から始まったから。
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論理にしなくてもいい。ジェンドリンは TAE をはっきりと分けていたんです。TAE で涙が出
たりしたら、ジェンドリンはあるワークショップでそういうのは、よそでやれ、フォーカシ
ングでやれと言っていた。フォーカシングと TAE を分けて考えていた。別にしたかったんだ
よね。その最大のものは論理だと思う。論理とはとても難しいんです。言語でいえば、ルー
ル。カントでさえも、論理を優先させたんだってね、誤謬をおかしたんだと僕は言ったんだ
けど、あのあともう 1 回振り返っていて、そういうふうに言い切るには注をつけないといけ
ないなという感じがあって。これはとっても大変だけど面白い。やっぱり、言葉をもって、
社会ルールの中でまじめに生きようとしている哲学者、みんなね、論理は不可欠ですよ。論
理を検討すること。さまざまの論理があるんですよ。さまざまの論理を徹底して検討してい
くと、どんな論理にいきつくか、われわれ人類は見えているかなあ。われわれ人類は見える
ところにいきつかなきゃいけない気がしている。一つに偏るのではなくてね、感情に偏るの
ではなく、身体にだけでもなく、頭に偏るのでもなくて、それらが全部こう、ヴィトゲンシ
ュタインも最初はね、確実なもの以外のものは切り捨てようとするんだけど、でも最終的に
は生活を大事にするわけですよ。
「とは言っても」といって、そこには中身がある、生活に
は中身があるというところにいきつくんですよ。これに関してはみなさん同意すると思う
んです。われわれの生活には中身がある。中身がなかったら、中身があるものにしようじゃ
ないか。TAE はそういうものに向けての戦略をその都度、練り上げていく必要がある。それ
は可能なんじゃないかという気がしている。要するに平和の論理は可能だということ。
得丸

なるほど、ちょっとつながりました。ビジネスとも。論理と生きること、これこそが

戦略だということ、つながりましたね。シンポジウム冒頭の特別講演とも首尾呼応した対談
になったと思います。では、これで、対談を終了させていただきます。どうもありがとうご
ざいました。
（以上）
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