アレントにおける誕生︑活動︑教育

世界への愛
−

明

著作の形成過程においてこの概念を破棄したと我々が結論づけ

春

ほじめに

ゴ大学において行われた講義﹁政治への導き︵訂可Oduc江On5．す

雲

今回は広い世界をあなたにお届けしたいのです︒やっとの

る︒このことを鑑みるに︑やはり﹃人間の条件﹄

PO家cs︶﹂にこの

出

ことで︑本当に最近になって︑私は世界を心より愛し始め

う︒本稿の課題は︑主に﹃人間の条件﹄

からこの世界愛という

いう概念が適秦低音として鳴り響いていると見なすべきであろ

には世界愛と

﹁世界愛﹂という嘗薙が確認できるからであ

ることは性急にすぎるであろう︒なぜなら︑一九六三年にシカ

ました︒今ようやく︑世界を愛することができるのです︒

﹁世界愛︵わヨOrM巨邑﹂と呼びたいと考えています侶︒

感謝の気持ちから︑今度の政治理論に関する私の作品を

を貫く主要関心を明らかにすることが必要である︒そこで我々

概念を析出することである畑︒そして︑そのためにはこの著作

はまずアレントが愛の問題に正面から取り組んだ著作であり︑

これは︑ハンナ・アレントが恩師カール・ヤスパースに宛て

た一九五五年八月六日付の番簡である︒ここで言われている

彼女の後の思想的枠組みの基礎とみなしうる学位論文﹃アウダ

の考

︵山九二九年︶㈲を概観し︑そこ

で彼女が見出した問題を視野に収めつつ︑﹃人間の条件﹄

スティヌスにおける愛の概念﹄

﹁今度の政治理論に関する私の作品﹂とは一九瓦八牛に公川さ

﹁世界愛﹂と表現されている︒そして︑翌年四月にはこの著作

れることになる﹃人間の条件篭のことを指しており︑それが

︵5．訂ac賢a︶﹂がシカゴ大学にお 察に移行することにする︒

いて開講されることになる︒だが︑それにもかかわらずアレン

のもととなる講義﹁活動的生

トは﹃人間の条件﹄においてこの﹁世界愛﹂という言葉を用い
て議論を展開することはなかった︒とは言っても︑アレントは
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l︑隣人の有意性

学位論文の序文では︑後々まで彼女の思想的関心を引きつけ
たテーマがすでに提示されている︒それは﹁隣人の有感椎

しかし︑この世界は被遣物たる人間の手によるものであり︑そ

﹁喪失の恐れ﹂

に脅かされることになる

に囚われ﹁自己喪失﹂

︵﹁P∽望︒

﹁欲求としての この自覚によって︑人間は本来的欲求対象たる神 ︵存在自体︶

はなく︑存在との関係に与っているだけに過ぎない﹂

であり︑此の世の存在者連は﹁被造物︵qeaど⊇︶﹂

に

れゆえ﹁．時的・時間的︵tempO邑︶﹂なものに過ぎず︑所有し
た瞬間に常に人々は

︵rだ00︶︒

﹁死によって不断に脅かされている

︵UPSic訂rFe己﹂

F貯ヂ豊︒現世的なものの移ろいやすさの故に︑そこに堀属

陥っている

︵兜町訂毒PNderN許訂ten︶﹂−人間が各々特興な個でありながら する者は﹁不確かさ

も︑他者との関係から免れえないという﹁逆説的な裡数性﹂−

このような現世の生は

にすぎず︑﹁存在者はどれも削られたもの﹂であり﹁存在自体で

生﹂昏idし

を廻る問いである︒アレントは︑時間的世弾からの超出という
題を絶えず視野に収めているアウダスティヌスを手掛かりとし

救済を欲求しっつも︑世界の内での人々の柊体的な出会いの問

この論文では︑まずアウダスティヌスの愛が

考察を進める︒

﹁至福の

に到達する︒神愛が欲求する至福の生

貫．訂mO邑sごを超克した
︵bea打二鼠．邑﹂︵i♂id．︶

生

であり︑欲求対象が非

≦．匡s︶︑又は死すべき隼

︵⊂rゴ

本来的であるならば﹁食欲︵2pi象訂s︶﹂であり︑本来的ならば

でもあ

﹁そこ

ヽヽ

であると同時に︑自ら

盲ぎ農事堅

でもある︒つまり︑それは

﹁絶対的未来﹂
の起源である﹁絶対的過去﹂

は硯憤を超えて臨むべき

ヽヽヽ

Fだ澄︶︒﹁存在を永速的なものとして捉えるなら︑時間的

であり︑同時にそこへ

︵saec已已已﹂ という意味での ﹁世界 ︵惑おit︶﹂ のことである︒

ヽヽ

る﹂

から︵罫苧苓へ基罵︶

﹁神愛 ︵c巴生首s︶﹂ である︒そして︑非本来的対象は

Fだ∽盟︒この世

在への関わりのうちで交換しうる﹂のであり︑﹁存在は過去の巌

在して世界を作り︑愛し始めることによってである﹂ ︵rだ駐︶︒

界となりえるのは︑人間が臼らの純粋な被造作に依存せず︑自

関する述懐︑﹁私が私自身にとって問題となった︵q亡aeS賢＝已E

アウダスティヌスを本来的欲求に叢し向けた友人の死の衝撃に

た ﹁習慣 ︵c昌SueどdO︶﹂ の領域である ︵﹁だ畠・盟︒﹁世罪が架
世ての眼界であり︑同時に極限の未来の限界でもある﹂︵ibidし︒

人間の﹁自発的行泡︵nOS冒さー∈旨裟eger︶﹂によって偶成され

界は神の創造した﹁天地︵cOe−亡metterra︶﹂と区別されており︑に存在するものにとって始まりと終わりは︑自らが由来する存

て構成される人間の世界として理解される﹂

その﹁世罪は宇宙︵芥OSmOS︶に対するものとして︑人々によっ

﹁槻l−t

特定のものに従って規産可能﹂

によれば︑﹁欲求はそれを衝き動かす㌣め対象として与えられた のぶ向であり︑その成就によって人間は﹁生きながらの死︵mO扇

愛︵巴nOrquaappe注ぎs︶﹂であることが指摘される︒アレンへ
トと転換する︒それは﹁創造者への岬避︵re旨eadCreatOrem
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スティヌスの欲求としての愛に認めているのであるが︑そこで

惟の自覚を契機として本来性へと跳躍するという構造をアウダ

訂cどssum︶﹂ほ︵HA−亡は︑変化を免れえない現世を超えた永 険悼も同時に指摘されている︒アレントは現世的なものの可死
以上のように︑世界は人間の手になるが故に時間的博さを免

遠の希求であると同時に︑自己の起源の探求を意味している︒

る︒こうした学位論文での考察から︑アレントは時間的存在者

は二別の現世的関わりに非本来性の熔印が押されることにな

二︑誕生︑そして世界への気遣い

間の本来的共同惟の探究という課題を引き受けることになる︒

れえず︑その喪失への恐れこそが人をして神愛へと改心させる

㌻邑﹂される手

それは︑現世

契機となる︒しかし︑アレントはここで﹁隣人の有意性﹂とい

のために﹁使桐

う問題をめぐって︑一つの障宵を見出しているひ
が至福の生の ﹁享受︿す邑﹂
段に過ぎず︑固有の意味を決して有しえないということである︒
アウダスティヌスの言葉を用いるのならば︑﹁我々はこの死すべ

の概念を開明するために︑まず学位論文を

の主要な問題関心を析出することに努め

通じて

﹁隣人の隣人としての意義﹂が解

問の営みが非本来的なものにほかならず︑我々の住む世界が

消されてしまうことに危険惟が見出されていた︒此の世での人

﹃人間の条件﹄

殿うのならば︑此の世を用いるぺきであって︑此の世を掌受し

では本来性への跳躍によって

た︒それは﹁隣人の有慮性﹂をめぐる閉館であるが︑学位論文

我々は﹁世界愛﹂

てはならない﹂㈱︒従って︑﹁私は他者を世界の内での鼻体的な

き様態の生において⁝⁝そこでこそ幸福になれる囲に帰ろうと

出会いにおいて愛するのではなく︑他者の内なるその被造惟を
愛する﹂にすぎないということになる︒結局︑﹁餐されるもの
のであり︑

その淵源を求めればプラトンの二陛界論にまで遡ることができ

我々にとってよそよそしいものとして現れているという状況︑

は誰も︑神への愛のための単なる契機でしかない﹂

﹁隣人の隣人としての意義﹂は失われ︑人間は鱒﹁孤立の内に

るであろうが︑アレントはこの動向が近代において頂点に達し

取り残される﹂ ことになる ︵rだ可？N︶︒アレントはこうした傾

向がアウダスティヌスの思想を全面的に預っているのではな

と呼称し︑﹃人間の条件﹄において議論すべき問題

たと考える︒アレントはこの動向を﹁世界疎外すOrE

を﹁今日の世界疎外︑すなわち地球から宇宙へのフライトと世

註en鼠呂

く︑﹁神の国﹂という﹁共同信仰︵cOヨ⊇亡ロis監es︶﹂における︑

﹁地の国﹂ の罪の共同性を退けた新たな共同体の設立可能性を
も指摘してはいる︒しかし︑救済に主軸が置かれるやいなや︑

としている︒本稿

にまで遡って跡づけることである﹂

界から自己自身へのフライトという二重のフライトをその根源

関頭で引用しておいたヤスパースへの番簡において︑アレント

︵HC⁚望

地の国であれ神の国であれ此の世の共同体は超魔されねばなら

ことになり︑﹁隣人の隣人としての意義﹂が失われるという稔

ないのであり︑世将における共同惟の固有の意味は再び捕らぐ

113

ものの︑人間の誕生は新しい省の到来と見なされうるという点

この誕生は人間を含むあらゆる生物を制約する事案である

は ﹁今回は広い世罪をあなたにお届けしたいのです︒やっとの
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
ことで︑本当に最近になって︑私は世界を心より愛し始めまし

︵na邑s︶﹂はすぺて過去に存在した人︑現在存在している人︑

で他の生物のそれと際立って異なっている︒﹁生まれ出づる者達

る∞

た︒今ようやく︑世界を愛することができるのです﹂満と披渡

ヽヽヽヽヽ

していた︒つまり︑﹃人間の条件﹄は世界疎外という状況の克服

にとって子供とは自らの櫓製であり︑椰族保存のための変換部

将来存正するであろう人と同じではない︒⁝方で︑他の動物連

品にすぎない︒彼らは自然の恒久的な循噂に融解しているので

を期して著されたものであり︑それゆえ世界における人間の営

ているのである︵﹃人間の条件﹄のドイツ語版のタイトルはその

問うこともなく︑﹁労働︵−註○き︑﹁消費﹂︑休息︑生殖を果て

あり︑誕生と死そしてその間に営まれる生の

みの諸相の系譜を辿り︑その根本を問い直すという道筋を辿っ

もととなった講義と同じ彗活動的生︵≦．訂ac昏a︶転である︶︒そ

に立ち返るアウダスティヌスの姿勢をアレントは高く評価する

て永遠への超出を志向しながらも︑絶えず隣人の有意性の問題

に多くを拠っている︒なぜなら︑この惨い世界からの救済とし

た概念であるが︑ここで貰う世界とは耐久性を有した人工物︵建

ことが可能である︒アレントにおける﹁世界﹂は多義性を備え

り返しに対して︑﹁世界﹂を﹁制作﹂するという仕方で対抗する

しなく繰り返すだけである︒しかし︑人間はこの果てしない繰

園性についても

して︑この著作は問題関心のみならず︑思考枠組みも学位論文

からである︒しかし︑アレントはもはや救済として世界からの

築物︑道具︑芸術作品等︶

のことである︒必ず﹁消費﹂を伴う

労働の産物とは輿なって︑基本的に﹁使用﹂に供される制作の

とさえある︒﹁世界の耐久性と相対的な永紙性が人間の現れと消

魔物榔は同一惟を保ち︑その制作者の寿命を超えて持続するこ

いて本来的な営みが可能となるのであろうか︒アレントは︑ア

︵宮ユE﹂という此の世的出来事への関

﹁自らが由来する存在

題出を選択することはできない︒ではいかにしてこの世界にお

への関わり﹂を﹁誕生

ウダスティヌスにおいて本来性を証する

また消え去った後にも存在し続けるであろう﹂

失とを可能にする︒世界は個人がそこに現れる前から存在し︑

も世界によって可能となっている︒﹁世界の諸物は人間の生を安

耐久性こそが人間の営みの基盤であり︑先の人間的な誕生理解

︵HC⁚笥︶︒この

る︒この誕生概念は世界愛と相互関係にあるものであり︑それ

わりへと変奏することによってそれを論じようとするのであ
を理解する上で決定的な役割を担っている︒そこでまずは﹃人

ことによって︑彼らの同一性すなわちアイデンティティを回復

質にもかかわらず︑同じ椅子︑同じ食単に関係づけられている

定化させる機能を持つ⁝⁝人々は絶えず変化するというその性

他者からの︑世界からの離脱を意味する死とは逆に︑誕生は

ておこう︒

間の条件﹄において誕生がどのように語られているかを確認し

他者との︑世界との関わりの始まりを告げる根源的経験であ
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することができる﹂︵HCこ∽ゴ︒人間は自然界の流動性から独立

深淵︵雪芦deprOP已︻旨︶﹂ごHC⁚苓−︶に直面し︑挫折せざる

ティヌスが言うところの

﹁人間そのものであるところの大きな

した世界の耐久性を自己理解の参照とするのである︒しかし︑

をえない︒アウグステイヌスにとってこの挫折は神の

︵讐a許︶﹂によって摂取されることによってのみ突破可能であ

﹁恩寵

その世界の耐久性も絶対的なものではなく︑いずれ消滅せぎる

ろう︒一方︑アレントにおいて︑この挫折の突破は他者との

をえない︒ここでの世界の位置づけは学位論文での考察が引き
継がれていることが確認できる︒従って︑アレントの苫う﹁世

に人々は活動へと促されるのである︒つまり︑誰性は﹁その人

﹁活動﹂を通じて可能とされるのであり︑しかもこの挫折ゆえ

が語る言葉と遂行する行為に暗示される﹂

界愛﹂とは少なくとも自らに先立って存在している世界を無批
る︒アウダスティヌスは世界での人間の生の基盤の拶さ故に︑

判に背走し︑そこに従属埋没することではないということにな

いとは輿なる︒なぜなら︑この親密な変わりにおいて﹁誰であ

−遥拝︶︒ただし︑この活動は親しき者達の間で営まれるつきあ

︵HC⁚

固有の自己を回復するために絶対的基盤を追求するに至った︒

るか﹂という問いは顕在化することがないからである︒一方︑

のみである

それに対してアレントは︑彼岸の絶対者ではなく︑此の世的な
出来事である誕生に焦点を当て︑それを通じて人々の間での交

異邦人の到来は常に既存の世界を動揺させるであろう︒その結

果︑人々はある共同体の構成員から個へと引き戻されることに

わりである﹁活動 ︵発雷n︶﹂を論じていく︒

であるなる︒
として到

﹁一つの新しい始まり﹂

人間は彼の現れに先立って存在する世界に誕生するのである
が︑その新たな者はまさに彼が

がゆえに︑他者の共同体における異邦人︵旨呂ger︶

一般に受け入れられていることを打ち破り︑非日常的なも

へと到達するのは活動の本性によ

の

る︒その場合︑一般的日常生活で黄葉とされるどのような

亭e邑︼﹂aOr已口胃y︶

来する︒そして︑その際に︑この新参者は旧来の他者連に次の
と︒この誰性は新参者であることに由来するその

ように聞い掛けられることになる︒﹁あなたは誰であるか
︵考FO︶ ？﹂

︵‡C⁚NO望︒

緊的であり︑唯叫のものだからである

ものももはやそうでなくなるのは︑存在するもの一切が特

﹁特異性︵邑quene乳﹂のことである︒しかし︑﹁その人

人の

その人の特質︑才能︑能力︑欠陥−﹂ ︵HC⁚−遥︶ である既存の

が ︵何 ︵宅Fat︶︶ であるかーその人が示したり隠したりできる

既存の世界の住人にとって新参者が異邦人であるのと同様

して現れる︒このように彼らが相互に新たな者として承認しあ

に︑新参者にとっても既存の世界の住人連はそれぞれ異邦人と

世界のコードでは︑他者の他者性を推し量ることはできない︒
これは自分自身では解答不可能であり︑その探求はアウグス

何性と誰性は質的に異なっているからである︒それどころか︑
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いに活動するのである︒

のであり︑既存の世界にはなかったその新しさを示すために互

うからこそ︑﹁経であるか？﹂と問い掛け合うことが可能になる

共同性が成立しているのは︑人工物により構成される静的な世界

ける共同性の意味を別棟するのである︒そして︑ここにおける

堀還ではなく︑他者との活動に求めることによって︑現世にお

と言われるところの動的な世界である︒

先に指摘したように︑アレントは学位論文での分析を引き継

︵HC⁚−缶︶

ではなく︑﹁人間関係の︵網の目二者ebごfh亡⊇呂re−a許nship︶﹂

ら存在していた人々の世界へ挿入する︒この挿人は第∴の

語り︑活動しっつ︑我々は自らを我々が世界に生まれる前か

﹁喪

誕生の如きもので︑そうして我々は誕生存在︵GebOrenSe5．︶ ぎ︑恒久的な自然と此の世での人間の生の基盤である世界を区

に︑滅びが宿命づけられている︒アウグステイヌスはこの

失の恐怖﹂ゆえに︑時間的肘界から題用し︑﹁創造者への帰還﹂

別する︒しかし︑この憤界は人間の手によるものであるが故

という救済を希求したのであるが︑それは世界内の共同存在を

という裸の事嚢を確証し︑いわばこの事実に対する資任を
とする他者の存在によって刺激されたものである︒⁝⁝そ

破棄する危険性を学んでいたのであった︒では︑絶対者を主題

自らに引き受ける︒⁝⁝この挿人は我々が仲間に加わろう
の衝動は︑我々が生まれたときに世界に持ち込んだ﹁始ま

しかし︑その特 のであろうか︒アレントは欝う︒﹁共通世界は︑それが公的に現

化することのないアレントはいかにして慎界の危機に取り組む

り﹂から生じている ︵HCこ恵もュ芦㍍−豊︒

新参者は新たな始まりを告げる存在であるけ

缶C⁚設︶︒アレントはあくまでも世界において他者連と活動す

ることを救済簡として撞示する︒そして︑門人間の条件﹄の第五

れている限りにのみ︑世代の流れを生き延びることができる﹂

噂﹁活動﹂の結論部では次のように潜られる︒

異惟は彼らが他者から離在しているならば︑あるいは既存の共
は既存の肘界に白らを異邦人として挿入する︑つまりは活動す

同体に従属埋没しているならば︑顕在化することはない︒それ
ることによって初めて証されるのである︒従って︑隣人の有意

ていた在り方が．且解体され︑相互に特異な個として応答し合

するものでは決してなく︑新たな者の到来によって自明祝され

づく︒貰い換えれば︑裔跡とは新しい人々の誕生であり︑

弱嚢なのであり︑活動の能力も存在論的にはこの出生に基

破滅する︒それを救う番跡は究極的には人間の出生という

人間事象の領域である世弊は︑そのまま放置すれば自然に

性は︑既存の共同体内部の再販的日常的生活から自然的に生起

い︑その特異僅を廃館し合うことによって立ち現れてくる︒つ

新しい始まり︑すなわち人々の誕生によって可能となる括

まり︑アレントは﹁固有の自己﹂を拍保するものを絶対者では
なく︑誕生による現世への現れに求め︑その回復を絶対者への
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動なのである︒この能力の十全な経験のみが︑人間事象に
信仰と希望を与えることができる ︵HC⁚N彗︶︒

活動することによって既存の世界に新しさが挿人される︒そ

トにおける教育の問題を見ていこう︒

三︑生まれ出づる者達のために

アレントがこの間題を取り扱っている論文は

﹁教育における

に収録されていることから︑

における考察との連綿性ならびにその重要性を

二九六一年第⁝版︶

うかがわせる論文である︒アレントはこの論文を以下のように

﹃人間の条件﹄

と未来の間﹄

二九五八年︶潮である︒これは﹃人間の条件﹄と同年に

公刊されたのみならず︑アレント自らの手による論文集﹃過去

危機﹂

して︑新参者と彼を迎え入れる者達は双方とも互いにとって輿

散して世界は消滅し︑他の動物が投げ込まれているのと同じ自

邦人であるから︑もし彼らが活動しなければ︑人々は完全に離

然に回僻するであろう︒新しさを受け入れず︑既存の世界に固

の手によっているが故に︑崩壊せざるをえないであろう︒この

薯き起こす︒

執し同一性に自閉するならば︑世界は時間的存在者である人間

宿命を免れるためには︑世界は常に新たな者の到来によって更

界に対する信仰と希望の︑おそらく最も栄光ある最も簡潔な表

を襲っている一般的な危機は︑国によってその現れ方が

あらゆる所で︑またほとんどすべての生活領域で現代世界

﹁この世

現﹂として﹁我々の下に子供が生まれた﹂︵ibid．︶という福音の

とっている︒アメリカでは︑その最も特徴的で暗示的な局

様々であり︑巻き込んでいる地域も異なり︑様々な形を

新され続けなければならない︒それゆえに︑この車は

るものが︑キリスト教における﹁信仰︑希望︑愛﹂ ︵lコリこ∽．

面の鵬つは︑教育の危機として繰り返し現れている︒それ

言葉で締めくくられるのである︒ここでアレントが意識してい

盟の三位一体であることは容易に看取可能である︒また︑ここ

とである︒代わりにアレントは﹁我々の下に子供が生まれた﹂

明らかになっている︒そして︑アレントはこの危機を深刻に受

れに園止めを掛ける有効な手だてが見出されていないことから

アレントによれば︑ここで言われている危機は学力低下やそ

︵CE⁚−詔︶︒

なっている

の骨子となってい

は少なくともここ一〇年というもの第一級の政治問題と

﹃人間の条件﹄

から学位論文における考察が

という言葉を引用している︒ここで我々は世界愛を究明するた

のうち︑愛のみが直接言及されていないこ

めに︑子供達︑すなわち新たに生まれ出づる者達に対する構え

け止め︑﹁教育の危機など世紀の大間越とは無関係な局所的現象

﹁信仰︑希望︑愛﹂

ることも理解可能であろう︒しかし︑ここで留意すべきなのは

について確認しておく必要がある︒そして︑そのためにアレン

117

の大間髄として映じるのは︑それが引き起こしているのが単な

アレントにとって教育の危機が閲所的現象でありえず︑世紀

る子供達の学力低下ではなく︑彼らと世界との間のすれ適いで

という図った問題

である﹂ ︵CE∵ ぶ︶と見なすのは誤りであり︑そこには﹁︵どう

以Lのものが含まれている﹂ ︵ibid．︶ と指摘する︒﹁何であれ．

してうちの子は誼み番きがダメなのかしら︶

図で起きうることは近い将来はとんどすぺての国で同様に起き

と規定する︒世

あるという彼女の診断に感づいている︒前節で指摘したよう

︵ibidt︶ というアレントの発言を確証するかのように︑我が何に︑アレントは近代固有の間躇を﹁世界疎外﹂

うるということが︑∴○世紀の．般法則であると見なせる﹂

のよそよそしさは個人の思想儲尭嶺の層所的条件によるもので

界へと人々を潔く教育が危機にさらされることによって︑世界

はなく︑万人に等しく降りかかる瀞遇的間閻となっていること

でも教育の危機が取り沙汰されるようになって久しい︒従って︑

なされうる︒そして︑それこそが衆人に過ぎない自らが教育の

の足場であり住処である世界あって初めて可能である￠世界が

が露わにされたのである︒先に確認したとおり︑活動は︑我々

そこには知識の教授方法の不備以上の何かが伏在していると見

危機について取り破う理由であるとアレントは．首−つ︒﹁砲機1

我々にとってよそよそしいものであるのならば︑そこで営まれ︑

見せかけを引き裂き先人見を消失させる1の事項そのものが︑

露わになっている問題の本質を探究し突き止める機会を与え

うしかない︒従って︑教曹の低機は﹁箪両級の政治問題﹂とな

ヽヽヽヽヽヽ

︵iかidし︒そして︑危機によって露わにされる﹁教何の本間 それを更新するための活動は不可能であり︑樫野は褒退に向か

とは出生性︵na邑i色︑つまり人間が世界の中に生まれてくる

る﹂

るのである︒

﹃人間の条件﹄淡二節ですでに述

子供が新参であるのなら

うに配慮されねばならない﹂︵CE⁚−笠︶￠新しさは個人の放縦な

ば︑この節しいものが世界に照らしてその薬価を発揮できるよ

徐々に世界に輝かれねばならない診

う︒アレントは諾うゎ﹁子供がまだ世界を知らないならば︑被は

以卜より︑アレントが教常に求めるものも理解されるであろ

という弱葵である﹂昏id．︶︒教骨は知識を教授すること以上に︑

新たに生まれてきた者達を亜々の住む世界に迎え入れることで

のである︒この教育の本質は

ある︒そして︑誕生することによって人は既作の相聞と出会う

べられていたむ

れそこに爛属することを条件に生じてくる￠従って︑教育は既

振る舞いから生じるのではなく︑まずもって既存の世界に尊か

存の世界について子供達に知らせ︑そこに住む者としての自覚

活動と同様に労働と仕事もまた︑それらが異邦人として肘

持し︑それを見越して考慮に入れるという練題を持つ限り

を促すものでなければならない揖﹁子供と相対する場合︑教師は

界に生まれる新参者連の縛絨的流人のために附界を与え保

において︑出生性に根ざしている ︵HC⁚盟︒
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大人の住民の代表者であるかのごとく︑子供に串細かに指ホし︑

り︑さらに﹁子供達を愛するか否か﹂と相互的依存的な関係に

ここで教育の要諦が﹁世界を愛するか否か﹂に求められてお

供への構えこそが︑我々の活動を後の世代へと引き継ぎ︑﹁輿

おいて捉えられている︒世界の継綿は新参者連が象徴し︑彼ら

語るのである︒これが我々の世界だと﹂ ︵ibid．︶響 こうした子

邦人として世界に生まれる新参者達の持続的流人のために世界

との活動によってそこに挿入される﹁新しい始まり﹂によって

ことに

保証されている︒この点で︑活動は世界への気遣いであり︑そ

︵HC⁚空

なる︒アレントは﹁教育における危機﹂を以下のように締めく

を与え保持し︑それを見越して考慮に入れる﹂

こには新参者連が各々一つの始まりを告げていることへの︑彼

そして︑この信仰と希望は誕生を軸としているのであり︑人々

くる︒

は愛をもって︑新参者連を迎え入れ︑同時に世界の将来のため

らがこれからも到来するであろうことへの倍仰と希望がある︒
えば︑出生の事実−我々は皆生まれることによって世界に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

1

1

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

世界愛とは何であったのか︒端的に貰えば︑それは人々が自

か︑つまり彼らを我々の世界から追放して放縦に任せたり

である︒教育はまた︑我々が自らの子供達を愛するか否

を不断に脅かす危機に対しての応答を意味するからである︒﹁世

対する愛着や無条件の肖定ではなく︑その可死性を自覚し世界

区別されるべきであろう︒なぜなら︑世界愛は現世的なものに

おいて超克されるぺきとされた非本来的欲求たる﹁貪欲﹂とは

ヽ

結びにかえて

大人と子供の関係一般や︑さらに山般的で正確な用語で貰

ヽ ︑

らの特異性を暴露し合い︑それによって世界を更新する﹁活動

ヽ

に応じ合うのである︒

ヽ

到来し︑また世界は誕生を通じて絶えず新しくなるという
事実−に対する我々の態度は︑我々全員に問わることであ
り︑それゆえ教育学という特定の学問分野に委ねることの
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
︑ ︑ ︑ ︑ ︑ ︑

できない問題である︒教育は︑我々が世界を愛するか否

︑

ヽ

か︑すなわち世界を愛して世界への責任を引き受けるか否

か︑さらに更新なしには︑すなわち若者達の新たな到来な

せず︑あるいは我々には予見しえない何か新しいものを手

界をあるがままに受け入れ︑もっぱら現状を維持しようとする

︵ac許n︶﹂それ自体である︒また︑それはアウダスティヌスに

にする機会を彼らの辛から奪うこともせず︑子供達を愛し

しには滅びを免れえない世界を救うか否かを決める分岐点
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

て共通の世界を新しくする使命への構えを前もって彼らに

⁝⁝態度は︑政治においては破滅しかもたらさない︒なぜなら

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

ヽ

させておけるか否かを決める分岐点でもある︵CE⁚−浣−傍

ば︑もし人間が介入し︑変革し︑新しいものを創造しようと決

ヽヽヽヽヽヽ

点引用者︶︒
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威しなければ︑世評全体も個々の準物も取り返しのつかぬまま
に時と共に滅びるほかないからである﹂︵CE⁚−￠N︶︒学位論文と
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﹃キリスト教の教え﹄︑アウグステイヌ

一九七六牛︑−く・サ￠︒
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ス著作集第六巻︑加藤武次︑教文館︑血九八八牛︑TサA︒
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A言送乱さ色箋叩短3．爪音寛ぎ鞍山篭乎︼崇薫S∴岩−．︵傍点引用

ただし︑使用対象物ではない芸術作品は制作の産物の中で
も特殊な位置づけを与えられているの
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の交わりを子供と大人との関係と区別

︵au昏○ユ旦﹂概念と密接に関わる︒また︑アレントが対等

こうした ﹁子供に対する大人の態度﹂はアレントの

省間︵大人と大人︶

ことのできなかったこれらの問題は稲を改めて論じること

していることも留意されるべきである︒本稿で取りLげる

にしたい︒
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アレントの過橘のいくつかは米国議会図宙館HPのー︑ヨ︼e
H胃日註 ﹂ギe已t
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