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アーペルの討議倫理学における﹁共同責任﹂概念の教育学的意義
.

ヨナスの責任原理への批判的応答の検討をとおして

橋静香

しながら︑一磊論的転回ゆえに抱え込むハーバーマス理論の

もつ限界性を意識せずに︑ハーバーマスを手がかりとするこ

なせアーペルなのか︒教育学において討議を論じるので

なかに実現していくための︑教師に求められる倫理を論じる︒

主体的なコミユニケーション︑つまり討議立m菩誘を社会の

することを目的としている︒最終的には︑合意をめ︑ざす相互

同責任貫ぐゆ唇ヨ言ユ言⑩﹂概念の教育学的意義を明らかに

本研究は︑ K :0 ・アーペルの討議倫理学における﹁共

は︑きわめて重要なものではないだろ︑つか︒とい︑つのは︑あ

問いは︑討議実現に関心を寄せる立場の教育学研究にとって

とが回避されるように思われる︒しかし︑ロゴスの限界への

る︒しかし︑その結果︑ロゴスの限界と正面から向き合っこ

合意を理念とすることも断念しないという柔軟なやり方をと

を高めすぎずに︑しかしながら理論的関心として一磊にょる

よく知られているよ︑つに︑ハーバーマスは︑ロゴスの地位

とは︑教育学にとつて重要な論点を見失う危険がある︒

あれぱ︑先行研究(例えぱ︑[野平語一][西野一湯][今井

えて極端に考えると︑ロゴスないし論理的思考の外側にいる

はじめに1教育学における討議倫理学研究の他者論
的転回の必要性1

一中途][渡追N§][藤井§W])がそうしてきたように︑言

者1これを<他者>と呼ぼうーへの働きかけこそが教育

ハーバーマスは︑フエミニ︑︑スム等の承認論へ関連すること

語というロゴスを至局とし第一折艮子を志向するアーペルより

とする方が︑経験的行為に関する教育学にとっては適当では

をとおして︑﹁他者の受{谷﹂を問題にしている[工Nず曾ヨ器

学研究の関心の始点であるはずだからである︒

ないのか︒たしかに︑一定の部分ではーすなわち討議倫理

一ゆ途]︒そのさい︑ハーバーマスは︑何らかの要因でマイノ

も︑可謬主義を徹底するJ・ハーバーマスの所論を手がかり

学の一言語論的転回に意義を見るならぱーそうだろう︒しか
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めの︑哲学的立場においては対照的なH・ヨナスの責任原理

このとき[共同責任﹂概念が中心になっている︒

リティとなり不公正な扱いを受けている人々の関心は︑生の
意味や価値をめぐつて彼/彼女らの声があがることで︑生の

の関心が︑どのよう配慮されるかにつしいて総識・考察が不

声・言葉をもたない者︑論理的思考へはまだ至っていない者

が生じることを楽観的に期待してしまっているからである︒

というのは︑声があがり︑それにょって合意を追求する討議

ここにはロゴスの外部にいる<他者>への需の甘さがある︒

から相対的に論じるとい︑つスタンスをとる︒すなわち︑アー

スと対決するアーペルの学的遂行の意味合いを教育学の立場

倫理学それ自体の意義を強調するというよりは︑むしろヨナ

し︑その教育学的意義を考察する︒本研究は︑アーペル討議

任﹂概念を︑ヨナスの責任原理との対決という観点から検討

そこで本研究では︑アーペル討議倫理学における﹁共同責

ぐゆ岳三言二言Nへの批判的応答のなかで生じており︑

諸条件を是正する法整備へ繋がっていくと論じる︒しかし︑

徹底だからであるーそのことにょって︑論理的思考をする

ペルとヨナスを﹁合わせ鏡﹂[品川 N§§]にして︑その

︑

(とされる)﹁西欧の﹂あるいは﹁大人の﹂一磊にょる︑﹁代

教育学的含意を考察する︒

若干雙叩を先取りすると︑アーペルとヨナスは︑科学技術

2)

理﹂や﹁翻訳﹂をめぐるきわめて重要な倫理的問題が残され
たままとなる︒この点において︑ハーバーマスの他者論には

<他者>との関係を踏まえた上で︑討議の実現をどのよう

称性をそれぞれ倫理的基底に据えるため︑その倫理学の根拠

係性を︑他方のヨナスは(特に生命維持に関する)力の非対

アーペル縛議能力・行為能力を有する者同士の対称的な関

時代の未来倫理の必要性という点で一致するものの︑一方の

に考えていけばよいか︒ここに︑特に一途0年代以降のアーペ

づけにおいて対照的な関係にある︒しかし︑ヨナスとの対決

1)

ルの議塾肺は資するよ︑つに思われる︒というのは︑アーペルは︑

限界がある︒

マスとは対照的に︑人問のロゴスに一切の優位を見

をめぐる議論を新たに展開しているからである︒この議論が

るが︑しかしそのことで逆にロゴスの限界にぶつかり︑それ

込んでいる︒本研究では主にこのことを明らかにし︑そのこ

倫理学とは相容れないはずのヨナス的な倫理モメントが入り

後のアーペルの﹁共同責任﹂概念のなかには︑本来的に討議

バ

教育学にとってきわめて興味深いものになっている︒こうし

とをとおして最終的には討議(主体)がロゴスの外部の<他

ハ

たアーペルの新たな展開は︑一拐0年代後半から一途0年代はじ
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者>にょって可能になることを示すつもりである︒この点で︑

本研究は︑教育学における討議倫理学研究の他者論的転回を

学1対称的関係に立脚する倫理構想

アーペルの超越論的語用論的な討議倫理

まず︑アーペル討議倫理学の概要を押さえておこう︒アー

1

アーペル討議倫理学の﹁共同責任﹂概念に関する先行

ペルの討議倫理学は︑忌谷年代はじめにその大枠が示さ

企図するものである︒

N§が重要であ

る︒[m芽0益

当する部門(﹁A部門↓豊ン﹂)とその責任倫理的な応用の

れ︑その後]ゆ曽年代半ばになって︑討議倫理の基礎づけを担

N§と[丸橋

けるヨナスの影響を考察し︑﹁共同責任﹂概念の教育/陶冶

基礎づけを担当する部門(﹁B部門↓豊則﹂)の﹁二階建て

研究とし て ︑ [ 仂 雪 益

里合出⑩にとっての豊かな可能性を論じている︒しかし︑こ

N乏器ミ這寄三で整備され︑確立されている︒

N§は︑アーペルの﹁共同責任﹂概念にお

の研究は︑あくまでアーペル優位を堅持するため︑ヨナス的

慣習的に責任を引き受ける態勢の形成方法を︑討議人間学を

る︒また︑[丸橋

語使用・一磊規則の拘束性への着目から︑他方でのカントの

一磊ゲーム論への着目︑すなわち意味理解における所与の言

超越論的語用論とは︑一方での後期ウィトゲンシユタインの

A部門から見ていこう︒アーペルは超越論的語用論

手がかり§議時の人問の様態を解明することをとおして考

普遍主義的な超越論哲学の継承という意志にょって︑﹁超越

契機久他者>)をアーペル討議倫理学合ゴろのなかに回

察している︒しかし︑この研究は︑﹁共同責任﹂概念におけ

論的言語ゲーム﹂としての﹁理想的コミユニケーション共同

↓岳誘N曾A含旦で岳如ヨN芽とい︑つ彼独自の立場から出発する︒

るヨナスの影響を認識できていないため︑討議主体生成およ

体﹂を構想し︑そこでの合意は科学的認識にも個人の主観的

収してしまい︑そのため教育的行為の本質を捉え損なってい

び教育的関係の本質的契機にアプローチできておらず︑討議

な道徳判断にも先行する究極的始点たりうるという折昆子的立

N§]は︑﹁共同責任﹂概念が示唆する脱

主体形成方法研究としては不十分である︒本研究は︑こうし

場である︒なお︑この﹁理想的コミユニケーション共同体﹂

3)

た先行研究の不足を補おうとするものである︒

は︑カントを記号論的に転回したパース哲学における﹁科

学者共同体﹂の理念から着想されている[ン又二途器訟'

フフ

合意を追求する共同体(﹁理想的コミユニケーション共同

含意している︒すなわち︑その参加者が根拠を掲げ合い

このような超越論的語用論は︑すでに一つの﹁倫理﹂を

的な意味での責任倫理であるために︑アーペルは︑﹁歴史と

理性で作動している︒それゆえ︑討議倫理学がウエ

代社会である限りは︑社会はシステム分化し︑それぞれの合

し︑討議能力を有しない者も存在する︒また︑そもそも︑近

用可能であるとは限らない︒現実の社会は︑暴力もありうる

体﹂)を理念として想定しなけれぱならず︑そのさい討誓

関わる﹂

心誤・艶一'器一]︒

加者は論証をする者として相互に平等であること(平等性

も代理討議も理性的行動の選択肢に入ってくるが︑その採

B部門を構想するのである︒ここでは︑戦略的行為

ハ

0典魯豆叫片豊)︑他者とつながり合いながら生きていること

択規準は﹁理想的コミユニケーション共同体﹂となる[ゆ区

承認していなけれぱならない[ン又二途ず器師・一誤][ぐ⑩一

う点での対称的関係性に倫理の原型が置かれていると特徴づ

このようなアーペルの討議倫理学は︑討議・行為能力とい

ゞヰ.]︒

静0益§妙念]︒こうした討議倫理があってこそ科学も道

けることができる︒

晶段.][ンやゆ一§一N一誤{.U

徳も可能になる︒なお︑この倫理の正当性は︑遂行雷矛盾

いない現実社会を考慮することから創設されている︒しかし︑

器誤.U

(連帯性mC一三讐姦一)︑相互に応答しあって合意追求に関わ
4︺

に訴えることで証明される︒すなわち︑こ︑つした理論的筋道

そのB部門での倫理的判断は︑﹁理想的コミユニケーション

らなけれぱならないこと(丑<同責任冨弓ゆ墨三乏又一=品)を

に疑いを抱いた者がいるとしても︑その懐疑者がアーペル理

共同体﹂に照らしてなされる︒あくまでもアーペルの討議倫

B部門は︑そうした倫理関係では動いて

論の不合理性を論じる以上は︑結果的にアーペル理論の正し

理学では︑対称的関係性に倫理の原型が置かれているのであ

ヨナスの責任原理に対するアーペルの批判
的応答

アーペル討議倫理学には二つのモチーフがある︒一つは右

2

る0

さを遂行的に証明してしまうからである︒かくして討議倫
理傘)は︑﹁九九極的基礎づけ﹂を与えられる[ン又一一磐ず
W器U一器]︒

B部門は︑討議倫理学がその根幹において理念的性格をも
つことから要請されるものである︒討議倫理が人問の倫理と

して究極的に根拠づけられるとしても︑それが現実也界に適
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れた問題への倫理学的応答という関心である︒特に後者の関

題・生態系の危機といった近代科学技術にょって引き起こさ

あり︑もう一つは(もちろん前者と関連するが)原子力問

で見たような一磊論的な﹁哲学の変換﹂という哲学的関心で

倫理を次のように構想する︒

トピア主義を拒否しながら[ゆず丹

惨状をもたらしたカント︑ヘーゲル︑マルクスへと至るユー

カント倫理学を[§一獣{{.・讐{.]︑他方で科学技術にょる

境問題が現在を超えるという点で現在性・相互性に定位する

じる︒ヨナスは︑生まれたての︑ただ息をしている新生児を

子ども(特に新生児)とその親の関係のなかで典型的に生

こで存在と当為を結びつけるのは直観である︒この直観は︑

を可能にするものとしての人類の存続という当為を導く︒こ

ヨナスは︑生命の目的性から︑それへの配慮︑そしてそれ

NN誤.・N一綴.]︑未来への

心が︑アーペルをヨナスに向かわせている︒アーペルはヨナ
スの責任原理にどのように応答したのか︒まず︑ヨナスの責
任原理およびその特徴を押さえておく︒

(1)ヨナスの責任原理1非対称的関係に立脚する倫理

構想1

想は︑彼独特な自然哲学に基つくが︑それはグノーシス主義

理)に基づいて未来に向けた倫理を語っている︒ヨナスの構

のにしているとの需の下︑責任という原理(以下︑責任原

子ども(新生児)は︑存在と当為がそこにおいて重なりあう︑

答全貝任ぐゆ雪三0二言⑩)に巻き込まれる[ゆ区.競{.・N鎚.]︒

を聞いた者は︑﹁否応なく§名区売誘又魯豆今﹂それへの応

たる弱き者を見たものは︑そしてその存在の﹁呼び声即艮

児紗墨色⑩ヨN﹂と言︑つ︒この範型

研究から生じる二元論への反省から︑ご兀需生命観をとる︒

配慮すべき存在の﹁範刑どなのである︒したがって︑圧倒的

﹁存在論的な範型0ヨ再語m

ヨナスは︑﹁物質代謝﹂という生命の自律形式から生命に目

な非対称関係での一方向的な配慮義務こそ︑ヨナスにおいて

ヨナスも︑今日の科学技術の進展が人類の存続を危ういも

的を見る︒また独自の進化雷発想から︑人間を最高次の善

は未来に向けた倫理の出発点となる︒

徳的な感情に求める︒ヨナスは︑弱き者からの呼びかけに

を超越論的な善への意志に求めるカントとは対照的に︑道

また︑ヨナスは︑この直観の由来を︑道徳的行為の出発点

として捉える[一§m一経勗盤.・一心鼻]︒それゆえヨナス

は︑生命をそれ自体善と捉え︑﹁人類は存在すべし﹂という
当為を得る[§.一器・NN]︒

このような自然哲学を背景に︑ヨナスは︑一方において環
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応答する人間の感情0ゆ肆巨を倫理の出発点とするのである

(2)アーペルのヨナス批判

への︑適切な﹁恐れ﹂こそが︑責任を明確にする[ゆ豆

れ﹂である︒配慮すべき対象が︑傷つくかもしれないこと

伸べなけれぱ︑子どもが死んでしま︑つとい︑つことへの﹁恐

とが非常に重要である︒親子関係の例で一盲うと︑手を差し

ここで︑この﹁咸過が﹁恐れ司氏号﹂の感情であるこ

また︑そもそも動植物︑新生児といった﹁弱者﹂を籾纖でき

ト以前の独断論に退行しているからである[ン又二途一途]︒

というのは︑ヨナスのご兀論的目的論的な存在論は︑カン

の責任原理は倫理としての妥当性をもちえないと批判する︒

けについて︑アーペルは討議倫理学という立場から︑ヨナス

べし﹂という当為には完全に同意する︒しかし︑その根拠っ

アーペルは︑生命配慮の重要性︑究極には﹁人類は存在す

WCミ.・器綴.]︒この﹁恐れ﹂の原理は︑彼の背景たるユダヤ

ること自体︑アーペルにすれば人問が一磊的な相互主観的世

[ゆ豆,一一語"一認]︒

教にある﹁否定神学﹂に拠る︒否定神学とは︑何が神である

界に生きていることの証左である︒ヨナスの責任原理に討

6)

かは知ることができないが︑何が神でないかは知ることがで

議倫理学は基礎づけにおいて先行・優越する[ン又一一経]

5)

きるというものである[加藤 M§合師]︒このことはヨナス

[ン又二磐N一語{一.]︒

実践的に見ても独断需なヨナスの立場は問題含みである︒

のユートピア主義批判の背景にも関係している︒いずれにし
ても︑ヨナスの倫理構想においては︑﹁恐れ﹂にょってかき

種差別刈器m一仂ヨ易や社会ダーウィニズムm0凶N区貰乏ヨ調ヨ易

弱者からの呼びかけへ総識・配慮は︑特殊なものであって

以上からは︑ヨナスの責任原理とは︑圧倒的に弱き存在か

と親和性があるからである[ン又一§子途]︒ヨナス自身

立てられる感情が重要になる︒﹁恐れを導きとすることが是

らの呼びかけに対し︑その存在の可能性を左右しうる存在は

が意図しないにしても︑普遍主義的でないヨナスの責任原理

弛邑通主義的妥当性をもちえない︒むしろ危険ですらある︒人

応答・配慮すべし︑という非対称性を特徴とする倫理の原理

は︑特定の人種・世代への犠牲をやむなしとする主張が暴走

非とも必要﹂なのである[︺0号一拐e零・包]︒

と一吾い︑つる0

する危険を秘めている[ン又二途一器ゆ][ン又二磐N一一終.]︒

討議倫理学はその正しさのチエックをつねに議論に開いてい
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者同士の対称的な関係のなかに求めなけれぱならないのであ

理は︑ヨナスが言うように非対称関係ではなく︑議論しうる

るとい︑つ点で︑この危険を阻止し︑つる︒それゆえ︑倫理の原

れぱ︑絶対にヨナスの根拠づけは腎ることができないので

重要だとするアーペルの強い姿勢である︒アーペルにしてみ

つもの同士の﹁共同﹂の応答こそが︑理論的にも実践的にも

ケーション共同体﹂を先取・承認しこの実現へ努力すること

に処理できるとする︒まず討議倫理学が﹁理想的コミユニ

といったヨナスの問題関心は︑討議倫理学の立場で次のよう

アーペルは︑﹁人類は存在すべし﹂や﹁動植物への配慮﹂

任﹂が中心概念となり︑一言わぱヨナスのキーワードである

の取組の最中から︑アーペル討議倫理学においては﹁共同責

性格を改めて印象づけるものであった︒しかしこのヨナスと

応答関係を倫理的原型と見なすというアーペル討議倫理学の

アーペルのヨナス責任原理への取組は︑このように対称的

ある︒

を当為とする時点で︑すでに︑ヨナスの導く最大の当為﹁人

﹁責任﹂がアーペルにとっても前景化してくる︒ヨナスとの

る0

類は存在すべし﹂も含んでいる︒カント以前に退行せずと

対決は︑アーペルのその後にどう作用したのか︒

﹁根源的な共同責

アーペル討議倫理学における﹁共同責任﹂
概念

任﹂

(1)﹁共同責任﹂概念の新たな登場1

3

もこの当為は根拠づけられるのである[ン又工追一W器]︒ま

た討議能力を有さない動植物は決して倫理的主体にはならな

いが1責任をとれるのは人問だけなのでー︑その関心が
代理的議論されることでーつまりつねに﹁理想的コミユニ
ケーション共同体﹂を先取するという意味で︑つねに未来で

の修正に開かれているという点で1弱者の関心への乱暴な

以上のようなアーペルのヨナス批判︑そして未来倫理の根

の基本枠組が提示された忌認年の論文では︑この概念は一度

倫理学において特段には言及されない︒アーペル討議倫理学

﹁共同責任﹂は︑ヨナスとの対決以前には︑アーペル討議

拠づけから明らかなことは︑今日的な責任倫理であるために

登場するだけである[ン又一]男疑・舗一]︒そこで明確な

判断にはならない[ゆず丹Wゆ食.]︒

は︑ヨナス的な討議能力を有さない弱者への(との)応答で

規定はされていないが︑ここでの意味は︑前後の文脈ないし

7}

はなく︑彼/彼女らに細心の配慮をしながらも討議能力をも
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こうした討議への共同応答(義務)を︑当初の﹁共同責任﹂

意追求に関わっていく︑ということも承認してしまっている︒

同﹂して︑そこでのコミユニケーション(討議)の進行・△口

と連帯しながら︑またその平等性を相互に承認した上で﹁共

ている︒したがって︑その討議主体は︑他の討議パートナー

つねにすでに﹁理想的コミユニケーション共同体﹂を先取し

掲げてコミユニケーションに参入する者1は︑その時点で

アーペルにょるなら︑討議する者1真剣に自説の妥当性を

から動機づけられる共同責任ぐ号

れぱ︑こうした社会運動にかかわる人々のなかには︑﹁本性

えあい討議することで運動を展開していく︒アーペルにょ

人々にょって担われている︒彼らは自己に生じた努ぞ伝

にもかかわらず︑その問題への責任を脱慣習的に認識した

は︑役割・立場上ではその問題解決に直接的には関係しない

する[ンでゅ一N§

ぱしば口ーマクラブの設立といった環境運動を事例に説明

えるようになる︒アーペルは新たな﹁共同責任﹂概念を︑し

と関連・対比させながら形成し︑彼の討議倫理学の中心に据

概念は意味している︒これは︑討議に入る者が︑討議を可能

冨一一ぐ曾省三0昌=叫﹂が生じている[ゆ区.‑Nの]︒アーペルは

は論文全体から考えると︑次のように理解することができる︒

にするために︑自身を反事実的に﹁理想的コミユニケーショ

これを﹁根源的な又一ヨ又巳巴﹂[Φ区一ゞ]ものと見なす︒

この新たに登場した﹁根源的﹂な﹁共同責任﹂とは何か︒

W︺

Z黒三讐仂ヨC豆=路子讐Φ

N践.]︒アーペルにょれぱ︑こうした運動

ン共同体のメンバー﹂として構成(仮{疋)し︑その上で県
にそのような理想的存在者として構成(仮{疋)した他者(同

格の他者)へと向かい︑そこに応答していく義務と言い換え
(3

﹁共同責任﹂概念におけるヨナスの影響

ることもできる︒したがって︑‑C谷年代でのこの概念は︑ロ

そもそもなぜアーペルは﹁共同責任﹂概念を新たに彼の討

理由を次のよ︑つに述べている︒

議倫理学のなかに導入するに至ったのか︒アーペルは︑その

ゴスを有する者同士という対称性の応答関係として特徴づけ
られる︒

これとは異なる意味が込められて﹁共同責任﹂概念がアー

9︺

﹁しかし︑ここで︹アーペル討議倫理学が﹁究極的基礎
8︺

への本格的な応答以降︑一途⇔年代になってからである︒アー

づけ﹂を与えられるとしても︺いつも次のような思いを

ペル討議倫理学のなかに新たに登場するのは︑ヨナス責任論

ペルはこの概念を︑一途中年代に入ってヨナスの益貝任﹂概念
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た︒この責任は︑論証の究極的な前提においてすでに係留

したいと思います︒自分へ問︑つたのは次のよ︑つなものでし

れます︒︹それに対して︺私は責任くゆ雪三又E=⑩に言及

繰り返されていします︒そこでは︑配慮署誘0樋ゆが言及さ

れるような︑一面的な正義の倫理に対する抗議のなかでも

と︒こうしたことは︑たとえぱフエミニズムの側からなさ

もつていました︒何か一面的だし︑さらに何か足りない︑

念が念頭に置かれている︒

のとき︑この根源的な応答関係として︑ヨナスの﹁責任﹂概

係を﹁共同責任﹂の概念で新たに表現しようとしている︒こ

は新たに討儒理学のなかに取り込み︑討議の本質的応答関

うことである︒この言わばケア論的な応答関係を︑アーペル

異なるーより根源的な応答関係でないかと考えているとい

任﹂今まり一ゆ谷年代に示唆された﹁共同責任﹂)とは次元の

ション共同体﹂の先取に随伴して指摘しうる﹁超越論的責

ことではないのではないか︒では︑このレベルでは︑どの

きに︑すでに何らかの責任を承認してしまっているような

ないか︒つまり︑それはわれわれが真剣に議論していると

が強調したものである﹂[§.︑一念]︒そして︑アーペ

いる者﹂に生じるし︑﹁このより多くの力とは︑特にヨナス

同責任﹂は︑﹁より多くの知識︑またより多くの力を有して

アーペルにょれぱ︑この根源的な応答関係としての﹁共

︑

されている超越論的責任として理解すべきではないのでは

ような︹呼びかけへの︺応答ぐ円曾三又書コ⑩を承認して

﹁これ︹﹁根源的な共同責任﹂︺は︑言うならぱその彼︹ヨナ

レよ︑

いるのだろ︑つか︒そこで私は責任ぐ曾谷三0二言如の新し

ス的な意味での力を有した者︺に生じ︑それに彼も気づく﹂

.ミ§§§貸を導入した

い概念を︑つまり共同生貝任ミ

と述べる[§.]︒こうしたヨナスに依拠した力の非対称性

Ⅱ︺

任﹂の考え方1非対称関係での配慮1が入って来ている

への言及に注目するなら︑﹁共同責任﹂には︑ヨナスの﹁責

のです︒﹂[ン又一N⇔宮三OW]︹強調はアーペル︺

ここから明確に伝わるのは︑アーペルは討議ないし自身の

一つの庄を挙げている[ゆ区]1が言及するような﹁配慮﹂

アーペルは︑﹁共同責任﹂において﹁とりわけ重要なのは

神学︑とりわけ﹁恐れ﹂という感情の重要視も作用している︒

また︑アーペルの﹁共同責任﹂概念には︑ヨナス的な否定

と一言える︒

ないしは﹁ケア﹂に類する﹁責任/応效口ぐゆ益三乏又三品﹂こ
ι

討議倫理学は︑フエミニズムーアーペルはギリガンの﹃も︑つ

﹁理想的コミユニケー

よって裏打ちされており︑それは1
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を有してしまっているのだ︒それゆえ︑人問はそのことを厳

の行為が非対称的に環境世界に影響を及ぼしうる︒人間は力

為がなけれぱ生じないもの﹂[舎丹§だからである︒人間

結果Eをもたらすことができるが︑それはわれわれの介入行

﹁われわれは自然への介入にょって︑つまり行為Hにょって︑

果を考慮するウエーバー的な=貝任倫理を強調する︒それは︑

︹強調はアーペル︺︒ 皮よ︑ カントの心情倫理に対して︑ 結

言おうとしている︒﹁共同責任﹂概念には︑非対称関係の応

つ討議者同士の応答関係全体を︑﹁丑N貝任﹂という概念で

なったのである︒そして︑こ︑つした非対称関係の上に成り立

関係に基づく根源的な応答が不可欠であると考えるように

の対決をとおして︑討議の作動・始動には︑こうした非対称

対象からの呼びかけへの応答である︒アーペルは︑ヨナスと

えよ︑つ︒すなわち︑非対称関係を前提にした︑配廟を要する

共同責任﹂)とは︑ヨナスの﹁責任﹂と基本的に同型だと言

に見よ︑つとした応答関係/責任ぐ売岳三冬又三晶(﹁根源的な

に戒め︑ネガティヴな結果を恐れ避けなけれぱなければなら

答/責任と対称関係のそれとが二重に含まれているのである︒

ネガティヴな結果を避けること﹂七言う[ン又一§9N伽]

ない︒いかなるあり方が目指すべきものかは分からない︒た

(3)﹁共同責任﹂の逆説性ーアーペルの遂行論的矛盾1

だ︑これではない︒恐ろしい︒だから避けるべきだ︒こ︑つ
した考え方は︑ジコラが言︑つように﹁ハンス・ヨナスのプ

以上から言えることは︑非対称の応答関係にょって対称の

応答関係は可能になるということである︒ロゴス的関係(討

リ

8昇唇又巳R言ヨ﹂とい︑つ原理と

合致する[仂牙0益

議)の生起は︑非ロゴスとの関係を契機とするのだ︒こうし

ロジエクトを疑えヨ含豆0

倫理学にはなかった考え方である︒それまでは︑﹁理想的コ

た逆説性を︑アーペルの﹁共同責任﹂概念におけるヨナスの

N§禽]︒これは︑従来のアーペル討議

ミユニケーション共同体﹂とい︑つぁる意味のユートピア志

影響は明らかにしている︒

しかしながら︑アーペルは︑そうした非ロゴスとの非対称

向が唯一の統制原理であった︒このようにアーペルの﹁共
同責任﹂には︑﹁ヨナスの意味での︑予見的な配慮責任丑ゆ

な応答関係はーそして力の優位なもののなかに発生する非

な応答関係と﹁等根源的映再冨誘又曾堕一今﹂[ン又一§=

力なものへの配慮義務感情はー︑あくまで討議的な対称的

mヨ昂︺0暴仂'

又omでゅ又一ぐゆ署誘又⑩ゆーぐゆ益ヨ乏0二言鵬一ヨ

[ゆ豆.]が新たに関与しているのである︒

このように見てくると︑アーペルが討議(倫理学)の根源
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すでに意味の解釈世界1究極的には﹁理想的コミユニケー

ペル側に立てぱ︑対象を同定できるという時点で︑そこでは

動に関与するとしても︑そこに先行するものではない︒アー

一昂]だと考えている︒つまり︑ヨナス的契機は︑討議の作

(討議)に回収・統合できるのか︒

は身体咸覺的な感情であろう︒だとするとこれは︑ロゴス

じるものは自然とわき上がってくるようなものであり︑これ

じる讐乏Nn牙含﹂という自動詞に注目するなら︑そこで生

は先行する﹂[仂芽0岳§W一語]︒あくまで︑討議倫理学の倫

非対称的関係のヨナス的分析に︑こうした相互的対話関係

アーペル自身の主張ーヨナス的﹁責任﹂の発生と討議の開

論の構造︑そしてそのなかで何気なく使用される文や単票︑

がらも︑そのエッセンスを白身の構想の中心に置くという議

ヨナスの責任原理を(その根拠づけという点で)否定しな

理原型は︑ロゴスをもつ者同士の対等な関係性に置かれる︒

始は﹁等根源的﹂であり︑ヨナス的契機の先行性は腎られ

1が先取されており︑﹁この点で︑責任の

アーペルにょれば︑ヨナス的な契機は︑アーペル討議倫理学

ないーと矛盾する︒むしろアーペルの議塾岬自体が︑アーペ

ション共同体﹂

の枠内に回収・統合可能なものなのである︒しかし︑こうし

ル討議倫理学にとってのヨナス的倫理の先行性・不可欠性を

で︑すでにアーペルの主張は矛盾している︒また先のアーペ

かに︑ヨナス的契機が討議の前提として取り込まれている点

右で述べたように︑討議の核心たる﹁共同責任﹂概念のな

対称関係の討議(﹁共同責任﹂)を可能にするという逆説性を

ることも︑そのなかに回収・統△口することもできず︑むしろ

は︑ヨナス的な非対称倫理契機は討議倫理学にとって拒絶す

遂行的に際立たせている︒こうしたアーペルの遂行論的矛盾

1︺

たアーペルの主張は維持できないのではないか︒

ルの発言︑﹁これ︹﹁根源的な共同責任﹂︺は︑一言うならぱそ

証明しているのである︒

﹁共同責任﹂概念の教育学的意義

あらかじめ結論の要点を述べておく︒アーペルの﹁共同責

4

教育学に対してどのような意義をもっているだろうか︒

それでは︑こうした逆説性を有する﹁共同責任﹂概念は︑

")

の彼︹ヨナス的な意味での力を有した者︺に生じ︑それに彼

1それが討議に繋

も気づく﹂[ン呈§一ず一さ心]に改めて目を向けると︑そこ

からは﹁責任が生じ﹂その後﹁気づく﹂

がるーとい︑つ時問関係を見て取ることができる︒このこと
はロゴス外のものへの応答がロゴス(討議)に先立っている
ことを示唆している︒さらに︑責任に関して用いられる﹁生

8S

任﹂概念は︑その逆説性にょって︑教育的行為のある意味の

がる倫理的パトスではないだろうか︒ここで倫理的パトスと

先行研究は︑討議倫理学あるいはハーバーマスのコミユニ

にょってこそ教育者ないし教師という主体が立ち上がり︑そ

一段.・一認{.]︒この意図へ昇華する以前の感情ないしパトス

いうとき︑ヨナスが道徳的行為の出発点として重視した﹁感

ケーション的行為の理論を手がかりにすれぱ︑専ら目的1手

してはじめて教育者は﹁導く﹂意図をもって︑被教育者とと

本質的特徴を気づかせてくれ︑さらにそのことをとおして教

段図式で理解されてきた教育的関係を︑相互主体的な関係

もに相互主体的にロゴス的な意味形成を重ねることになるの

情﹂ないしは﹁責任の感情﹂を意識している口0昆m一経

として新たに捉え直しうるという点を強調してきた[野平

ではないか︒だとすると︑その﹁導く﹂意図へ繋がる倫理的

育に関する一つの倫理を示唆している︒

一途一][今井=途][渡邉§0][西野一途伽][藤井§巴

教育的関係を相互主体的関係として記述できるとしても︑だ

でいく[今井一途中一器践.]︒しかし︑ここで︑疑問が生じる︒

師と生徒は意味を確認しながら公口意形成しながら)進ん

立ち上がるということであった︒そして︑その倫理的主体が

こへ配慮を向けることを避けることができない倫理的主体が

な相互主体の外部があるからこそ︑それに呼ぴかけられ︑そ

アーペルの﹁共同責任﹂概念が示唆しているのは︑一磊的

パトスの発生をも含めて捉えなければ︑教育的行為を説明す

からと言ってそのことで教育的関係ないし教育的行為を全部

△黒形成のコミユニケーションを志向することになるという

N§]︒すなわち︑教育も討議ないしはコミユニケー

説明していることにはならないのではないかーもちろん︑

ことであった︒討議主体とは何らかの主張を掲げる者である

[丸橋

先行研九九が︑教育をコミユニケーション的行為ですべて説明

という点で工疋の価値の方に導こうとする者である︒だとす

ることにはならない︒この倫理的パトスの発生を︑﹁共同責

できると主張しているわけではない︒教育といった場でなさ

ると︑ここでの倫理的主体としての討議主体と︑右でみた倫

ション的行為として語れる︑と︒たしかに︑教育と呼ぱれる

れる合意形成と︑ふ?つのおしゃべり︑あるいは職場の会議

理的パトスに導かれた教育主体は同じものと見なすことがで

任﹂概念は説明してくれるように思われる︒

などでの△愚とは述うのではないか︒後者から︑前者を区別

きる︒そうであれぱ︑教育的行為においても︑非対称的な関

ところには意味形成公口意形成)がある︒学校の授業も︑教

するものは何だろうか︒それは﹁教える﹂﹁導く﹂意図へ繋
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成という点で対称関係となる︒こう考えるとき︑教育的行為

紡ぎはじめる︒ここではじめて︑教育者と被教育者は意味形

背景としながら︑その教育者は被教育者とのあいだで意味を

場の先輩かもしれない)が生じ︑その都度ごとの生活世界を

(それは親かもしれないし︑学校の教師かもしれないし︑職

係を本質的契機として倫理的主体としての教育者ないし教師

した倫理的討議が生じなくてもそれはそれで構わないと考え

れる倫理的討議も生じなくなるからである︒もちろん︑そう

いし︑その必要もなくなるからである︒つまり︑教育と呼ば

他者を何かに導きたいというその後のパトスも関心も生じな

場が一つの意見や価値でご兀化されてしまうので︑目の前の

つまり教育が完全にうまくいってしまえばー︑それはその

一方で合意形成を貝指しつつ︑他方ではその不可能性を徹底

ることも可能だろ︑つ︒しかし︑このことは︑そのご兀化され

また︑教育に非対称的なモメントを認めるとい︑つことは︑

して自覚する︑という倫理である︒教師は︑世界に﹁複数性

は︑非対称関係と対称関係の双方をモメントとしている︒だ

教育実践上の一つの倫理を示唆しているように思われる︒非

三氏巴一q﹂(アレント^を作り出さねばならないのだ︒この

た場に潜むかもしれない何らかの抑圧や不正を︑それと気づ

対称的モメントにょってこそ教育的行為が始まる︒つまりそ

教育実践上の倫理は︑教師に対し具体的にどのような姿勢

とすると︑教育的行為を相互主体関係として張するのは不

れにょって︑被教育者との合意形成を目指すということが始

態度を要請するだろうか︒ここでは︑丸山の﹁潜在的な他者

かれないまま温存する可能性を意味する︒このことを問題だ

まる︒そ︑つであるとすれば︑教師は︑自己自身を本質的に形

性﹂という考え方を参照しよう[丸山

十分であり︑それはこの二つの関係性の交錯として捉えなけ

成している非対称モメントの有意味性を積極的に認めなけれ

うと︑﹁完全にはコントロールしえない︑予測を超えた反応

と見なすならぱ︑先に述べた倫理を承服しなけれぱならない︒

はならない︒教師は︑教育においては︑一方ではその解消を

をしうる存在﹂を被教育者のなかに︑つねにあえて見ようと

ればならないとい︑つことになる︒

目指しながらも︑他方においては非対称モメントの克服は不

する態度が教師には必要だと一言えるだろう︒教師のこの姿勢

5︺

可能であるという自覚を徹底してもたねぱならない︒こうし

が︑次の討議1倫理的行為としての教育的討議1を可能

N§岑]︒これに倣

た矛盾した倫理を自身に課さなけれぱならない︒なぜならぱ︑

にしていく︒

゛︑︑

合意形成が完全に成就し非対称性が克服されてしまえばー
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をもたらした点で︑きわめて重要であった︒しかしながら︑

こうした見方を一面化することは︑一百語コミユニケーション

アーペルが<他者>問題を追究したわけではなかった︒む

以上をまとめよう︒アーペルの﹁共同責任﹂概念は︑教育

倫理1非対称性の克服を目指しつつ︑その不可能性を自覚

しろ︑ハーバーマスとは対照的に︑アーペルは︑一磊の限界

能力には還元されない存在を抑圧ないし承認し損なう危険を

すること︑それゆえ向かい△口う子どもないし被教育者のなか

無き優位性を強調している︒しかし︑そのことで︑ヨナスと

的関係を非対称的関係と対称的関係の交錯として捉えること︑

にこちらの意のままにならない部分を積極的に見よ︑つとする

いう限界︑つまり一嘉の限界を意識せざるをえなくなり︑ 討

含んでいる︒

姿勢1を示唆している︒この点に︑﹁共同責任﹂概念の教

染生じる(討議主体が立ち上がる)瞬間を問題化した︒そ

またそのような見方をとおして教育実践上の一つの逆説的な

育学的な意義がある︒

して本研究は︑ア︼ペル議邑散見されるヨナス的要素の存

い合っ子ども(被教育者)を豆叩コミユニケーションができ

ーつまり意識という高みを設定しないがゆえにー︑向か

しろ︑討議倫理学の一磊論的転回の意義に着目するがゆえに

る教育学研究のなかでは︑あまり問題化されないできた︒む

ということにあった︒このことは︑討議倫理学に関心を寄せ

う行為における<他者>という契機を︑適切にすくい上げる

(あるもの)と討議との関係性であった︒あるいは教育とい

本研究の問題関心は︑<他者>つまり一磊の外側にいる人

フォーマティヴに︑討議倫理学に関心を寄せる教育学に対し︑

る︒アーペルの﹁共同責任﹂に関する議論は︑それ自体がパ

見ることと同時に︑アンビバレントに追求すべきものであ

合っ存在を︑一一晶コミユニケーション相手として同等として

くない︒むしろ︑この﹁分からなさ﹂承認の倫理は︑向かい

した︒こうした結論は︑先行^究を否定するものではまった

かに︑﹁分からなさ﹂を積極的に見出すという倫理を引き出

るという知見を得た︒そしてそこから︑向かい合う相手のな

ら︑言語の外部にいるもの(あるもの)が︑討議を可能にす

在から︑それ以上にアーペル議論の逆説的構造への考察か

る相手として﹁同等と捉える﹂ことの重要性の方が強鯛され

一嘉論的転回に加えて︑他者論的転回の必要性を示唆してい

おわりに

てきた︒この視点は︑それまでの教育的関係論に新たな見方

認

るのである︒

註

N§長.]︒

この点はべンハビブがすでに的確に指摘している[べ
ンハビブ

4)

平等性︑連帯性︑共同責任がアーペル討議倫理学の

根本規範であるが︑﹁共同責任﹂が他の二つと並んで

このよ︑つに位置づけられるよ︑つになるのは︑ブルク

ルトにょれぱ一途一年以降のことである厨巨n喜讐一
ハ

§一一§︒

で§曾言ヨ﹂冒今一曾一経ず]という原理が定式化さ

ここから﹁プロジエクトを疑え冒ル=豆0 8三益

主張を︑ヨナスとは異なる品川独自の解釈にょって

れる︒この原理は︑近代科学技術のような人類の生

5)

[今丹出]︑討議倫理学にょって簡単に論駁されるも

命・存続を危険にさらすような賭けへの制限・拒否を

N§は﹁人類は存在すべし﹂というヨナスの

のでないことを論じ︑ヨナスーアーペルという存在論

含意している[︺0号一経聾{.・婁{.][︺§m一経]

[品川

が異なる﹁両者を合わせ鏡のようにしたときに︑何が

ヨナスの議論に対しては︑存在からの当為の導出という

[則今一円一追寺N禽][仂穿§N§A熱]︒
6)

見えてくるか﹂を論じている[§.一§]︒この品川
の議論の仕方からは︑本研究の方法論に関して大きな

決︑あるいは航倫理学の﹁究極的基礎づけ﹂をめぐ

一ゆ曽年代はアーペルにとつては1共同体論者との対

[ン又二努尖一謬,N一の]がそうである︒

誘の年の論文﹁今日の責任ぐ§ヨ乏0昏姦=ゆ三ゆ﹂

の基礎﹂[ン又一一途器認,禽・NN‑,器一]︒

論文﹁コミユニケーション共同体のアプリオリと倫理

することはフエアではないとする[ン又一]途一途]︒

自然主義的誤謬への批判も考えられる︒しかし︑アー

マスを論じた[野平遍§[西野

示唆を得た︒銘記しておく︒

ハ

ペルは︑ヨナスがそれを意図的に行っている以上批判

ハ

9)

8)

7)

教育学における討議1<他者>問題の先行研究と
しては︑

一途巴も挙げねぱならない︒これらは教育学での討議

倫理学研究の他者論的転回に先鞭をつけている︒ただ
し︑これらは討議主体生成に<他者>契機が重要なこ
との指摘に留まっており︑その上でどのように教育を
構想するかという考察には至っていない︒本研究は︑
ここを進捗させよ︑つとしている︒
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2)

3)

、、̲'ノ

W)

Ⅱ)

口)

で述べたように︑﹁共同責任﹂が新たに登場してくる

まだ誘0年代では﹁共同責任﹂は登場しない︒註4)

アーペルのなかで重要な鍵概念になっている︒しかし︑

がって︑一拐0年代半ばにはすでに﹁責任(倫理)﹂が

学﹂の精緻化が目指された(﹁B部門﹂の設置)︒した

との関連が課題となり︑﹁責任倫理としての討議倫理

倫理学の﹁A部門﹂(脱慣習的水準に関わる部分)と

ここに関連する︒﹁共同責任﹂概念は︑アーペル討議

実の接触面に言及している点で︑アーペルにとっては

を参照)︑この新たな﹁共同責任﹂概念は︑理念と現

題は︑討議倫理学と歴史との媒介であったが(註9)

ものである︒特に一拐0年代以降のアーペルの理論的課

は︑ヨナスの﹁責任﹂を超越論的語用論的に変換した

その意味で︑﹁共同責任﹂概念は︑アーペルの理解で

のは一途0年代以降である︒

﹁B部門﹂(現実的な慣習的水準にかかわる部分)の結

B)

アーペルにょれば︑この﹁根源的な共同責任

節点とも言える︒

るハーバーマスとの対立をとおして1討議と人倫

又一ヨ0ミ一巴Φ冨一一ぐゆ岳昇冬0二==鵬﹂は︑遂行論的矛盾を

究極的な根本規範として基礎づけられる[ン又一N§

学には理論的・実践的に問題があることは否定できず︑

のではない︒アーペルが指摘したよ︑つに︑ヨナス倫理

理学に対するヨナス倫理学の優位を単純に意味するも

もちろん︑この逆説性は︑だからといってアーペル倫

ゞ]︒そのため︑アーペルはこの概念を自身の構想の

普遍主義的立場からの補完を必要とする︒この点で︑

H)

中心に据えることになる︒

アーペルとヨナス︑両者は相補的な関係だと言える︒

犯すことなしには否定できないので︑討議倫理学の

この発言は︑﹁共同責任﹂概念に関して︑ハンス・ヨ

の立場から継承する目的で︑一ゆ拐年にべルリン自由大

nΦず旨亘豊﹂概念と密接な関係がある︒ヨナス

ナスの﹁子ども﹂概念はアレントの﹁出生昆亘牙

ここでアレントが出てくるのは偶然ではない︒ヨ

ナス・センターにおいてなされたインタビユーでのも

学に創収されたものである(三妾＼＼乏乏冬.=讐m1ぢ昆仂1

が﹁子ども﹂(とりわけ新生児)に倫理の﹁範型

巧)

N0一の年3打N日最終確籾巴︒

のである︒同センターは︑ヨナスの主張を討議倫理学

N曾ヰ仁ヨ.今

勺N岳品昆﹂[一0号一経

N器"器凸を見たのは︑そ
註5^を参照のこと︒
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則=容喜N二 NO0一]︑如.器一1器0

[藤井§曾藤井佳世﹁教育的関係におけるコミユニケー

ション的行為の可能性1相互承認にょる自己形成論

]途巴工Nず含ヨNm.︺.一=一ゆ同ヨずゆN一ゆ=言⑫ユゆm

ヘ1﹂﹃教育哲学研究﹄第器号︑§W年︑争器頁︒
[出Nず円ヨNm

ン温円含.仂仁ず§ヨで.司言罫旦＼三.︑一追ゆ(n一追の)"吉同

野目昇訳﹃他者の受容﹄法政大学出版局︑N§年︒
[今井一途ゆ]今井康雄﹁ハーバーマスと教育学﹂原聰介他編
﹃近代教育愚を読みなおす﹄新曜社︑一心途年︑艶一,磐
頁︒

H

・ヨナス(加藤

乏普ゆ↓0ル豊温ゆ.一コ

訳宝貝任という原理1科学技術文明のための倫理学の試

一経]]0昆m︑エ.一司N畠=仂ヨ仁m

み1﹄東信堂零8年︒
[︺号Nm

冒今一円一磐N]︑m.甑,女

[加藤§⇔]加藤尚武﹁編者にょる解説﹂

尚武監訳)宝貝任という原理1科学技術文明のための倫

N08年︑W途'N一頁︒

N0冬]丸橋静香﹁教育目標としての﹁責任ある存在﹂

理学の試み1﹄東信堂

[丸橋

に関する一考察1討議倫理学/討議人問学における﹁共

W〒器頁︒

同責任﹂論を手がかりに1﹂﹃教育哲学研究﹄第舛号︑
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