晃

シュプランガーの哲学的教育学構想における﹁教育的関係﹂の問題

川

−テエーピンゲン大学講義﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂の検討1

助

洋

の社会的敷型に据え︑後期には主体化内面化され

たgebOrenerErzieberの像をとり出したし︑W．ブ

式﹂

Ⅰ 研究の目的と方法

と燃史的の組合せによる類型を示し︑後期では︑関連

リットナーの場合は︑初期でほ︑内的と外的︑人格的

精神科学的教育学派に属する教育学着通の多くに

諸科学の動向に留意した類型化を試みたむ以上三者は︑

生の形式から放みとった点で共通していたといえる︒

の問題であり︑彼らが︑教
そ育
れ関係の原型ないしエートスをヨーロッパの歴史的

共通する学的主要関心事の一つが︑﹁教育的関係﹂
へp註agOgischerBezug︶

学派を代表する教育学者であるノール

﹃ド

の三人を︑いずれも﹁教育的

とフリット

︵Herman N註こ

にお ﹁教育関係と身体﹂において宮崎は︑精神科学的教育

に関する重要な議論を積み重ねてきたことは︑すでに幾
度となく指摘されてきている︒﹁教育関係と身体﹂
ける宮崎俊明の次の指摘もまたm︑その一例である︒

F賢ner︶

ノールは︑p註agOgischeBezug︵p註agOg
eン
rガー︵Ed仁ardSpranger︶
とi
シs
ュc
プhラ
BeNugの誤り−引用者注︶ないしErNiehergestナ
aー
君︵
n宅i詳eim

関係﹂論者であるとみなしている︒確かにノールの

価値論ないし陶冶の共同体諭から教育関係を﹁生の形 Be宅egunginDeutscEaロdundFreT訂Orie︶ とフ

察から入手し︑シュプランガーは︑文化の客観主凝的 イツにおける教育運動とその学歴 Diep註agOgische

を自身の実践的関与と18世紀教育運動への精神史的考
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二人を﹁教育的関係﹂論者とみなすことについては︑誰

は︑独自の﹁教育的関係﹂論が展開されておりーヤ被ら

育学の哲学的基礎づけ﹂は︑もとはと諾えば︑シュプラ

育学の哲学的基礎づけ﹂とだけ表記する−筆者注︶︒﹁教

︵以下﹇テエーピンゲン沸義﹈という箇所は省略し︑﹁教

窺っ先に取り上げられて然るべきであると筆者は考える

にd
おe
いr
てP註agO乳k﹇T聾iロger雷rles仁n巴︶

こそが︑本来

︵Systema許c訂P註agO﹇
乳チ
巴エービンゲン請盛﹈﹂ ︵P打出OS名Esc訂Grund−e叫仁ng

にも異論の余地はないはずである︒しかしシュプラン

ンガーが︑岩島年夏学期にテエーピンゲン大学で行っ

︵AllgemeiロeP註agO乳k︶

トナーの ﹃体系的教育学﹄

ガーを﹁教育的関係﹂論者とみなすことが安当である

た講義のマニュスクリプトである︒そこにおいて我々

及び≡般教育学﹄

かどうかについては︑未だにコンセンサスが得られて

︵或いは科学的教育

﹃生の形式﹄

﹃生まれながらの教育者﹄は︑
古シ
eュ
rプランガーの哲学的教育学

いないものと思われる︒シュプランガーの
︵LebensfOrmen︶00と

gebOreneErzie訂r︶㈲にしても︑それぞれの研究主学
題と呼ぶこともできる一筆者往︶構想の概要を知ること

る本研究と同じ視角からの検甜は︑管見によれば︑従来

に関する叙述を見出すことができる︒しかもそれに関す

ができ︑さらには﹁教育的関係﹂︵ErNieFungsくerh賢nis︶

においてシュプランガーは︑﹁ディルタイから継承し︑

は︑﹁教育的関係﹂の間趨でほ決してない︒﹃生の形式﹄

批判的に発展させてきた精神科学的心理学を︑構造心

本研究の目的は︑シュプランガーの哲学的教育学構想

いと判断され得るのである︒

のドイツ及び我が国の先行研究においては行われていな
において

理学︑類型心理学として独自の体系に構築し﹂㈲よう
としているであり︑﹃生まれながらの教育者﹄

は︑あくまでも﹁教育者の理想あるいはあるべき姿を示

における﹁教育的関係﹂に関する議論の内容を明らか

り︑シュプランガーを﹁教育的関係﹂論者とみなすこと

し﹂︑﹁現実や時代を超越している︑永遠に安当しうる教

の妥当性が︑改めて吟味し直されることになるはずであ

にすることである︒この研究目的を達成することによ

たがってシュプランガーにおける﹁教育的関係﹂

る︒そして本研究において筆者は︑研究方法として次の

育者像を追求﹂㈱することをめざしているのである︒し
を検討するに際しては︑これら二つの著書に着日するこ

の問題

とは得策ではなく︑むしろ﹁教育学の哲学的基礎づけ
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る箇所の抽出・検討である︒また本研究の対象として

プランガーが﹁教育的関係﹂について直接に言及してい

づけ﹂における主要な論点の確認である︒第三は︑シュ

ある︒第二は︑シュプランガーの﹁教育学の哲学的基礎

けの問題に関するシュプランガーの研究の歩みの追跡で

三つの事項を設定する︒第一は︑教育学の哲学的基礎づ

P註agOgik︶である︒﹁教育学に関する思想﹂においてシュ

年に執筆した﹁教育学に関する思想﹂︵Gedankeロ2r

プランガーが︑まだベルリン大学の学生であった一芸N

組んでいる︒その最初の成果とみなし得るものは︑シュ

の学問的性格の究明とその哲学的基礎づけの問題に取り

である﹂mという考えに基づいて︑若いうちから教育学

とブプ
ロラ
イン
アー
ガーは︑次のように述べている㈱︒

上述した意味での﹁生の現象﹂を﹁教育学的根本事象﹂

によって編集されて︑−笥∽年に刊 開港となるのは︑ただこの事象︵シュプランガーは︑

は︑ポルノウ ︵OttOFriedricFBO旨OW︶
︵GOt昏iedBr賢er︶

行された﹃エドゥアルト・シュプランガー全集﹄︵Eduard

︵PgOSOpbischeP註agO乳k︶

オルク・クナウア一高等女学校で教師をしていたー害↓

またシュプランガーが︑ベルリンにあるザンクト・ゲ

ある︒

言すれば︑それを哲学的省察にまで高めることだけで

所収の論文﹁教育学引
の用
哲者注︶を全範囲において理解すること︑或いは換

SprangerGespmme許ScFr話en︶第2巻﹁哲学的教
育註
学a
﹂gO乳scberGrundくOrgang︶と言い換えている−
︵p

学的基礎づけ﹂が︑その中心に置かれることになる︒

Ⅱ シュプランガーにおける教育学の哲学的
基礎づけの試み

によれば︑﹁真の哲学

的省察は︑自らの体験の基礎の上に﹂㈱成立するのであ

derp匡OSOpbisc訂nP註agO乳k︶

年に発表した﹁哲学的教育学の根本問題﹂︵Gruロ丑年agen

私が︑全く教育の固有の事実をもって開始しようとする

り︑﹁我々は︑教育学的体験を︑そのすべての深みと広

シュプランガーは︑﹁私の念頭に浮かぶ新しいことは︑

こと︑これである︒その事実の中に一つの絶対的に原初

ければならない﹂伽︒﹁哲学的教育学の根本問題﹂にお

的な︑そして自立した生の現象︵Lebenspb許Omen
が︶
りが
に向かって︑哲学的省察の光に高めることを試みな
あるということは︑私にとっては疑問の余地がないこと
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いてシュプランガーは︑次のように述べている骨

員外教授に就任したライブツィヒ大学において

︵翌

忘︸N年には正教授に昇任している一筆者注︶︑﹁教育学

の哲学的基礎﹂︵Diepbi訂sOpbiscben

我々が出発点を求めるとすれば︑特別に教育学的な
ものを定めることが肝要である︒我々は︑それを次の

P註agOgik︶と施された﹁就任講義﹂︵Antritts去r訂sung︶

Grund−agen de

ように呼ぼうと思うのであるが︑この教育学的根本

数育学の学的課題は︑固有の教育学的根本事象への

現象︵p註agOgischesGrundpF賢Omen︶はを
︑行
同い
時︑
にそ
︑こで次のように述べている常

教育学的体験の本来的な核心を成すものでなければな

は︑生の連関において何か特別なものを意味しており︑

省察から出発するときにだけ決定され得る︒この事象

それは︑ある理論へと移るに先立って︑まずは記述さ

らない︒
の根本問題﹂においてシュプランガーは︑教育学の主要

れ︑そして境界づけられなければならない︒

このように﹁教育学に関する思想﹂と﹁哲学的教育学
問題を解明する︑或いは教育の本質を規定する方法論と

て︑−警∵−N年冬学期︑−警∽・忘年冬学期︑−警↓年夏

またシュプランガーは︑ライブツィヒ大学におい
学期に

して︑精神科学的認識対象としての﹁教育学的根本事象﹂︑
かにすることを求めている︒そこから我々は︑因果法則

或いは﹁教育学的根本現象﹂を設定し︑その内実を明ら

の︑健康上の理由で中止となっている一筆者注︶︑リー

の後任としてー紹○年に哲学・教育学

そして忘∽︺年に発表されたシュプランガーの﹁暫

講義を行っている骨

草稿に基づいて﹂桐︑教育学の哲学的基礎づけに関する

−宍道・∽∽年冬学期に︑﹁その都度新しく書き改められた

期︑−票芯∴謀年冬学期︑−浩∞年夏学期︑−豊N年夏学期︑

Di−tFeyの
︶教授に就任したベルリン大学において︑−諾○年夏学

︵Aどys巴eE︶

︵−誓蒜∵∴G年冬学期にも開講が予告されたもの

連関の解明を志向する自然科学的な説明心理学に対立す

︵宅i−be−m

ル

の記述と分析を重視したディルタイ

る独自の記述的・分析的心理学を背景として︑教育過程
の影響を明瞭に看取することができる︒
教育学を哲学的に基礎づけようとするシュプランガー
︵Ernst

の後任として一望−年に哲学・教育学の

れることになる︒シュプランガーは︑モイマン

の試みは︑上述した二つの論文以降においても継続さ
Meumann︶
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学的教育学綱要﹂

岩mrisse

ているr

P註義義ik︶服においてもシュプラ

ンガーは︑その職紆は過っているものの︑観ねこれに従っ

derphi訂sOPhis宅
亡i
君s
ns3
PS
註C
・ha迂ic訂n

ベルリン両大

a登瞥k︶ ほ︑おそらくは政治的な理由により完結し

膵なかったものの︑ライプツィヒ■

代大紋融となるホイス

さらにシュプランガーほ︑後にドイツ連邦典和由初

めて凝縮した形で反映したものであるn﹁哲学的教

て一望か年に暦学の教授に就任したテエーピンゲン大

学における上述した一連の講遜の性格と内容を極
育学綱要﹂ においてシュプランガーは︑忘NO平に

学において︑−澄00年蘭学期に﹁教育学の哲学的基礎づ

の尽力によっ

発表され︑陶冶過程の科学としての教育学の体系化

け﹂と避きれた雑感を行っており︑﹁我々の対象に近づ

︵The乱Or㌍euss︶

を構想した論文として知られる﹁国民生活に対す
senscbaft−ic訂ロP註agOgik

f守dasく○−打s凝
l縮
eb
︶い
偶るところの︑核心現象︵穿rnph許Omen︶
さe
れnて

くi
たs
め・
に︑我々は︑そこにおいて教育の本質的なものが
る科学的教育学の意義﹂︵DieBedeutuロgderw

規範的側面︑社会学的側面の四つを挙げており︑それら

区別され得る精神論的︵精神科学的︶側面︑心理学的側面︑

程について検討する際の主要な観点として︑それぞれに

学的基礎づけの問題は︑シュプランガーの終生のテーマ

においてもなお堅持されている︒このように教育学の哲

︵urpb許Omeロ︶

ゲーテ︵JObann宅○−fgangく○ロGOet訂︶

をまず規定しようと努める﹂㈹という方法論的立場が︑

は︑陶冶財と陶冶価値︑教育者の陶冶意志と被教育者の

の一つであったと考えることができるのであり︑本研究

の内容も踏まえながら︑独特な文化現象としての陶冶過

陶冶性︑陶冶理想︑陶冶共同体という教育の四つの主要

が︑とりわけ注目しようとする﹁教育学の哲学的基礎づ

の学説によって補強された上で︑そこ

の﹁根源現象﹂

問題を考察する学的営為に対応するとみなしている㈹︒

−宍芯年11月9日から一双笥年10月16日までの来日中に行 け﹂は︑その集大成として位置づけられるものである︒

われた講演の記録集として︑−豊00年に刊行された﹃現
代文化と国民教育≡諾dagO乳scbeくOrtr紆e︶所収の﹁教

育学の哲学的構造﹂︵DerpEOSOpEscbeAu夢auder
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Ⅲ シュプランガーの﹁教育学の哲学的基礎
づけ﹂ における主要な論点
シュプランガーの﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂は︑い
わば序論に相当する﹁教育﹂︵Erziebung︶概念につい

ての説明を除いて骨次の三つの主要部︵Hauptteiニ
第丁玉葉部 ヨーロッパ文化︑或いは陶冶共同体にお

によって構成されている︒

der

そして第一主要部における主要な論点は︑次の三つに
整理することができる漕

ヨーロッパ文化を支配しできた伝統的な陶冶理

想には︑キリスト教の陶冶理想︑人文主義の陶冶

︵1︶

20世紀初頭のヨーロッパの陶冶理想は︑キリス

理想︑国家的な陶冶理想の三つがある︒
︵2︶

ト教的でもあり︑人文主義的でもあり︑国家的で

では︑これら三つの陶冶理想が︑様々

もあったが︑現在︵l澄00年当時のこと︒以下同
じ一筆者注︶

成する盛宴な要因となっている︒

形b
でe融
aben巴匹ndiな
sc
ロ合しながら︑ヨーロッパの陶冶理想を形

ける陶冶理想の問題︵DiePrOb訂ma浩kder
Bi−dungsidea訂in

Ku−turOderB監ungsgemeinscb乳t︶

在の陶冶理想には︑経済的・技術的な陶冶理想︑

第二主要部 陶冶財と陶冶価値︵Bi−dungsg賢erund︵3︶一面的な価値に基づいて類型化するならば︑現
BiEungswe詩e︶

理論的な陶冶理想︑美的な陶冶理想︑社会的な陶

冶理想︑権力的な陶冶理想︑宗教的な陶冶理想の

六つがあるが︑実際の陶冶理想は︑これらが様々

ling︶

第三主要部 教育者と被教育者︵Erzie訂ruロdN紆・
これら三つの見出しから明らかなように︑シュプラン

な形で融合しながら︑歴史的・社会的現実の中で

︵1︶

陶冶財とは︑客観化・固定化された精神の形成

理することができる増

また第二主要部における主要な論点は︑次の五つに整

ガーの﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂において取り扱われ
の中で指摘された教育の主要間過

具現化されていくものである︒

﹁哲学的教育学綱要﹂

ている事項は︑その順番は違っているものの︑それでも
と重複している︒ただし陶冶共同体については︑各所で
付随的に述べられるにとどまっている︒
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ない︒

徳のような社会の規範体系は︑陶冶財には含まれ

田生活のような現実の共同社会の形態や風俗︑道

達されていく︒しかL家庭︑学校生清︑宵年の飽

と還元されることによって︑生きたものとしで伝

るむそれは︑被教育者に理解され︑主観的梢神へ

物であり︑固有の構成法則を持っているものであ

て諸能力が形成されることを重視する︒

自体に価僻を解くのではなく︑その陶冶財によっ

のみ役立つような機倉を言い︑教科臼の内容それ

音は︑陶冶財が心的・柵神的諸力の熟練に対して

域に応じて︑それぞれの教科‖に分類される︒後

のために価佃を持つような場合を−浸い︑各文化領

構の二つがあるじ繭宵は︑陶冶財が陶冶それ自体

化哲学の体系を構成するもの﹂のうちの﹁規範的棉神と

以上の議論を経てシュプランガーは︑陶冶理想を﹁文

固有の能力が目覚めさせられるとき︑はじめて存

共通精神﹂に対応するものとして︑陶冶財とそこに含ま

へ2︶ ﹁真に陶冶的なるものは︑自己活動︑固有の理解︑

在する﹂闇︒このような心を覚醒させるための陶

れている陶冶価値を﹁客観化された精神﹂に対応するも

のとして把捉している︒しかしこれらの﹁超個人的性質﹂

冶財には︑宗教的な陶冶財︑道徳的な陶冶財︑世
界観的・芸術的な陶冶財の三つがある︒

差別されることなく︑国民全員に対して基礎的な

はじめて生きたものとしてはたらくことになるものであ

観的︶

︵3︶ 国民学校︵小学校︶は︑階級や職業等によって

陶冶を行う場所である︒またそれは︑国家によっ

るl管そこで第三主要部においてシュプランガーは︑﹁教

へと還元され︑理解されることによって︑

て設立され︑監督される義務教育機関であり︑母

育意図と教育活動の担い手とみなされる人物﹂としての

︵Gewissen︶

及び﹁良心﹂

の﹁教育可能性﹂︵Er軋ebbarkeit︶ につい

徴と被教育者の﹁陶冶性﹂︵Bi−dsaヨkeit︶

教育者の存在に着目し㈲︑とりわけ教育者の本質的諸特

精神﹂

国語で教える国民的な陶冶財に基礎を持つ学校で

教育者と﹁まだ発達の途上にある人問存在﹂としての被

は︑﹁精神の担い手としての傭人﹂︑すなわち﹁人格的︵主

ある︒
︵4︶ 陶冶価値とは︑陶冶財を実りあるものにし︑教
育的に価値のある方向に導いていくものである︒
︵5︶ 陶冶価備には︑実質的陶冶価億と形式的陶冶個
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逆転している︒

﹁神的な汝の声であり︑直接的な神との出会いで

時間を超えた魂の棟底に根ざしているのであり︑

の般も深い自己を迫っていく﹂

のであり︑神的な

ある﹂︒﹁神の声は︑いかなる場合においても︑私

て中心的に論じている︒ただしその順番は︑見出しとは
第三主要部における主要な論点は︑次の八つに整理す

ものは︑人間的な媒介物を追って﹁私﹂の中に入っ

までは教育者につい

ることができる骨このうち︵l︶から︵5︶までは被
︵8︶

てくる骨教育目標としての良心的な人間とは︑

から

て論じている箇所から抽出したものである︒

︵4︶

﹁人は︑神の声を慈恵的に引き起こすことはで

いる人間のことである︒

いつもこの内面の調整に耳を傾ける用意ができて

教育者について︑︵6︶

︵1︶ 陶冶性は︑子どもの発達可能性と密接に関連す

ろんのこと︑心理学においても取り扱われるべき

るものであり︑したがって教育学においてはもち

させることができるだけである﹂闇︒そのため教

きない︒人は︑よりよい自己をただ間接的に覚醒

育者もまた︑被教育者の内なる﹁神の声﹂を直接

問題である︒また人間の精神は︑階層構造を成し

的に︑そして﹁慈恵的に引き起こすことはできな

ているが︑その最上位にある明瞭な自我意弛は︑
るため︑それをどのようにして授助するかが︑教

思春期から青年期にかけて芽生えてくるものであ

い﹂︒教育者には︑被教育者が︑﹁よりよい自己﹂︑

﹁間接的に﹂援助することができるだけである︒

換言すれば︑内なる良心を﹁覚醒させること﹂を

育の最も重要な課題である︒

躍した段階における教育︑換言すれば︑﹁自立的で︑

︵2︶ 教育可能性の概念は︑陶冶性よりも︑さらに飛

人間は︑現実と匪面しながら自己の良心を目覚

めさせていくことができるのであるから︑被教育

︵5︶

者は︑﹁葛藤を避けるのではなく︑当該の成熟段

倫理的な人格性への教育︑すなわち良心への教育﹂

の可能性を意味しており︑﹁人間の最も内面的な

階の枠内において

し尽くす﹂べきである￠また人間ほ︑孤独の中で

︵その葛藤を−引用者注︶体験
な次元へと踏み入るものである骨

ものへの直接的な神の語りかけ﹂として︑宗教的
へ3︶ 良心は︑日常的な領域から生じるのではなく︑
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自己を内省することによって其の自己を発見する

を﹁政商点﹂にまで徐々に近づけていくことがで
きる璧

味﹂によってはじめて︑教育者は︑自己の人間性

によって︑﹁この一望00年の講義は︑

われた講義を総括する重要な意味をもっている﹂闇との

学体系全体が描き出されているという点で︑それまで行

その原稿が完全な形で保存され︑シュプランガーの教育

崎英則︑西村正登︶

に対しては︑我が国の著名なシュプランガー研究者︵山

され得るシュプランガーの﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂

ところで各主要部の主賓な論点が︑以上のように盤理

ことができるのであるから︑被教育者は︑﹁自己

反省への鼓舞﹂をするべきである骨これら一一つ

︵単に

には︑﹁発達しっつある

の方法によって被教育者は︑自らの力で良心を覚

﹁根本動機﹂

醒させることができる︒
︵6︶ 教育者の
生命に対する愛﹂︑﹁永遠性に関連している
価値に対する

愛﹂︑﹁職務の意識︑責任﹂の三つがある曾

生活に関連しているだけではなく︶

︵7︶ ﹁教育者のタイプ﹂は︑﹁俗世から離れた教育と

て心許なく︑また十分な彫嫁が施されているとは︑とて

さや考察の探まり︑そして何より﹁体系﹂性の点で極め

商い評価が与えられている︒しかしそれは︑論述の精緻

スタイル﹂という対立し合う二つの類型に分けら

も言い切れない代物である︒各主要部の主要な論点をあ

世界近接的な教育﹂︑﹁拘束的なスタイルと自由な

で︑その最も妥当な形︑或いは中庸を得た様式が

れる曾ただし実際の教育においては︑両極の間

﹁教育的関係﹂把握

えて箇条書きの形で列挙したのは︑そのためである︒

シュプランガーの

育的関係﹂と訳出することができるドイツ語の二つの用

シュプランガーの﹁哲学的教育学綱要﹂においては︑﹁教

Ⅳ

見出されなければならない︒
︵8︶ 教育者は︑その﹁責任﹂において決して自己満

足することはなく︑﹁汝は︑正しく行為したであ
ろうか︒汝は︑そのとき正しかったであろうか︒

であろうか﹂と絶えず自分自身に問い続けていく

語とその類語の使用が容易に確認され得る︒﹁哲学的教

汝は︑短気や不公平や復潜心から行為しなかった

べきであり︑このような良心の不断の﹁自己吟
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青学綱要﹂においてシュプランガーは︑次のように述べ

いて︑﹁教育的関係﹂の問題を取り上げている常数曹

︵p註agO腎c訂rぎrg賀g︶が現れるという考えに基づ

ての

﹁教育的関係﹂

に暦日するシュプランガーの方法論

の本質規定と関連して︑根本的な﹁教育学的弱象﹂とし

ている増
教育者は︑常に教育者であるとは限らないし︑そし
て被教育者は︑常に被教育者であるとは限らない︒特

撃鶉とさせる︒しかし﹁哲学的教育学綱要﹂におけるシュ

る関係における教育者の記述﹂価に求めたアイルタイを

は
につ
い︑自らの教育学理論形成の出発点を﹁被教育者に対す

て語られるべきであるとき︑それは︑ただ両者を越え

プランガーの叙述は︑確かに教育者の人格性・エートス

別な教育的関係︵p註agO軋scbesくerF巴tnis︶

た何かであるのではなく︑両者の間で何かが生じなけ

とっその実践哲学に薮きが置かれてはいるものの︑それで
︵ノール︶︑個々の場合によ

ればならないのである︒我々は︑これを教育的関係
︵p註agO乳scberBezug︶

を越えるものである︒

被教育者の関係それ自体を問うている点で︑ディルタイ

型を提示するという域内にとどまることなく︑教育者と

も︶教育的天才の心的生を記述・分析し︑教育者像の理念
ては︑すなわち教育的状況︵p註agO乳scbeSituatiOn
と呼ぶ︒︵中略︶

教育者の側から見れば︑教育的関係は︑教育者が︑
被教育者における何か特有のものを活発にしようとす

このようにシュプランガーが﹁教育的関係﹂について

言及するのは︑﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂が最初とい

うわけでは決してない︒しかし﹁教育学の哲学的基礎づ

被教育者の側から見れば︑教育的関係は︑まず焼二一

る条件と結びついている︒︵中略︶

には︑教育者の卓越した性格によって心を打たれるこ

哲学的教育学構想の巌終版である限りにおいて︑より注

け﹂が︑その精粗の程度は別にして︑シュプランガーの
においてシュプランガーは︑

とである︒

﹁哲学的教育学綱要﹂

の第三主要部においてシュプランガーは︑

﹁人格的凍触﹂︵persOna−eBer旨ruロg︶︑すなわ目
ちさ
﹁れ
価ることになるのは当然であろう︒﹁教育学の哲学
値内容の人格的表現﹂︵pers許−icFeDarste旨ng的
く基
O礎
nづけ﹂

Wertgeb巴t︶が条件となってはじめて﹁教育学的事象﹂ 教育者と被教育者のそれぞれについてのみならず︑両者
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の関係︑すなわち﹁教育的関係﹂についても論じている︒

人間性の申の高次の生を被教育者の前に表出するこ

desF詳erenLebens

と

ein訂it−icben Menscbentu

が必要であり︑それは︑文化が粉々であ

den

ErNiehers壬︶

in

﹂︵望ReprsentatiOn

第三主要部においてシュプランガーは︑次のように述べ
Nひg−ing

は︑相互関係

ている聞︒
両者 ︵教育者と被教育者1引用者注︶

と他方におけ

の中にあるのであり︑すなわちそこにることにより︑今日まさに重要である︒3一方にお

︵p註agOgiscbeBegegnungけ
︶る
︑生
人の
格指導者性︵Lebens芦Freユum︶

︵Nueinander︶
は︑教育的出会い

と愛︵Liebe︶︑献身︵Hingabe︶

と服従︵GebOrSPヨ︶︒︵人は︑︶実り豊かなモメントを

的な教育的関係︵pers許−icFesErzieFungsくerbる
賢権
n威
i︵
sA
︶utOrit監

が存在するのである︒

探り出す︵のでなければならない︶︒

すなわちシュプランガーは︑ノールの﹁教育的関係﹂

そして第三主要部においてシュプランガーは︑次のよ
うに述べている骨

釈することができる︒被教育者に対して直接的に影響を

論に賛同することによって︑次のように考えていたと解

育的出会いについて語らなければならない︒そこでは

及ぼすのは︑﹁教育者の統l的な人間性の中の高次の生﹂

いまや我々は︑第三に︑教育者と被教育者の間の教

何が生じるのであろうか︒そこでは何が起こるのであ

であり︑﹁文化が粉々である﹂状況においては︑それは

教育者の被教育者に対する﹁指導者性﹂が必要であり︑

ろうか︒

の回答をノールの﹁教育的関係﹂論に求めている︒第三

教育者の﹁権威と愛﹂に対しては︑被教育者の﹁献身と

なおさらのことである︒また﹁教育的関係﹂においては︑

主要部においてシュプランガーは︑次のように述べてい

服従﹂が対応する︒そして被教育者はもちろんのこと︑

このような開いを掟示した上でシュプランガーは︑そ

る闇︒

教育者もまた︑﹁教育的出会い︑人格的な教育的関係﹂︑

の生は︑小さな教育的出会いによって貫かれてい

用の中でより高い段階へと高められていく︑すなわち両

或いは﹁小さな教育的出会い﹂によって︑両者の相互作

ノールは︵強調している︶︒すなわち1．すべて
る︒2．人格における具体化︑﹁教育者の統一的な

85

者は︑﹁教育的関係﹂の中で︑お互いにその人格を高め合っ

ければならない﹂

そのより商次の生のために︑まず自分自身へと到達しな

の﹁教育倫理学﹂によれば︑﹁成長しつつある人間は︑

のであり︑このような被教育者の﹁自

ていくことができるのである︒第三主要部においてシュ

に援助を与えなければならな

のために︑﹁教育者の見る愛と理解する愛が︑

彼︵披教育者−引用者注︶

己実現﹂

プランガーは︑次のように述べている㈱︒
必要なのは︑あらゆる段階において︑お互いに深く
格闘することであり︑その格関が豊かになればなるほ

ろで終了してしまっており︑分盈的にも決して多いとは

シュプランガーの叙述は︑教育愛について言及したとこ

ところで第三主要部における﹁教育的関係﹂に関する

ものになるい﹂のである㈲︒

また教育者が︑その賓任を果たすためには︑何より

言えない程度にとどまっている︒もともとの講義が時間

のである︒

ど︑それだけ情熱的なニeidenscF乳臣c巳

教育愛が必要であり︑﹁教育的関係﹂は︑真正の価値へ

切れを迎えたために㈲︑鎗文自体もまた︑そこで打ち切

られている︒そのため第三主要部においてシュプラン

の愛︑子どもの生に対する愛︑最高の神への愛の三つ

ガーが︑﹁教育的関係﹂について議論を尽くしたとは到

によって支えられるものであるとシュプランガーは考
う述べている聖

に対する愛︑

Ⅴ

研究のまとめと今後の課蓮

底考えられない︒

える︒第三主要部においてシュプランガーは︑次のよ

︵‡LebenJ

教育者には︑三重の愛が必要である︒すなわち寅
正なる価値に対する愛︑﹁生﹂

によって包まれる︒

れた知見を整理するならば︑それは︑次の三点である︒

について考察を進めてきた︒ここで本研究においで得ら

教育学構想における﹁教育的関係﹂に関する議論の内容

︵ErzieFuロgSe臣k以
︶上本研究において聾者は︑シュプランガーの哲学的

すべては︑我々が生の意味として感じている録商の愛

シュプランガーの﹁教育倫理学﹂

によれば︑﹁愛の

︵−授−年12月5日にシュトゥツトガルトで行われた終演
のマニュスクリプトである−筆者注︶

ない人格には︑何の価値もない﹂︒同じくシュプランガー
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本研究の行論に即して提示することにする︒

問性の中の高次の生であり︑現在の文化的状況に

のテエーピンゲン大学講義の草稿・記録である﹁教

のテーマの一つであった︒そして忘余年夏学期

において何度も取り上げられており︑まさに終生

けの問題は︑若いうちから論文や大学での講義等

者の相互作用の中でより高い段階へとその人格を

育者と被教育者は︑﹁教育的関係﹂によって︑両

しては︑被教育者の献身と服従が対応する︒③教

る指導者性が必要であり︑教育者の権威と愛に対

育的関係﹂においては︑教育者の被教育者に対す

照らして︑それはなおさらのことである︒②﹁教

育学の哲学的基礎づけ﹂は︑その集大成として位

高め合っていくことができる︒④教育者が︑その

︵1︶ シュプランガーにおいて教育学の哲学的基礎づ

置づけられる︒

着任を果たすためには︑何より教育愛が必要であ

り︑﹁教育的関係﹂は︑それによって支えられる︒

︵2︶ シュプランガーの﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂

は︑三つの主要部によって構成されている︒第一

しかし﹁教育的関係﹂に関するシュプランガーの

にして終わってしまっている︒

議論は︑以上の四点を指摘しただけで︑結局中道

主要部では陶冶理想︑第二主要部では陶冶財と陶
とりわけ教育者の本質的諸特徴と被教育者の陶冶

えることにより︑筆者は︑次のように結論する︒シュプ

そして以上の三点に整理され得る本研究の成果を踏ま

冶価値︑そして第三主要部では教育者と被教育者︑
性及び良心の教育可能性について中心的に論じら
れている︒

いてシュプランガーは︑教育者と被教育者のそれ

と︑﹁教育的関係﹂

ることなく︑むしろ積極的かつ忠実に受け入れていたこ

ランガーが︑ノールの﹁教育的関係﹂把握に異議を咽え

ぞれについてのみならず︑ノールに学びながら︑

教育学構想におけるレパートリーの一つに挙げられてい

の第三主要部にお

﹁教育的関係﹂についても論じている︒その主要

ること︑以上の二点については間違いない︒また限られ

︵3︶ ﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂

な論点は︑次の四つである︒①被教育者に対して

たトピックだけしか取り上げられていない﹁教育学の菅

の問題が︑シュプランガーの哲学的

直接的に影響を及ぼすのは︑教育者の統一的な人
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学的基礎づけ﹂において言及されていることそれ自体が︑
LeFrerper乳首已cFkeit︶と施された請演を行い︑その内

者の人格性﹂︵ErzieberundErNieberpers賢註c罫eit︶と

シュプランガーが︑﹁教育的関係﹂の問題を鹿紫祝して 容に変更を加えることなく︑−Ⅶ摂年に﹁教育者と教育
いたことの証拠であるとの解釈も成り立ち得るであろ

う︒しかしシュプランガーの哲学的教育学構想において 改題した論文を発表し︑教育者の本質的諸特徴について

﹁教育的関係﹂の問題は︑中心的に位隆づけられ︑主題 論じており︑その内寄は︑﹁教育学の哲学的基礎づけ﹂

駒に取り扱われているというわけでは決してなく︑シュ の第三主要部中の当該箇所のそれと深く関連しているよ

プランガーが︑独自の﹁教育的関係﹂論を展開するまで うに思われる㈲︒そして新たに風上に載せられるべきも

に至っていないことは明らかである︒したがってシュプ のは︑この他にも多数に及ぶはずであると筆者は予想し
ランガーをノールヤフリットナーに匹敵する﹁教育的関 ている︒

係﹂論者とみなすことについては︑硯時点でもまだ︑や 第二は︑教育実機とのかかわりにおけるシュプラン
はり躊躇せざるを得ない︒
ガーの﹁教育的関係﹂把握について検討を加えること

最後に︑本研究を閉じるに際して︑今後に残された研 である︒そしてその際には︑無意図的︑或いは反意図
究課鴇について言及するならば︑それは︑次の二点であ 的かつネガティヴな教育効果の問題に着目する必要が
る︒
ある︒厳晩年の一課N年に発表した﹁教育における意図

せざる副次作用の法則﹂︵DasGesetNderungew01−ten

ランガーが︑教育者と被教育者の両者について︑或い

ランガーは︑次のように述べている骨

2ebe家宅ir打仁義eヨ訂derErNieFu責︶ においてシュプ

て︑シュプランガーにおける﹁教育的関係﹂論の体系

︵Wec訂eぎ首kung︶

と被教育者は出会う︒両者の間には︑相互作用

多様な精神的渚力によって支えられて︑教育者

化可能性を吟味することである︒例えばシュプラン

計画され得るわけではない︒素朴な共同生措から多く

が生じるが︑そこではすぺてが

ガーは︑−宍道年に﹁教師と教師の人格性﹂︵﹁eすerund

幅広く渉猟し︑その議論の内容を再構成することによっ

はどちらか一方について言及している著啓・論文等を

第一は︑本研究が取り上げたものに加えて︑シュプ
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のことが︑付随的に生じるのである︒

すなわちシュプランガーは︑教育者の意図及びはたら

が生じる﹂㈹のであ

きかけとそれに対する被教育者の反応の問では︑﹁いつ
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