
自作 農 場 か ら都 市 へ

― 教育の■つの基本概念 ―

原著者  ベル ン ト・ ヤーガー

(Bernd」 agcr)

訳 者 吉 田 章 宏

梗 概

教育に適用される、進歩という隠喩は、理解あるいは誤解の一つの仕方か ら、もう一つの、よりよ

い理解の方向 (ラ テン語のpro)へ と導 く道での、生徒たちが進める歩み (ラ テン語のgradi)を 暗

に指 し示 します。進歩という隠喩の光のなかで理解されたこの文化変容の過程は、通約可能な二つの

領域を結合するものとして、ここでは考え られています。この隠喩的な様式は、教育を理解する一つ

の技術的、自然的、科学的なやり方を喚起 します。文字使用以前の社会で用いられている通過儀礼の

文化的隠喩は、文化変容を、通約不能な二つの領域の間を超越することとして、提示 します。通過儀

礼の源にある隠喩は、生の一つの在 り方を死んで、もう一つの在 り方へと生まれ変わる、という隠喩

です。進歩の隠喩は、工作人 (homO faber)の 隠喩のように、読み書 きのできる (教育のある)人

になるという観点か らする、文化変容の一つの理解へと導きます。通過儀礼と超越の隠喩は、本質的

には、刻み込まれた状態になる (becOming inscribed)過程 としての文化変容 という 一つの理解ヘ

と導きます。通過儀礼は、人間の学習と理解を、人間の受苦と道徳性の脈絡の中に位置づけます。近

代の進歩主義諸理論は、私たちの知識への渇望を、日常的な有用性 と私たちの生活を改善する実際的

な欲望の脈絡のなかに位置づけます。家庭環境か ら小学校の環境への、幼い子どもの通過を、進歩の

観点か ら考えることも可能です。その場合、家庭の世界と学校の世界は、一つの問題のない全体を共

に形成する、通約可能な [二つの]領域 として考え られています。すると、一方の環境か ら他方の環

境への移動における子どもの問題は、適応 (adjustmcnt)の 問題 と見なされます。 もし仮に、この

移行を通過儀礼の観点か ら考えますと、この移行は、純粋に技術的な手段では達成され得ない根本的

に私的で個人的な変容 と回心 (transformatiOn and conversion)と して考えることができます。

この理解の様式は、家庭 と学校という通約不能な [二つの]領域を特徴づける本質的なもろもろの差

異を、浮き彫 りにして鋳造 します。家庭と学校という通約不能な領域の間の本質的差異に関する研究

によって、私的なものと公的なものという通約不能な領域の間のより根本的なもろもろの差異が、前

面にもたらされることになります。これら、私的なものと公的なもののそれぞれは、それぞれの領域

が住まわれる特徴的な仕方を規定 している、それぞれ自身の特定の構造的で存在論的な特徴をもって

いるのです。



本 文

フロイトとファン・ヘネップ :解放と通過儀礼

ファン・ヘネップ (ヴ ァン・ゲェネップ :van Gennep)の 先駆的な人類学的研究『通過儀礼』は

1908年 に世に出されました。それは、フロイ トの F性的理論に関する二つのエッセー』の 3年後で し

た (van Gennep,1908/1969:Freud,1946,vol.5)。 人生の一つの段階か らもう一つの段階への通過

に伴 うさまざまな文化的習慣 (実践)に 関する、発展の種を内に秘めたこの著作は、フロイ トの中心

的な諸発見を、新 しい光の中に位置づけるのに役立つことができます。 もし、これら2冊のテキス ト

が、それぞれ他方の光の中で読まれるならば、人間の一生の過程を、特定の、臨界的な (critical)、

文化的なもろもろの境界線が交差 しており、それ らの境界線は、幼児期と未成熟か ら充実 した人間性

に至る途中で、横切 られたり踏み越えられたりしなければならないものと、理解することが可能です。

ファン・ヘネップの素晴 らしい概念枠組みは、人類学者たちによって研究されている文字使用以前

のさまざまな住民たちの間で、人生の一つの段階か らもう一つの段階への通過に伴 う儀礼習慣につい

て、私たちが、一つの筋の通った理解に到達するこをを可能にして来ました。重要な境界線のそのよ

うな運命的な踏み越 しには、ある集団的な契機ばか りでなく個人的な契機 も常に含まれています。そ

して、家族、一族、あるいは部族の助けと十分な支えがなければ、成 し遂げることができないものな

のです。

ファン・ヘネップの仕事は、集団の同一″性を、特定の通過儀礼の中に秘められているもろもろの価

値との関連で理解することを可能にしました。そ して、人類学と精神分析の両方において、私たちは、

個人の同一性を理解するに当たって、ある個人が特定のさまざまな重大な文化的境界線を踏み越 して

来た、あるいは踏み越すことに失敗 した、その仕方にかかわるものとして、理解するのです。そのよ

うな文化的な境界線のファン・ヘネップによる範例的な一つの事例は、性的に未成熟な子どもたちの

生を、性的に成熟 しつつある青年たちの生か ら分ける境界線です。いわゆる思春期儀礼は、その千差

万別の現れにもかかわ らず、その総てにおいて、青年たちを助けて、児童期の世界か ら責任ある若い

成人期の世界へと通過 させることのために、特に設計されているように思われます (van Gennep,

1908/1969,p.65-68)。

にもかかわらず、通過儀礼の真にパラダイム的な二つの事例と言えば、疑いもなく、誕生 と死の通

過儀礼です。通過儀礼を喚起する伝統的な人類学的危機 (臨界)は、誕生、成人男子あるいは成人女

子へのイニシエーション (入会式 )、 結婚、そ して死、です。これ らの危機は総て、誕生 と死の、人

間の共同社会へと入ること、それか ら退 くこと、という刻印を帯びています。そして、それらの総て

が、新入者が、生の一つの在 り方、人間である一つの仕方、一つの特定の世界を背にして、もう一つ

の世界へと [境界線を]踏み越えて入って行 くことを、要求 しているのです。総ての通過儀礼は一つ

の世界か らもう一つの世界へと導 く幅の狭い境界線を通過する一つの苦闘 (も がき)の パターンを繰

り返 しているのです。

フロイ トもファン・ヘネップも共に、個人的であると共に社会的でもある達成として、成人の性の

獲得と充実 した人間性 (humanity)の 達成とに接近 します。どちらの理論家 も、これ らの達成が、



ある自然的な過程の不可避的な結果であるとか、あるいは、ある技術的な介入 (干渉)の結果である

とか、そういう誤解はしておりません。人間性 というものは、“grown"「栽培するJ(成長させる)

ことも、“prOduced"「生産する」(製造する)こ とも、出来ないのです。

これ ら二人の著者が人間の性的同一性の神秘に接近する仕方の中に、このことが例証されているの

を、私たちは見ることができます。どちらの著者 も、そのような同一性の獲得を、自動的な生物学的

技術的進歩として接近することも、ある生物学的運命の予定された「自然なJ開花として接近するこ

とも、為 してはいません。両者 ともに、人間の女性性 と男性性を、ある集団的、社会的、そして、個

人的な偉大な努力の成果として、 しか し、確実に得 られるとは限 らない成果として、理解 しているの

です。最初は性的には未決定な、あるいは、多様な形で倒錯 している幼児が徐々に、文化的段階を

次々と昇って、ついには十分に人間的な性的成熟に到達するその協同的な過程において、家族あるい

は一族 (clan)に は、決定力をもつ役割があるということを、両者はともに強調 しています。個人

が、ある共同社会において文化的に課せ られた特定の役割を満たすことが究極的にできるようになる

のは、そのような共同社会的なさまざまな努力のお陰によってなのです。

ある通過儀礼を経験するということは何を意味するかについて、最 も精密で最 も詳細な記述を探 し

求めて、フロイ ドの仕事を探索 しているうちに、私は精神分析的治癒そのものを見過ごすことが困難

だということに気づきました。両親的な人物たちへの子どもらしい絆を後にして、よリー層成人 らし

い生の形態に向かって、ある困難な境界線を跨 ぎ越すのは、一つの文化的な努力です。この努力のな

かで、被分析者を助けるために計画された、ある特定の儀礼として、精神分析的治療に接近すること

が可能でありましょう。医学に内在 している生物学的技術的な治癒モデルか ら、フロイ ドが決定的に

離反 したこと、および、言葉のやりとりのみに限定された古代の治療モデルを彼が採用 したこと、こ

の二つのことは、明らかに、通過儀礼の論理の方向を指 し示 しており、自然的成長の論理や技術的進

歩の論理か らの離反を示 しています。

言葉のみによってもたらされる通過儀礼の構想は、少なくとも、ソクラテスと同 じくらtY占 いもの

です。 プラ トンによれば、 ソクラテスは、アテネの若者達 との哲学的な議論を「産婆術的なJ

(maieutic)種類の活動 として理解 していた、と言います。つまり、誕生の際に、母親 と子どもを助

ける産婆の仕事に似た仕事 として、理解 していたのです (Plato,1975)。 ソクラテス的な議論は、ア

テネの若者達を、両親の家庭 と慣れ親 しんだ世界の狭い領域か ら離れて、より広い公的な世界の方向

へと導 くものとして、理解することができます。そのようにして、ソクラテス的な議論は、誕生経験

をモデルとした通過儀礼の言葉に置き換えて理解することができます。この通過儀礼は、人間である

一つの在 り方、一つの住み方 (one way Of dwelling)か ら、もう一つの在 り方、住み方へと導 くも

のなのです。

フロイ ドの発達諸段階はよく誤解されます。が、あの諸段階も、以上のような通過儀礼との関連で

とらえるなら、明解な仕方で、接近することができます。あの人類学的視点からは、これ らの発達諸

段階は一連の実存的危機として出現 します。これ らの危機において、子どもは,世界内での二つの非

常に異なった在 り方を分割 している、ある困難な境界線を越えるようにと、道案内されるのです。

これ らの段階は自然的な現象であり、また、生物学的な成長によって引き起こされる危機であるな

どと、誤解さね′ていることが、心理学的文献によくみられます。そのような仕方で作り替え られる場



合には、フロイ ドの洞察は、それが本来 もっていた知的な整合性と力を実質的に奪われて しまいます。

これ らの段階は、自然的な出来事であるというよりは、む しろ、両親と子ども達の間の歴史的な相互

作用であって、その相互作用はその子どもの道徳的および情動的性格に運命的な刻印を残すものなの

です。さらに、ある段階か ら次の段階への通過は一つの文化的達成を構成 しています。そのような通

過における失敗は、病理学の一つの新 しい登録を呼び起 こすものであって、医学的あるいは生物学的

科学の技術的力を発揮させるものではないのです。そうではなくて、フロイ ドによれば、その失敗は、

精神分析的治療の形をした一つの新 しい通過儀礼を、呼び起こすものなのです。

このように理解すると、「口唇」段階か ら 1肛門J段階への移行は、ある特定の実存的危機 として

現れてきます。この危機においては、口 [唇 ]に全 く中心化 しており摂取の主題に支配されている一

つの世界が、肛門と排泄機能が中心に位置する非常に異なる世界設計に、そして、与えることと保持

すること、汚すことと清めること、為すことと為されること、などの新 しい主題が際立って くる世界

に、取 って代わられなければならないのです。また、フロイ ドの諸段階に対 して、それ ら諸段階自体

が意義深い儀礼的移行のための舞台であるとして、接近することも可能です。それ らの移行は、例え

ば、日唇期においては、乳房による授乳か ら、食卓での食事へと導 く、と考えられましょうし、ある

いは、肛門期においては、受動的な [お むつによる]ツト便から、能動的で、躾けられた、 トイレット

と身繕いの習慣へと導 く、と考えられましょう (Freud,1946.p.98 ff。 )。

フロイ ドの仕事においては、発達の多様な諸段階を貫 くこれ らのさまざまな苦痛に満ちた通過は、

エディプス・ コンプレックス [エ ディプス複合]と いう中心的な人間化の課題によって全体的に支配

されています。この課題は、ある時には両親的な人物に全 く中心化 している子どもの情動生活を、変

革することであり、子どもを道案内 して、現在の小さな世界を越えさせ、他者たちのための場が在る

一つの未来に向かって、導 くことなのです。前エディプス期か ら、エディプス期、そして、後エディ

プス期への移行の中に、私たちは、ある質的で実存的な飛躍を認めます。これは、一つの通約不能な

領域か らもう一つの通約不能な領域へ導 く古代の通過儀礼の刻印を深 く負っている飛躍なのです。こ

れ ら総ての運命的な移行は、こんどは、誕生と死 という二つの典型的な移行に似ているのです。

互いに通約不能な領域間の運動 としての占代通過儀礼の刻印は、子どもが母親の乳房による授乳

か らの撤退の場合に、特別の明瞭さをもって、見ることができます。フロイ ドの思考は、疑いもな

く、 ドイツ語が この撤退を表現する特定の仕方に大 きく影響を受けています。Ent― wёhnungと い

う言葉は、特殊的には、幼児の平L離れを、一般的には、悪い習慣を捨て去ることの、両方を指 しま

す。 I)ie wOhnungは 、あ る家屋を指 し、wohnenは 、「に住む |(to inhabit)、 「居住す るJ(to

dwell)と 翻訳 されます。前綴の ent― は、否定 (ncgation)、 取 り消 し (revcrsal)、 あるいは、除

去 (rcmoval)を 指示 しており、 したがって、ontwё hnenの 文字通 りの翻訳は、「ある家か らもう 一

つの家へ と移 る J、 あるいはより完 /1Nに は、「ある家か らもう 。つの家への引っ越 しに慣れる_1(to

get used to the move from ollc hOuse to another)、 と読めるで しょう。

実際、この事例は、現代英語において もあまり異なってはいません。英語で も、同 じ出来事を

記述す るのに同 じ隠喩 (メ タアー)が用い られているか らです。動詞の“to wcan"は 、古代英

語の“wuniall"に 関係 していて、 これは、 ドイツ語の wohnenの 同語根語であ り、同 じよ うに、

“d、7011ing"、 “rolllaining"、 “
l〕 ecomillg tlse(l to"を 指示 しているのです (Klcin,1971;Wcaning



の項目を参照)。 英語とドイツ語のどちらにおいても、この「最初のJ幼児の危機が、居住の一つの

場所からもう一つの場所への苦痛に満ちた移行の言葉で理解されているその仕方を、私たちは見るわ

けです。

私たちのラテンの先祖たちは、よリー層強力な隠喩である depe1lo(infantem lacte depellere

を用いていました。De― pe1loは、乳離れ (weaning)の ほかに、「駆逐する」 (“ to drive away"),

「取 り除 く」 (“ to remOve"),「 追放する」 (“ to expel")を 意味 します。ラテン語は、動詞 de―

doceoも 用います。これは、文字通 りには、「導いて遠ざける」 (“ to lead away")で 、私たちがフ

ロイ ドの ドイツ語 entwёhnen(離乳する、習慣を断つ)で既に出会ったのと同一の過程、「・・・癖

を捨て去る」 (“ unlearning")と 「忘れ去るJ(“ forgetting")を 指 しているのです (Cassell and

SimpsOn,1968;dep1loと dedoceoの 項目を参照 )。

家庭か ら学校へ導 く通過 としての教育 (Education)

学校での私たちの第一 日は、同想 してみると、私たちにとって重要な一里塚であるように思われま

す。ある人たちにとっては、この日が冒険の輝きを保持 しているのに、他の人々には、その日が、幼

い子ども時代の年月の長い影を投げかけるのです。その日を感動なしに思い出す人はほとんどいない

でしょう。この日について精神分析的な枠組みのなかで考えるということは、この日を、家族の家の

安全な避難所か ら、学校の教室のよリー層挑戦的な社会的空間への、困難なしか し感動に満ちた移行

として理解することを意味 します。家族の家では、一人ひとりの子どもはそれぞれ保証された場を

もっていますが、学校の教室では、そのような場は新たに獲得されなけれはならないのです。

精神分析的思考の領域内では、学校での第一 日の危機は、子どもを類似の心理学的課題に直面させ

る、乳離れの危機 という脈絡の内部で再定式化されるにぶ、さわ しいものです。どちらの場合でも、子

どもは母親にきわめて接近 している親 しんだ場を離れなければならないという、また、母親か らある

程度より大きな距離のある未だ慣れていない場に慣れなければならないという、要求に直面させ られ

ます。

そこで、通過儀礼 という人類学的概念と、entwё hnenと wunianと ぃう隠喩の光 りに照 らして理

解された「乳離れ」(weaning)の 精神分析的概念は、家族の範囲の親密な場か ら教室の公的な領域

に移動 しつつある幼い子どもに経験されている移行の危機についての、私たちの理解を進めることが

できるように思われましょう。最 も少なく見積 もってみても、そのような理解は、この重要な文化的

移行を、ある一点Aか らそれと通約可能な点 Bへの単なる物理的かつ空間的な変位として理解 して し

まうような間違いを犯すことか ら、私たちを護って くれることで しょう。家庭の両親の領域か ら学校

の公的な領域への、この運命的な旅は、こうして、家庭の私的領域か ら学校の公的領域への通過とし

て理解された教育そのものの使命を、既に包含 し露わにして示 しているものとして、接近することが

できるのです。

■つの別々の領域を結び付ける一つの小道として理解された教育は、それ ら二つの領域を互いに通

約可能と理解するかあるいは通約不能 と理解するかによって、二つの非常に異なった論理で接近する

ことができます。学習あるいは発達の自然科学的で技術的な論理は、これ ら二つの領域が通約可能で



あって、教育は本質的に順序正 しい (技能、情報、成熟の)獲得の過程である、という前提か ら出発

します。

居住 (住み着 くこと)の実存的で現象学的論理は、家族の領域 と公的な領域とは通約不能である、

という前提か ら出発 します。 したがって、二つの領域をつなぐ小道は、順序正しい進歩の道ではあり

得ず、通過儀礼に合意されているような、よリー層根源的で個人的な変化を求めるものだ、というこ

とになります。この脈絡の中では、教育とは、子どもが世界の中で くつろぎ落ち着 く二つの非常に異

なった仕方を統合することを学ばなければならない困難な過程を指すことになります。ここでは、教

育があるということは、人生の私的で家族的な領域と、公的な領域との、両方で くつろぎ落ち着いて

いる、ということを意味 します。

この構造的な変化は、エディプス的危機との関連でフロイ ドが記述 した変化と、総ての重要な倶1面

において、類似 しています。自然科学的思考を支配 している徐々の進歩と発達という論理と、通過儀

礼による思考を支配 している変化 (推 移 transition)あ るいは回心 (転向)(conversion)と いう論

理との間の差異を理解するためには、私たちの日常経験内での私たちの身体的存在にかかわる、根本

的に異なるIつの経験を探索する必要があります。

日常の決まり切った課題に浸 りきっているとき、私たちの身体は、私たちの総ての企てに対する静

かな基礎として、私たちのために働きます。私たちが自分の仕事に夢中になっている間は、私たちは

自分の身体的存在にはほとんど注意を払いません。そして、私たちが注意を初めて払 うようになるの

は、疲れてしまったり、 しつこい頭痛あるいは何か別の身体的欲求によって、仕事場か ら締め出され

るように感 じたりしたときなのです。身体の沈黙の支持 というこの特質は、仕事場における人間生産

のあらゆる仕方に転移されます。つまり、私たちは、タイプライター、コンピュータ、あるいは自動

車というような製造された道具を類似 した付r方 で経験するようになります。それらは、疑似的身体と

して、人間の労働する身体と同 じように、その後の課題のための沈黙 した基礎として、 [私たちのた

めに]働 くのです。仕事日の世界での中心的な論点は、私たちのさまざまな必要に備えることです。

その世界は、私たちの生活を支持 し保護 し、自然の囲いの中で私たちの生活が耐え られるように、あ

るいは、心地よいものにする、それ ら総ての道具や器械を修理 し維持することを要求 します。この領

域での中心的な隠喩は進歩のそれであり、この隠喩によって、私たちのさまざまな課題が達成された

程度を、私たちは採点するのです。

人間の身体が疲れ果てたり何かを必要としたりしたとき、あるいは、道具である疑似的身体が故障

したときになって初めて、封印された仕事世界は壊されて、世界に存在する非常に異なった仕方の展

望が開かれるのです。故障のその時点で、私たちは二つからひとつを選ぶ選択の前に立たされます。

すなわち、その可能性が姿を現 したその裂け日を修理することでその可能性を閉 じて しまうのか、あ

るいは、その裂け目を通って人間で在る別の様式へと歩を進める [こ とでその可能性を押 し開 く]の

か、という選択の前にです。この裂け日を通って歩を進めるということは、増加する進歩あるいは発

達という世界にはもはや属 してお らず、ある実存的飛躍、変化 (変形、変質、transformation)あ

るいは回心 (転向)(conversion)の 形態をとることになります。

仕事の世界では、私たちは周囲の自然を変形 して、私たちのための場を地 11に 確保 します。ここで

は、人間の身体は、沈黙 している基礎と基盤の形態をとります。 この仕事の世界の彼方に、 つ́の異



なる世界が現れます。そ してその世界では、人間の身体自体が中心的な論点となるのです。私たちは

ここで、食べたり飲んだり、休んだり寝たり、気晴らしをしたり、おしゃべ りしたり、ダンスしたり、

歌ったり、そ して、恋を したりする、というような活動を考えています。これらの活動の総てにおい

て、人間の身体は無限に多様な仕方で中心に立っています。活動は、世話をしたり看護を したり、健

康と元気を取 り戻させたり、という形態をとるかもしれません。あるいは、身体を誇示 したり、恋と

称賛を刺激 したり、恋に落ちたり、という形態で現れるかもしれません。人間の身体がその無数に変

形 して出現するこの世界の内部では、その中心的な隠喩は、誕生 と死のそれなのです。

もし私たちが、教育をある私的で家族的な領域か ら公的な領域への通過として考えるなら、私たち

はこれ ら二つの非常に異なった世界を、つまり、それぞれに人間身体の異なる経験に基礎づけられて

いるTlつ の世界を、心に留めておかなくてはなりません。私的な領域でのさまざまな義務―一一家事、

庭の世話、屋根の修理、冬に備えて薪を集めること、など一――は、公的な領域では、産業、商業、

行政管理的な諸機能 として、総て翻訳されます。これ らは、誕生と死については今 く無知に留まり、

しかも、進歩と発達という中心的な隠喩によって支配されているところの、世俗の技術科学的理性に

よって支配されているのです。

身体が中心に位置する私的で家族的な世界は、もろもろの宗教、もろもろの芸術、スポーツ、祭 り

などの公的な世界に翻訳されます。そこで、私的な食事から公的な生け贄への変形、求愛か らダンス

や豊饒神崇拝の儀式の慣習への変形、両親の権威か ら公的な王権への変形、兄弟の間での私的な体力

比べか ら競技者たちの間の公的な競技への変形、などを跡づけることができます。これ ら総ての事例

において、私たちの生の私的な領域か ら公的な領域へと、私たちが移 りまた後戻 りするための手段・

方法として、教育を私たちはとらえるのです。

公的な世界を主 として仕事 日の現実との関連において考える場合、その仕事 日の現実は、進歩の隠

喩に基づき、また、課題の遂行において人間身体を経験する特定の仕方に基づ く、技術科学的理性に

よって支配されているのです。その場合には、私たちは教育を、本質的には、情報獲得 と、特定の

有用な経済的課題の実行を促進する習慣の強化、という事柄 として考えています。公的な世界を、

主として人間の身体が中心的な位置を占める領域 として、また、誕生 と死を扱 う私的で家族的な仕

方が公的な儀礼の形態をとる領域 として、また、身体のさまざまな変形について不思議に思 う一地

方に特有で家族的な仕方が公的な光景を生み出すような領域 として、そのようなものとして考える

場合には、教育は通過儀礼の形態を取 り始めます。 この通過儀礼において、死や出産・生殖につい

てほとんど何 も知 らない新入者たちが、人間の身体のさまざまな公的な不思議へ と、導 き入れ られ

るのです。

教育への技術科学的な接近は、日々の課題のための静かな支持として役立つような人間身体の育成

を推進 します。十分に休息をとり、栄養十分で健康な身体のみが、この接近では役立つことができま

す。そこで、身体的活動に関わる総ての弁護人たちは、総ての身体的必要に対する健康な黙従を強調

します。この接近を唱道する人々は、自己否定、禁欲苦行的な慣習、宗教的破門などに対面すると、

それ らが最適な身体的機能の合理的な維持 と結び付けられない限りは、全 く理解できないままに留

まって しまいます。

通過儀礼という視点でI里解された教育は、人間の身体に関 して非常に異なった姿勢をとります。こ



の儀礼における中心的な論点は、新入者たちを、身体的な誕生と死に直面させ、彼 らがこれ らの困難

な事柄についての公的な教えを吸収するようにすることなのです。この接近で、私たちは、昼間の課

題の下でまどろんでいる従順な身体を求めるのではなくて、痛み、飢え、寒さによって、また睡眠の

不足によって、決まり切った仕事の世界から追い払われた身体を求めるのです。

[一方の]技術科学的な教育は、利口さ、器用さ、大量の情報が、自然のさまざまな拘束か ら私た

ちを解放 して くれるだろうと、約束 します。 [他方の]通過儀礼としての教育は、災難・苦痛 と欠乏

が受容されたときにのみ、死ぬべき運命にある人間の身体についての真理に、私たちはよリー層近づ

くことができるのだ、という知識を、私たちに刻印し銘記させるのです。

心理学者たちが発達あるいは学習について語る場合、彼 らが,と にヽ抱 くのは、 もろもろの世俗の課題

の静かな基礎 として役立つ身体、そして、そのようなものとして、自然科学、技術、産業、商業、お

よび行政の巨大な公的複合への参画を可能にする身体、そうした身体の技術科学的な鎮圧、なのです。

発達 (development)と いう隠喩は、私たちの思考を、出来事の成 り行 きの静かな展開、繰 り広げ、

という方向に向けて舵取 りします。その出来事の成 り行きは、前以て勤勉に準備されて来ており、そ

して、もしその成 り行きが正しい仕方で展開され、繰 り広げられるべきだとするなら、不適当な介入

から護 られなければならない、そういう [性格の]成 り行きなのです。ここで私たちは、ラテン語の

対照的な対語を考えます。それは、involvo(tO rOll up,wrap up,envelop,[包 む、 くるむ])と 、

devolvo(to run dOwn,to roll down,[転 が りくだす、転落する])の 対語です。これ らの対語は、

発達のイメージとして、予め前以て「 くるくると巻き上げてJ(rolled up)あ ったもの、あるいは、

「くるんで」(wrapped up)あ ったものを、一種の広げ伸ば し、あるいは、包みの開け広げとして

の、イメージを生み出します。この [発達の]イ メージは、例えば、樫の実か ら樫の木への、あるい

は、受精 した卵子か ら新生児へ、というような生物学的成長を記述するのには、特に適 しています。

しかし、このイメージは次のような非常に異なった脈絡には適合 しないのです。すなわち、子どもが

乳房からの哺乳か ら食卓での食事へ、エディプス的愛着だけという状態か らエディプス後の社会化の

形態へ、あるいは、新 しく生まれた「自然な 1赤ん坊 という状態か ら名前を与えられ、一つの確立 し

た文化的世界に受容された証拠としての種族の しるし (割礼、あるいは、洗礼)を受けた赤ん坊へ、

という文化的飛躍をす るとい う脈絡 には、適合 しないのです。後者の場合 は、恐 らく、神聖化

(consecration)、 徴集 (conscription)、 回心・転向 (conversiOn)、 あるいは何れにせよ、変遷 0

移行 (transition)、 あるいは、 もろもろの変形 (transfrOmation)と いう表現を用いたほうがよい

で しょう。子どもたちが人間である一つの在 り方か ら質的に異なるもう一つの在 り方へと進むとき、

「横切 って行 くこと」 (going across)、 「越 えて行 くことJ(going over)を 表す ラテ ン語 の

trans一 ireと いう表現のお陰で、境界線を過 ぎる通過 という観点か ら、そ してまた、子どもたちの

進歩への共同社会の参入という観点か ら、考えることができるようになります。

フロイ ドのいわゆる発達の前エディプス段階は、自然的あるいは技術的進歩のモデルに適合 しない

ということは全 く明白であると思われます。段階とか発達 という表現を用いる代わりに、変遷・移行

(transition)あ るいは回心・転向 (conversiOn)の ような語を用いてもよいで しょう。確かに、フ

ロイ ドは発達 (development(Entwicklung))の 隠喩を用いることで自ら混乱の一因となったとい

うことはあります。 しか し、彼は、少なくとも、発達段階 (stages of development)と いう語は避



けていました。その例外は、彼が非常に異なる生物学的脈絡を取 り上げようと望んだ場合だけで した

(原注 3)。

さて、学校の最初の日に子どもに経験される移行の危機に私たちの注意を戻 しましょう。子どもは、

家庭においては、家族の成員たちの中で安全で心地よいと感 じていることを実感 します。子どもは家

族の中に住み込んでいます。そして、この住み込みによって、この慣れ親 しんだ場に特有な在 り方ヘ

と招かれるのです。家庭か ら教室への移行は、子どもを新 しい環境に直面させます。この新 しい環境

は未知の仕方で構造化されており、子どもがある異なる仕方で住み込み存在するように誘います。移

行の問題は、そこで、単に、適応・順応の問題でも、行動のレパー トリー (目 録)に新 しい項日を一

つ追加するという問題でも、ありません。そうではなくて、自己の素朴な統一性を打ち壊 して、自分

自身である在り方の異なるさまざまな仕方 との、内的および外的な対話を開始するという問題なので

す。

子どもの視点か らしますと、最初は、家庭環境を学校環境へとつなげている、自分で見分けられる

ような、小道が無いのです。この小道を見つけることとそれを横切る (通過する)こ ととは、教育的

であるばかりでなく、実存的でもある最初の課題を、構成 しているのです。この場合に子どもが学習

することは、単にある特定の物事をどのように為すかだけではなく、どのように異なった仕方で在る

か、ということなのです。 したがって、それは、単に二つの領域を結び付けている小道を見つけると

いう問題ではなくて、世界内で住みくつろいで在る二つの異なる仕方の間の一つの連結環に自らが成

るという問題なのです。発見されるべき小道とは、それゆえ、外的であると同時に内的であり、世界

の中で 自らの道を見いだす という課題であると同時に、ある十分に分化 された仕方 (in a fully

differentiated way)で人間となるという課題でもあるのです。

境界線の前に立って、子どもは根源的な不連続性か らなる一点に、つまり子どもは地図の描かれて

いない領域を越える自分自身の道を自分で見いだすことを強いられる ・点に、直面 しているのです。

この課題を子どもが達成する仕方は、 したがって、同時にまた、自分自身の存在を実現する仕方でも

あるのです。境界線でのこの危機は、子どもの教育における中心的な問題点を構成 します。なぜなら、

この境界線を何とかうまく跨ぎ越す仕方、二つの世界を関連づけるのを学ぶ仕方、それに、互いに明

瞭に区別される性質をもつI■ つの存在の仕方は、その子どもの性格と特有の世界の見方を規定するか

らなのです。

私たちは、ここで、教育の過程の真っ只中に、技術的な情報によっては征服することのできない、

また、専門的意見によって克服されることを拒絶するような、一つの問題を見いだ します。これまで

の無数の世代の蓄積された経験は、その子どもに、道の一部のみ案内 して助けることができます。 し

かし、最後には、私たちの一人ひとりが、私たちの存在と私たちの世界をともに分割 している境界線

の前にたった独 りで立つことを求められるのです。そして、一方では、失敗 し、後退 し、ばらばらに

なる、あるいは、他方では、自分で在る一つの異なる仕方へと境界線を跨 ぎ越 して行 く、公における、

学校における、この新 しい存在の仕方 と、家庭で自分の場を持つより古い仕方との間の、新 しい総合

を創造する、という選択に真正面か ら立ち向かうことが、求められるのです。

家庭環境 と学校環境との距離は、技術的情報によって完全に橋渡 しすることは出来ません し、自然

的成長によって完全に埋めることも出来ません。これら二つの通約不能な領域の間の距離が、人類学



的通過儀礼あるいは精神分析的な「徐々に進める努力J(“ working through")を 呼び起こすので

す。それは、乳離れあるいは服喪にも似た、一つの現象を私たちに提示します。それは、ある形の定

まらない受苦・苦難 (suffering)に通 じており、その受苦・苦難は、その上に一つの文化的な形を

重ねることで、初めて、やわらげることができるのです。

境界線を目の前にする個人の危機は、共同体にも影響を及ぼします。個人もその個人を支える文化

的共同社会 (コ ミュニティ)も 、導かれて、技術的忠告や代理委任の手段によっては、解決も処理も

できない問題の前に引き出されるのです。さまざまの困難な文化的境界線を越えることにまつわる逃

れ難い受苦・苦難から、子どもを遮蔽し保護してやるということは、両親も、教師たちも、あるいは、

心理学、精神医学、あるいは医学のどんなエキスパー トも、出来ないことなのです。

高度に発展した20世紀の技術的文明の成員としての私たちも、私たちの子どもたちが彼らの最初の

文化的境界線を越えるのを助けるということに関しては、私たちの新石器時代の先祖たちと全く同じ

くらい無力なままです。そして、これらの先祖たちと同じように、私たちは、子どもたちが苦痛に満

ちたもろもろの試練を通ってゆっくりと進み、自然 (nature)の 領域から文化 (culture)の領域ヘ

と前進するのを、傍観者として脇から見守り声援する以上のことは何も出来ないのです。

あらゆる有用な技術的な実際的知識も規制のパターンも、必然的に欠落している状態では、子ども

は自分のもつ手段と方法に頼らねばならず、二つの非常に異なった生活の仕方を結ぶ橋へと自分を形

作って行かなければならないのです。この点における失敗が、不可避的に導いて行くのは、固着、神

経症的反復、そして、共有される文化的世界への接近の不足です。そのような失敗は、ひとりの子ど

もが持つあるいは使うことのできるものを単に制限するばかりでなく、子どもが誰で在り、何で在り

うるか、を規定することになるのです。

教育の歴史 と通過儀礼

私的な領域から公的な領域への子どもの旅において、真に重要性をもつ事柄は技術的な熟練と情報

なのであるとする偏向が、次第次第に一層明白になって来ていることを、西欧の教育の歴史は、示し

ています。この強調は、公的な領域を商品とサービスの生産と分配と同一視する傾向が、西欧におい

て、次第次第に一層強まり、 [つ いには]それだけになって来てしまったことと、軌を一にしていま

す。ハナー・アーレントが指摘 しているように、この公的領域と製造と商業との
Fu―l一視、殆どその他

のものの介在を許さないこの同一視は、極めて異常な文化的配置を表現しています (Arendt,1958、

p.22ff.)。 公的領域のこの現代的理解は、それに対応する教育理解、つまり、進歩と発達という教育

理解と、人間の身体を日常の課題の静かな基礎に変形するという教育理解とを、生じさせるだろう、

と私たちは予期することができましょう。教育のこの戦略は、通過儀礼を慣習として行っていた古

代諸文化について私たちが知っていることとは逆行します。通過儀礼においては、新入者たちは、人

間の身体を、その死を免れえぬ拶 (は かな)さ とそれ自身の限界を乗り超える能力のうちに、経験さ

せられるのです。石器時代の諸文化への新入者たちが苦痛に満ちたさまざまな試練と、恐怖を引き

起こす光景と、打椰と、飢え、寒さと睡眠不足、を受けさせられていたのは、この理由の為なので

す。



もし私たちが、家族的な領域か ら公的な領域への移行・輸送 (transport)と しての教育の理解を

固持するならば、新石器時代の通過儀礼が現代西欧の教育とは非常に大きく異なっていることを理解

するようになります。これ ら二つの場合には、公的な領域についての理解が全然異なるか らです。こ

れ ら比較的古代の諸文化にとっては、公的な領域の主たる機能は、人間の身体のもろもろの変形に、

表現豊かな文化的な形態を与えることであり、そうすることによって、忍耐、苦痛、苦悩 と、誕生と

死のさまざまな神秘について、人々が共有するような熟考を可能にすることだったのです。

肉体的懲罰 (折檻)は、私たち現代人にとっては、非難すべき野蛮な慣習に過ぎませんが、ある時

には、 [抽 象的に言えば]周辺性 (marginality)を 誘導する機能に、つまり、新入者に人間の実存

のまさにもろもろの周辺に住みそれを具体的に表現することを強いて、人間の誕生 と人間の死の経験

を強制する、という機能に、役立ったのです。恐怖あるいは苦痛によって誘導され、人間生活の周辺

部で経験される、身体のそのような変態は、明らかに現代の教育によって染み込まされる身体とは、

性質を異にしています。この苦痛に満ちた変態においては、人は、技術あるいは経済生活には近づ く

ことがありません。そうではなくて、生まれることができ、誕生させること、誕生を誘 うこと、そし

て、死に服することのできる、人間身体のもろもろの神秘を経験するのです。この脈絡においては、

進歩とは一つの前進を暗に指 します。が、その前進とは、増大としてとらえる接近を拒否 し、注意深

い一歩一歩では成 し遂げることが出来ず、日常の課題の論理を拒否 し、そして、一気に起 こる変形で

実現する、そういう前進なのです。そ して、最 も基本的なことは、ここでは、人間の身体はその意志

を自然に彫りつける道具として役立つのではなくて、それ自体が彫りつけられるのだ、ということで

す。人間身体は “agens"(働 きかけるもの)であるというよりはむ しろ “agendum"(働 きかけら

れるもの)な のです。action(能動)であるよりは passion(受 動、激情、苦痛 [古 ]、 )である、と

いうことです。

教育は、若い新入者を人間の肉体生活のもろもろの神秘に導 き入れるものとして理解することが

できます。学校教育という形での西欧の教育慣習 (実践)は、人間の身体を行為のための沈黙 した基

礎に変形 します。通過儀礼 という形での新石器時代の教育慣習 (実 践)は 、苦痛、病気、寿命の傍

(は かな)さ 、に支配されている人間の身体のさまざまな現実を教えます。そして、忍耐と、避ける

ことのできない苦難に直面 したときの人間の尊厳の保持を勧めるのです。学校教育の諸文化と通過儀

礼の諸文化 との間の根本的な差異は、究極的には、読み書 きする (literate)諸文化 と、刻み込み

(inscription)を 実践する諸文化との間の差異なのです。

教育 における身体的懲罰 (折檻 )の歴史

古代新石器時代の通過儀礼と西欧教育のもろもろの実践を結び付ける細い環のうちの一つは、恐 ら

く、身体的懲罰 (折檻)の 広範な歴史的記録を通 して跡づけることができるで しょう。この歴史は、

古代 シュメール (Surlleria)に おける学校教育の始まりか らごく最近の時代にまで渡るものです。

懲罰 (折檻)の形態は、いかなる特定の環境にも、特定の宗教的慣習にも、哲学にも、政府の形態に

も、結び付いていなかったことは、明らかです。そ して、懲罰 (折檻)が存在 していたことの証拠は、

エジプ ト、帝政ローマ、ヴィク トリア朝イングランドの文化のように、互いにたいへん異なる諸文化



に、見いだされるのです。

この奇妙な歴史記録は、研究すればするほど、西欧教育で申し立て られている諸 目標の光の中では、

ますます変則的なこととして見えてきます。ここで、私たちは、次の仮説を提案 します。すなわち、

西欧教育の諸目標に、これ程までに明らかに逆行する虐待のこの記録を理解するには、学校教育の線

に沿って発達せず通過儀礼を実施 していた、よリー層古いしか も性質を異にする外国 (alien)教育

文化の名残 りとして、 [そ れを]理解するのが最 もよい、という仮説です。

歴史家 スタンレー・ボナー (Stanley Bonner)は 、ギ リシャとローマの教育に関する彼の貴重

な観察の中で、肉体的虐待のこの奇妙にしつこい傾向 [の 解明]に取 り組んでいます。「古代を一貫

して通 じて、ソクラテスの時代か ら聖アウグスチヌスの時代まで、そして、さらに、全地中海世界を

横切って、エジプ トからボル ドーまで、そして、カルタゴからアンチオキア [古代シリアの首都]ま

で、肉体的懲罰 (折檻)は、学校生活に欠けることのない一部であった」(Bonner,1977、 p.143)

[と 記 しています ]。 ボナーは、打椰のための道具の全兵器庫について言及 しています。flagellum、

つまり普通の鞭 (whip)か らscutica,つ まり房を付けた革製の鞭まで、そ して、virgac、 つまり

[打郷のための]杖 (rOds)、 か ら ferula、 つまリステッキ (cane杖 )ま で、です。教師たちは、

Plagosus(the whacker「 殴打者」)Sc)ア thObrachion(Old Leather Arm「 古い革の腕 J)と い

うような愛情表現の言葉 [あ だ名]で記述 されていま した。 4世紀のラテ ン詩人アウソニ ウス

(Ausonius)は 、西欧世界を広 く旅 した人ですが、当時の教室か らは、いつ も、“nlulto verbere"

(many floggings「 多 くの鞭打ち |)の騒音が聞こえた、と報告 しています。

この傾向は、地中海世界あるいは、古代ギ リシャあるいはローマと同時代の諸文明に限 られてはい

ません。学校生活の最 も古い描写の一つは、紀元前2000(2000B.C.)の 日付をもつ ものですが、占

代シュメール [古代メソポタミアのユーフラテス川下流域、紀元前5000年 頃から文明が興る]の教室

での肉体的暴力について、非常に似た印象を私たちに与えるのです。

わた しの校長先生はわたしの石板を読んだ。 (そ して)言 った :「何か足りないものがある J。 (か

れは)杖でわたしを打 った。

整理整頓係の奴が言った :「おまえはぶ らついた。そ して、服をきちんと着なかった_l。 (か れ

は)杖でわた しを打 った。

沈黙 (静粛)係の奴が言った :「許 し無 しに、なぜ しゃっべった J。 (そ して、かれは)杖でわたし

を打った。

集会の係の奴が言った :「 許 し無 しに、なぜ気安 く立ったのか J。 (そ して、かれは)杖でわたしを

打 った。

学校の門の係の奴が言 った : 1許 し無 しに、なぜ校門の外に出た J。 (そ して、かれは)杖でわたし

を打った。

シ三メール語の係の奴が言 った : |なぜ (正 しい)シ ュメニル語を話さなかったのだ i。 (そ して、

かれは)杖でわたしを打った。

(そ れで)わ た しは、書き方 (scribal art石 板の刻み方)を憎み (始めた)=吉 き方を怠け (お ろ



そかにし)(始 め)た。(Kramer,1970,p.238)

19世紀 と20世紀初頭の現実主義的なもろもろの小説や日記は、打榔が弱まらずに続いていたヨー

ロッパの多 くの部分での、学校生活の正確な印象を与えて くれます。教育 と鞭打ちの伝統的な結び付

きがついに断ち切 られたのは、やっと、今 [20]世紀後半になってのことなのです。

私たちは、子ども達のこの残酷無情な扱いを、純粋に心理学的な視点か ら理解 し、誰かが している

ように、教育者たちの困難な経済状況のせいだ、としたくなるかも知れません。あるいは、また他の

人々と一緒になって、「社会的発展」の欠落を漠然と指摘するかもしれません。さらには、ある時代

の一般的な残酷性を責めるかもしれません。 しか し、そうした後のほうの議論が、もし私たちを納得

させるべきだとするなら、この実践 (慣習)が歴史始まって以来の最 も暴力的に破壊的な世紀のうち

の一つ [である今世紀]で終わったという事実を、どう説明するで しょうか。そして、いずれにせよ、

ペ リクレス [ギ リシャ・アテネの政治家、民主派の指導者]の時代、アウグス トゥス [古代ローマ帝

国の初代皇帝]の時代、あるいは、ヴィク トリア女Iの時代などよりも、その残酷さにおいて、また、

野蛮さにおいて劣るとは、とても考え られはしないような [私たちの]時代において [終わったとい

う事実を]です。

この暴力を、古代の通過儀礼の時と所を誤った無意識の遺物である、と読み取るほうが、より教え

るところが大きいのかも知れません。 この遺物は、その後に続 く、メソボタミヤ、エジプ ト、ギ リ

シャ、ローマ、及び、キ リス ト教ヨーロッパなどの読み書きをする :文 字使 [「 1文 化の:社会の学校で、

暴虐と残酷として誤用された形態で、生き延びたのです3 1FKに もし、このことが事実であるとします

と、合理的な教育 と原始的な暴力との間に内在する矛嘔を、子どもの人間化の過程を理解する二つの

非常に異なる仕方の間の葛藤として、I里解することが可能で しょう。

古代の儀礼の文脈では、新入者たちは、自分たちの文化の獲得を、内在的に神秘的で畏怖すべき冒

険として、経験 しました。これとは対照的に、西欧の教育者たちは、この文化取得をずっと劇的では

ない仕方で、ある生物学的過程として、あるいは、ある技術的問題 として、理解 しています。古代の

もろもろの儀礼は新入者たちを人間実存の永遠の諸問題に直面させる一つの試みで した。それに対 し

て、学校に基礎を置 く教育者たちは、自分たちの課題を、有用な情報を伝達することとしてのみ、次

第に理解 し始めたので した。

読み書 きをす る諸文化 と彫 り刻む (INSCRIBING)諸 文化

ここまでで、私的な家庭環境か ら公的な学校の環境への通過として理解される教育に対する、根本

的に異なる二つの接近を、私たちは、同定 してきました。これ ら根本的に区別される二つの接近を、

[1]進歩の隠喩に支配されている、通約可能な領域の間の通過として、あるいは、 [2]通過儀礼の

隠喩に支配されている、通約不能な二つの領域の間の通過 として、([1]と [2]の うち)の どちら

かとして、同定 して来ました。

通約可能な領域の間の進歩は、通過儀礼によって呼び覚まされる身体化とは非常に異なる身体化を、

呼び覚ますことに、私たちは注目します。通約可能な諸領域の間の進歩は仕事 [労働]の領域を規定



します。そして、仕事は、究極的には、どの領域 とどの領域 とが通約可能であるかを規定 します。仕

事をするとは、ある事態をもう一つの事態へと結び付ける小道を見つけることを意味 します。仕事に

よって、不毛で未開拓な土地から肥沃で開拓された土地へと導 く道を見つけることができるのです :

無秩序で、居住不能な場所か ら、秩序が保たれ居住を誘 う場所へと導 く道筋を見つけることができこ

のです。

通約可能な諸領域の間の進歩として理解される仕事には、人間の仕事に特徴的な身体化があります

仕事の領域の内部では、人間の身体は、当面の課題に対する一つの静かな基礎と支えとして働き、身

体それ自体は最小限の注意 しか惹きません。仕事の領域の内部では、私たちが自分の身体に気づ くの

は、疲れた時とか、自分の身体的必要に注意するのをひき延ばすことがもはや出来なくなる時、だけ

なのです。この脈絡の中で理解する限り、仕事 も進歩 も、共に、人間の身体を目立たず控えめな或る

資源へと変形するのです。 この資源は、枯渇 して補充される必要が生 じるまで、当面の課題に静かに

奉仕 し続けるのです。

通過儀礼は、仕事日の世界で引き出される技能あるいは力、あるいは、その他のいかなる質によっ

ても達成され得ない通過に関わっています。それ らに代わって、そこで喚起されるのは、誕生 と死の

モデルに基づ く身体の変形です。仕事 とその仕事が結び付ける通約可能な諸領域 との相互含意につ

いて述べて来ましたことは、通過儀礼 と通約不能な諸領域について もまた当てはまります。通過儀

礼はある不可能な通過を儀礼化するのです。そのパラダイムは、生けるものの領域から死せるものの

領域への通過、あるいは、未だ生まれざるものの領域か ら生きているものの領域へ、そ して、種族

(tribe)の 領域へのというパラダイムなのです。

これ らの通約不能な領域の間に広げられた人間身体は、仕事の領域においてそうであるような静か

で奉仕する資源、では最早ありません。生けるものと死せるもの両世界の間に、未だ生まれざるもの

と生まれたるものの間の両領域に繋ぎ止められて、人間の身体は、混乱 と苦痛と無意識の形態で、そ

れ自身の不可能性を生きている、受苦 し苦悩 しつつある身体なのです。

人間の仕事が、かつて、放浪することに限 られていたことがあります。種族は、寒冷あるいは不毛

の地域か ら遠ざかり、獲物に富んだより温暖でより豊饒な土地に導 くような道を捜 し求めました。仕

事は、今日に至るまで、「ある道を見いだす _1(“ finding a way")こ と、その道を最初か ら最後ま

で旅すること、であり続けています。言い換えれば、仕事とは、比較的望ましくない事態か らより望

ましい事態へと導 く、自分たちの 1道 を切 りひらく 1持続的な努力であり続けています。

しか し、常にやって来ることなのですが、最早その道を歩み続けることが出来なくなる時がやって

来ます。新石器時代の私たちの祖先たちは、休息するため、食べるため、寝るために、規則正 しい問

隔で、その前進 (prOgross)を、中断 しなければならなかったで しょう。また、ある時には、誰か

が出産 しそうであるか ら、誰かが病気になったり死にそうだか ら、あるいは、恐 らく誰かが狂気に

なったか ら [な どの理由で ]、 より長い時間にわたって逗留することが必要 となったことで しょう。

そうした危機の時点では、総ての前進は停止するで しょうし、通約可能な諸領域の世界は姿を消 して、

通約不能な諸領域 という非常に異なる世界に場を譲 ったことで しょう。ここでは、人間の身体は、前

進 [と 進歩]を支える重荷を静かに担 うということはせずに、生 と死、エロスとタナ トスという、対

立する通約不能な二つの領域の間に広げられた、混乱 [騒乱]と 闘争の場 となったことでありましょ



つ。

これ ら両極の間に広げられた身体、この身体こそが、悪魔と闘い、責め苦 しめられると感 じ、苦悩

し、欠伸 し、笑い、泣き、あるいは、怒 り狂い、飢えと渇きを感 じ、眠りのだるい錘を感 じ、至福と

悦惚を感 じ、出産 し射精 し、そして、逝 くのです。通過儀礼には、この世界を人間化 し、この世界を

種族の日常生活内部に引き入れ、それに正当な位置を与えるための、新石器時代における一つの試み

として、 [私たちは]接近すべきなのです。

フロイ トは、通約不能な諸領域のこの世界の統一性を十分に把握 し、それに相応 しい人間的身体化

の諸形態を記述する課題を開始 した、唯一の西欧理論家です。死 と出産、オルガズムと射精の身体化

のほかに、フロイ トは、乳吸い (sucking)、 排尿 と排便を、この同 じ世界の重要部分 として、含め

ました。そして、彼は、これ ら総ての現象が、生命を与える (出産、生殖 :prOcreation、 エロス)

と生命を引き渡す (死、タナ トス)のモデルに基づいて構造化されている身体的な変形に関わってい

ることを、私たちに示 したので した。

思考のこの繋が りに従いますと、次のことを明瞭に見ることができるようになりますЭすなわち、

現代教育の過程で中心的な位置を占めている身体は、新石器時代の通過儀礼や、初期の人間化に関す

る精神分析諸 I里論で中心的位置を占めている身体 とは、根本的に異なる、ということです。一方は、

進歩 [前進]を支える能動 (行為)の基盤 として役立 っていますが、他方 は、受動 (passion:熱

情)の激痛の中に在って、生と死の通約不能な世界の間を繋 ぐ役 目を果たしているのです。

もし私たちが、人間の実存を、誕生 と幼児期から成人期、そこか ら老年期そして死へと導 く、時間

的連続体内部の運動として、考えますならば、中年は、人間の身体を、その成熟 と強さのなかで、そ

の課題の底へと静かに消え得るものとして、示 しているということが観察されます。幼児期における

人間生活の始まりと、弱々しい老年期での人間生活の終わりとは、ともに、身体が、もろもろの課題

を支えて背景に静かに留まっていることができないという点で、同一の無力さで特徴づけられていま

す。中年 とは対照的に、幼児期と老年期の周辺では、通過儀礼によって呼びかけられる身体化が、呼

び覚まされるのです。逆に、身体が市1し 切れなくなった時には、誕生 と死の主題が必然的に呼び覚ま

されるのだ、と言 うことも出来ましょう。

ここにおいて、私たちには、身体的折檻 (処罰・懲罰)と 近代教育の間の両立不可能性が、特に明

瞭に見えてきます。同時にまた、通過儀礼が苦痛、恐怖やその他の形態の身体的受苦の経験と適合す

るような限界に近い身体化を要求するということも、見えてきます。 これ らの儀礼は、必然的に、

pathei mathosの 印の下に立っています。 ここでは、変えることの出来ない仕方で、学習が苦痛 と

受苦と絡み合っています。

新石器的な新入者入会 (イ ニシエーション :initiation)の 儀礼により引き起 こされるこの受苦の

一部は、種族に支配的な伝統に従 って、参加者たちに与え られる象徴的なさまざまな身体損傷化

(mutilatiOn)の 形態をとって行われます。ファン・ヘネップは、新入者が児童期か ら未婚の青年男

女期に儀式的に移動する時点で、それ らの新入者たちに対 して執 り行われる、そのような象徴的身体

損傷化の例を 1ダースほども列挙 しています。これ らの中に含まれているのは、割礼、歯の引き抜き

[抜歯]あ るいは充墳、手の小指の最後の関節か らの切断、耳たぶの穴あけあるいは切除、処女膜の

穴あけ、陰核の切除、顔や身体の乱切 (乱刺)あ るいは入れ墨、そして、ある特定の髪形に毛髪を切



ること、などです (van Gennep,1908/1969,p.71f。 )

そのような儀式的身体損傷化の慣習には、また、儀式的な打榔と苦痛を伴 う景」奪などには、新入者

たちに特に身体的な限界を強制するための新石器的な技術として [理解する角度か ら]、 接近するこ

ともできます。 [身体的]限界のこの経験は、今度は、誕生と死の人間的現実との出会いを誘発する

ようにと、設計されているのです。そのような理解は、学校における子供の打榔という歴史的慣習に

光を投げかけることが出来ましょう。学校では、そのような慣習は、新石器時代の新入者入会の儀礼

の単なる痕跡 としてのみ、生 き残ることが出来たので しょう。

受苦が、私たちを生の生産的な中心から追いやり、ある身体的な限界を私たちに強制するというこ

とは確かに真実ではありますが、通過儀礼とは、結局のところ、何よりもまず、実際的な現実である

というよりは、儀式的な現実である、という事実を見過ごすべきではありません。従って、私たちは、

これらの身体損傷化を如何なる意味においても、暴力の結果として身体に残される受動的な痕跡とF「・l

等であるとは、決 して見なすべきではないのです。 これ らの意図的に加え られた印 (Inarks)は、

事故による切 り傷や打ち傷とは全 く反対の [性格をもつ]も のであり、自然の暴力を支配 し秩序だて

るための、そうすることで可死性 (死すべき運命)を人間化するための、文化的なもろもろの試みと

して、理解されるべきなのです。

私たちは、これ ら身体損傷化を、風雨にさらされて、ひび割れ し傷ついた表面に重ね られた一種の

書きもの (writing)と 考えてもよいで しょう。そのような書きものは、傷ついた表面とそれが表 し

ているものとを自然から救います。そして、それを、もろもろの人工物 と人間関係の囲いの中に引き

入れるのです。通過儀礼によって身体に残 されるもろもろの印 (markS)は 、鋤によって土地に残

される跡を、あるいは、マチェーテ [長刃のなた]で ジャングルを切 り開いて出来た小道を読むよう

に、読まれるべきなのです。これ ら総ての場合には、自然の侵食に対 して自分の立場を守 りつつある

人間共同社会を目の前にしているのだということを、私たちは知るのです。

洞窟の壁に描かれた絵画について、同様に考えてもよいで しょう。つまり、無地のカンバスや紙の

上への純粋に心理的な投影としてではなくて、風化 した洞窟壁に描き手がばんやりと知覚 したものの

観念化と人間化の一種として、考えるのです。すると、絵画は、ある自然の出来事の人間による支配

を表現するで しょう。絵 ul‐ は、そこに描かれている動物たちの狩猟と完全に r」3型な、自然の合法的専

有を構成するで しょう。

通過儀礼を執行する部族の賢者たちは、描き手たちにも準 (な ぞら)え ることが出来ます。そして、

若い新入者たちは、その場合、洞窟の聖域の風化 した表面に似ています。どちらの場合にも、芸術家

たちは、人類と自然の境界線上あたりに屯している何かあるいは誰かを、人間の圏内に引き入れるの

です。

ここで、私たちは、書かれた印 (サ イン)を用いる仕方における、文字文化以前の通過儀礼 と、文

字文化のもとでの、学校に縛 られた教育 との間に見 られる差異に注 日します。教育においては、印

(mark)を 習得することは読み書き能力 (litcracy)と の関連で見 られています、例えば、自然の表

面に 1印 を残すJ(leave a mark)個 人の能力というように。 [と ころが、]通過儀礼においては、

その力点は刻印 (inscription)[刻 み込み]に あります。新入者たちを共同社会の境界内部へと更に

引き込む、そしてまた、より若い世代をその (共 同社会の)大義のために徴兵 (徴用)す る、その効



力(pOWer)に 置かれているのです。

この差異を、学校教育によって喚起される身体化と、通過儀礼によって喚起される身体化との間の、

さまざまな差異との関連において、私たちは理解することもできましょう。学校教育で訓練を受ける

と、身体は仕事 と進歩の世界を支持 します。教育者たちが第一に求め られることは、世界にその印

(mark)を 残すであろうような刻み込む身体 (inscribing bodies)を 訓練するということです。そ

のような身体は、明らかに読み書きのできる文化に属 しています。通過儀礼を受ける新入者たちの受

け身的な (熱 烈な :passionate)身 体は、なによりもまず第一に刻み込まれる身体です。そ して、

そのようなものとして、読み書き以前の文化 (nOnliteratc culturc)に 属 しているのです。

恐 らく、最初期の人間たちは、書 くことを、自分たちが人間であることを示すための一つの方法と

して、自然か ら自分たちを引き離すための方法として、 [自 然の中の]他のものたちとの際立った連

帯のなかのあの巨大な飛び地の外側に立っているものとして、自分たちを印づけるための方法として、

用いたので しょう。そして、刻み込みと切 り離 しのこの習慣はまた、ついには、もろもろの家庭用品

や使用する品物に、装飾の形をとって、適用されもしたのです。新生児に名前をつける私たちの習慣

も、刻印 (刻 み込み)の習慣の名残のひとつなのです。

人類学者 クリフォー ド・ギアーツ (Clifford Geertz)は 、ナイジェリア (Nigeria)の ヨルバ族

(Yoruba)の 間で行われる刻印 (刻 み込み)に関 して、以下のことに言及 しています。

ヨルバ族が もろもろの線を刻み込むのは、ただ彼 らの彫像や帝などだけに、ではない。彼 らは、

自分たちの顔に同 じことをするのである。さまざまに異なる深さ、方向、長さをもつもろもろの線

が、両頼に刻み込まれ、傷痕 として残される。そして、それ らは、血統の身元証明、個人の魅力と

地位の表現、などの方法として役立つのである。 (Geertz,1983,p.98)

彼はさらに次のことに言及 しています。すなわち、ヨルバ族は、道具によって残された印、ことに

連続的な線を、文化 (civilization)と 結び付ける、ということです。私たちの ci宙 lizationと いう

言葉は、ヨルバ語では「線の印で彩 られた顔 _.(“ a facc lined with marks")と 翻訳 されます。 一

片の耕 された寸1地 は、 |~そ の顔 に直線の印を もつ土地 _.(“ oarth that has linear marks on its

face")と 記述されます。一片のジャングルが畑地に変形される伐採や耕作の活動は、こうして、顔

の儀式的な傷つけ [刻 み込み]において、隠喩的に繰 り返されているのです。どちらの場合でも、ナ

イフや鋤のような道具は、連続的な線を描きます。一片の土地が、自然の未開拓のアンサンブルから

耕作と飼 ty慣 らしの人間的領域へと通過することが、自然で粗野な子供が教化された若者へと徐々に

変形される、そのさまざまな儀式的変形に、今でも結び付けられているのです。文明化された大人の

生活の責任と現実に、人間の顔を
「
開 くJ身振 りは、処女的な自然を、種族の活動範囲に「引き入れ

るJ(draws)生産的な組み込みへ と準備する身振 り (ジ ェスチャー)と 連続的なものであると、今

でもされているわけです。

誰かあるいは何かを、人間の領域内に引き入れるこの過程は、暴力的あるいは破壊的ではないとし

ても、ある攻撃的な成分を含んでいます。 もし、私たちが、傷つけの儀式的習慣に、書 くことの 一形

態として接近するならば、私たちは、この胃慣を誰かあるいは何かを、ある脈絡か ら遠ざけてもう一



つの脈絡の中へと引き入れる行為として考えることになります。私たちは、通過儀礼の経過を、新入

者の視点か らは、徐々に理解 と本当に所属するという感覚へと譲ることになる、一つの混乱 と暴力と

して性格づけることもできるで しょう。

writing(書 く)と いう語は、かつては、切 り裂 く (tearing)や 引っ掻 く (scratching)|こ 比較

的近い何事かを意味 していました。古英語 [Anglo一 Saxon:1150年 ごろ以前の英語]の writenは 、

彫り刻む (engrave)、 引っ掻 く (scratch)、 描 く (draw)、 書 く (write)と いうことを意味 してい

ました。この語と関連する ドイツ語の rei3enは 、引き裂 く (tear)、 引 く (pull)、 ぐいっと強 く引

く (tug)、 素描する (sketch)、 引き込む/描 く (draw)、 デザインする (design)、 などを意味 し

ます。Ri3は 、裂け目 (tear)、 割れ目 (gap)、 図面 (plan)デ ザイン (design)、 などを指 します

(Klein,1971;writingの項 目を見よ。)

もし、私たちが通過儀礼を読むことと書 くこととの関連で理解すべきだとするなら、ある既知の脈

絡か ら私たちを引き離 し、その際に私たちの外観を醜 くし、一種の死を蒙 らせるところの、「別離の

儀礼」を際立たせてもよいで しょう。移行儀礼においては、私たちは、新 しい刻み込みを受け、そし

て、私たちが再びそこへと誕生することになる新 しい社会的空間へと通 じる、新 しい諸関係によって

印づけられるのです。最初、私たちは、大混乱に陥って信号を読み取ることもできない危険な無人地

帯を通過 して行きます。それか ら、私たちは、幾つもの傷によって、再度刻み込まれます。それ らの

傷は、癒された時には、理解でき読むことができる称号 となっていて、人生における新 しい地位に着

くことを可能にするものなのです。

難 しい筆記に直面するという経験は、時には、刻み込まれることと読むこと、苦痛に満ちた混乱 と

方向感覚喪失の中に置かれることと、理解 し易さの新 しい領域に入ることとの、間に存在する微妙な

線を消 し去ることができます。読むことと書 くこととには、ある素朴で密やかな至福と恐怖が付きま

とっているのですが、それは、現代の教育学では殆ど気づかれないで しまっているのです。

フロイ トは、児童期についての彼の研究を、私たちが読みを習 う時期に先立つ時期に集中 して、

行いました。彼は、子どもは学校教育の領域に入 り、読み書きを学ぶのは、エディプス危機を通過 し

た後に、初めて為すべきである、と考えていました。この後者の [エ ディプス]危機は、通過儀礼の

古代の型に適合 しています。フロイ ドは、この通過の完了を潜在期の始まりと同一視 していました。

私たちは、潜在期を仕事 と進歩を支持することができる身体化の一形態 と同一視 してもよいで しょ

う。

読む ことと書 くことについてのカフカの寓話

カフカの謎に満ちた物語『流刑地で』 ([英 ]The Penal Co10ny;[独 ]In der Strafkolonie.)は 、

古代の通過儀礼の諸世界と近代の学校教育の世界との、非常に異なる諸世界を、全 く同時に皮肉的で、

喜all的 で、悲劇的であるような仕方で、一つに纏め上げています。彼 [カ フカ]は、ある遠方の国を

記述 しています。その国は、近代化の陣痛の最中にあり、その古代の諸々の慣習を今にも捨て去ろう

としているのです。最近到着 した一人の旅人は、巨大なタイプライターの形を した、古い体制の貴重

な遺物を見せ られます。それは、諸々の文章を紙の上にではな く、読み手の身体に直接に書 く(彫



る)のです。それ らの文章はいつ も (例 外なく)そ の読み手に死をもたらすのですが、それと同時に、

その [死刑]執行を見物にやって来た人々を啓蒙する (enlighten)こ とになるのです。

この機械 [タ イプライター]の もろもろの効用の最終的な実演の一つで、その旅人は、反抗 (不従

順)の罪ありと認められたある不運で愚かな罪人に、死の [宣告]文がそのように書き刻まれる場

面に、立 ち会わ されます。その身体 に書 き刻み込 まれ るべ き文章が、「汝の 目上の人 々を敬え」

(Honor thy Superiors)と いうものであることを、私たちは知るのです (Kafka,1961,p.179)。

その旅人は、その書記機械のさまざまな働きについての詳 しい説明を受けます。それは、犠牲者の

皮膚の下に深 く着実に貫通する書記針を備えています。そして、犠牲者はその機械に革紐で縛 り付け

られて横たわり、自分の身体に書き付けられつつある内容を非常にゆっくりと解読 し始めるのです。

その全過程は、犠牲者が理解する瞬間が彼の死と同時に起 こるように、時間が合わせてあるのです。

ここでは、生か ら死への通過は、同時に、愚かな (口 もきけない ;dumb)受 苦か ら理解への通過で

もあるのです。書 くことは致命的な傷となり、読むことはは苦悩 となり、啓蒙 (覚醒)は最期の暗闇

化となるのです。

カフカは、「啓蒙 (覚醒)J(enlightenment)の この過程を、忘れ難い不気味な詳細 さで描いてい

ます。針による責め苦の最初の六時間で、犠牲者はその活力を失い始める、と彼は書いています。犠

牲者は、食欲を全 く放棄 し、抗議 したり悲鳴を上げたりする強さを、振 り絞ることさえ、もはやでき

ません。犠牲者が自分の痛みのなかにあるパターン (文様)を見分け始め、初めて読むことができる

ようになるのは、疲労困億のまさにこの時点なのです。

だが、この六時間目には [受刑者はなんとおとなしくなることで しょう l]どんなぐずなやつに

も分号1[enlightenment]が ひ らけてきます。まず両眼のところか らそれが始まります。そ して、

眼か らほかへ拡がっていきます。その有様をながめていると、自分でもエ ッゲ [HarrOw:馬鍬 ]

の下に寝てみたいという気にさせ られるくらいです。ところで、それ以上のことは起 こりません。

受刑者はただ文字を解読 し始めるだけです。まるで耳を傾けているように、口をとが らせています。

あなたはごらんになりましたが、文字を眼で解読することだってやさしいことではありません。と

ころが、われわれの受刑者は膚 (は だ)に切 りこまれたもので解読するわけです。 もとより骨の折

れる仕事ではあります。それを終えるには六時間かかります。で、そのあとでエ ッゲが完全に受刑

者の身体全体に刺さって、穴のなかへ投げ込みます。 (Kafka,1961,p.204;下 線による強調は引

用者 B.」 ager)(原 田義人訳、「流刑地で」、筑摩世界文学大系65、 筑摩書房、1985年 、379ペ ージ、

による)

[(訳注)エ ッゲ [Harrow:馬鍬]については、「流刑地で」の本文に、概略、次のような説明が

ある。三つの部分か ら成る装置で、その部分それぞれの俗称は、下部は「ベ ッド」、上部は「図引

き_」 、針が中央にぶ ら下がっている部分が「エッゲJ(馬鍬)である。「エッゲ」については、「そう

です、エ ッゲです。この名前はぴったりです。針がエッゲのように並べ られているし、全体がエ ッ

ゲのように動 くのです。Jと あって、詳細な説明が続 く。]



最初の数時間は、新入者は書 くその行為を自然の出来事として捉 らえています。自分をゆっくりと

苦 しめて粉々にする難儀と災難の絶えることにない流れとして、捉えるのです。彼が注意を逸 らされ

ることを止めに1分の傷の中にあるパターン (文様 )を 見分け始めるのは、生の自然な残酷な数々の付i

打ちによって、かなり痛め付けられて弱ったのちになって、初めて起 こることなのです。 しか し、こ

の見分けは、生においては何の果実 も実 らせません。彼に、自分の [置 かれた]状況を理解できるよ

うにしてはくれないのです。 もろもろの印の拒絶 として理解される、無知か ら、もろもろの印への屈

服 (譲歩)と して理解 される、理解への移動 (移住)は、 もろもろの印に対 して可能などんな屈服

(譲歩)あ るいは拒絶にも手の届かないような彼方へと運び去るもう一つの [死への]移動によって、

追い越されて しまうのです。

カフカの物語に、嘲るような、もじったような、表現主義的な調子があるか らといって、それに誘

惑されて、そこに在るもろもろの深遠な洞察を見落とすというようなことがあってはなりません。そ

の深遠な洞察とは、読むこと、書 くことに対する、 したがって、意味 (す ること)に対する、私たち

の関係の悲濠1的で喜濠1的 な本性への洞察です。読むことは、 一つの典型的な超越的過程で、その過程

で引っ掻かれたあるいは印づけられた表面が、私たちの眼識 (見分ける力)に 屈 して一つの入 り「1と

なり、その入り口を通って私たちはもう一つの生へと入って行 くのです。それだけでなく、私たちは、

印づけられるまでは、読むことができないのです。私たちが、単に自然で、生き生きとしていて、自

己 [の み]に夢中な [熱中している]生に余 りにもしっかりと私たちを縛 り付けている鎖を断ち切 ら

ないうちは、それ らの印は私たちに屈せず、私たちが もう一つの世界に近づ くことを許そうとはしま

せん。自らが死ぬべき運命にあることを知っている生き物にして初めて、熱烈で [情熱的で]真に観

察力のある読み手でありうるのです。

印と傷のそのような理解は、占代の通過儀礼のあらゆる側面を告げ知 らせて くれます。外部から見

れば残酷あるいはサディズムのように見えることが、自然で、自己に夢中で、無垢であることの繭

[ま ゆ]を引き裂 く (切 り開 く)意味をもつのです。その繭は、そのようなものとして、私たちが十

分に人間的な生に接近することを妨げているのです。引き裂かれた自然の繭から立ち現れて来る生の

みが、文化を欲することができ、また、 |^分に文化を包容することができるのです。

これ らの洞察は、最初のローマ人のn■ agister ludi[ラ テン語 :競技の教師]が、かれの不運な生

徒たちに、読むことを教える努力の中で、生徒の両耳を平手打ちすることを始めたころまでには、既

に失われていました。 しか し、鞭を もったローマ人の学校教師は [ま だ]、 古代の真理の近辺を、ぎ

こちなく盲日的にであるにせよ、よろめき歩いていたのに対 して、言葉巧みな近代の教育者は、書 く

ことは情報を伝達するための単なる手段に過 ぎないし、読むことは情報を手に入れるための手段に過

ぎない、という高慢な確信の中に、最早回復不能なまでに、迷い込んで しまっているのです。

傷つ くこととの結び付きを失った書 くこと (書記 )、 死との接触を失った読むこと (読書 )、 あるい

は、通過儀礼を何 も知 らない教育、これらは総て、進歩と情報の仕事の [実務的で無味乾燥な]L界
に、1可復不 nT能なまでに、迷い込んで しまっています。そして、この世界では、人はその十分な人間

性を達成することが、 [最早]で きないのです。



私的な自作農場と都市の公的な領域

進歩の領域は、自作農場 と学校の間の差異、公的なものと私的なものの間の差異、神聖なものと世

俗のものの間の差異、などのさまざまな差異を着々と解消させて行きます。通過儀礼は、 しか しなが

ら、本質的には常に、腹の底か ら経験される、もろもろの極めて重大な差異の探究であり、生と死の

もろもろの秘法 (秘密、神秘)を相手とした人間化の闘いなのです。通過儀礼は、新入者をこれ ら両

立不能な差異との対決へと閉 じ込めます。これ らの差異 こそが、私たちの愛情生活の源泉そのもので

あり、私たちの人間性の大黒柱 [頼みの綱]なのです。

私たちは、エディプスのデルファイか らテーベヘの旅を、通過儀礼 として考えて もよいで しょう。

つまり、エディプスが彼の父を殺めた岐路 と、スフィンクスに対 して彼が即妙かつ巧妙な答え出し

た地点 とで、上へ、前へと進む進歩の道に変形される、そいういう通過儀礼 としてです。 もし、子

どもが私的な家族の住まいか ら学校の公的な空間への道を進むにつれて、子どもが旅をする通過儀

礼 として [教育を把握 して]、 私たちが教育に接近するならば、子どもの課題が離別 と差異化の課題

であることを理解するようになります。 ここでは、彼の旅は、幾何学的空間内の 一つの点か らもう

一つの点への単なる一つの移動 としては、もはや理解され得ません。そうではな くて、世界の内で

存在する二つの非常に異なる仕方の間で動揺 している、ある実存的な危機 として把握される必要が

あるのです。

通過儀礼の視点か ら見ますと、私的な家族の住まいと公的な学校とは、それぞれに、非常に異なる

仕方で生 (生活)を組織 します。私たちはここで、単に家具とか建築学的配置におけるような、もろ

もろの表面的な差異を考えているのではありません。そうではなくて、む しろ、本当に浸透 している

もろもろの差異、例えば、会話のスタイル、声の調子、文章の構造、歩き方、座 り方、立ち方におけ

る差異、また、感 じ方 と考え方の特徴的な在り方における差異、などを考えているのです。

家庭か ら学校へと導 く道、また、学校か ら家庭へと帰る道は、子どもに、ある技術的で情報的な課

題 というよりは、ある真に実存的な課題を提起するのです。この道は、二つの非常に異なった居住の

場 と、子どもの在り方への非常に異なった二つの呼び出しとを、同時に結び付けているのです。

この理解の中では、教育は、純粋に家族的で私的な実存か ら、生 (生活 )の ^つ の公的な領域での

居住へと導 く道を [鋼を鍛えるように]鍛え 上げる、綿密な通過儀礼あるいは移行 (transition)と

して、姿を現 します。これらの言葉遣いで中しますならば、教育のある人間とは、家族に方向づけら

れた一つの生活か ら公的な生活の一つへの移行に既に熟達 してしまった人物であって、また、その結

果として、両方の領域で、有能であり、 くつろぐことができるような人物である、ということになり

ましょう。そのような教育のある人物は、公的な生 (生活)か ら隠れて家族の領域に籠 もる必要 も、

あるいは、家族の生 (生活)か ら隠れて公的な領域に籠 もる必要 もないで しょう。で、そのような人

物は、 したがって、フロイ トの有名な言葉で表現すれば、“lieben und arbeiten"す ることの両方

に、つまり、愛することと仕事することとの両方に、有能であるで しょう。

家庭の環境で最 も重要な構造化の特徴は、円 (環 、輪、円周)(“ circle")と いう [構造的]特徴

です。私たちは、家族の「輪J(サ ークル)について、また、友達たちの「輪 |(サ ークル)につい

て、語 ります。家庭では、私たちはテーブルの、暖炉の、あるいは、テ レビ・セ ッ トの、「周 り」



(“ around")に座 ります。学校では、 しか し、同 じ子供が、「整列 してJ(“ in line")立つように、

また、「一列に」 (“ in a rOw")座 るように、教え られます。一見 したところ、そのような差異は、

ほとんど大 した意味があるようには思われません。 しか し、これらの差異が、公的な生 (生活)と 私

的な生 (生活)の本質的な性格に関 して、どのように教え知 らせ得るかを、私たちは [以下で]見る

ことで しょう。

自作農場の、家族の、そして、部族 (仲 間)の丸い (rOund)世界は、一日の、また、一年の、も

ろもろのサイクル (循環)によって秩序づけられています。この世界は、昇 りそして沈む一つの太陽

の循環の内部で動いており、四季の繰 り返されるパターンには、それ自身の繰 り返されるパターン、

つまり、耕 し、種蒔き、採 り入れによって、応えます。人間の実存そのものが、ここでは、四季の言

葉で理解されます。若さに満ちた春の活気と美 しさ、多忙で生産的な夏、秋の反省的な年月、冬のよ

うな老年の緩やかな引退、新 しい世代の春が、それに続きます。総ての生 (生活)が、ここでは、そ

れがもろもろの天の半円と、時計の丸い文字盤とを、巡 って動 くのに伴って、日々の、四季の、そし

て、世代の時 FEDの 丸い進展 (sweep)に よって印づけられているのです。 この私的で家庭的な世界

は、成長の循環的 (周期的)なパターンによって、 [月 が]欠けて、それか ら再び満ちる、というパ

ターンによって、支配されています。ゆっくりと現れそ して消えるそれか らまた再現するというパ

ターンによってです。これは、出会いまた再会するということの世界、何かを してまたそれを繰 り返

しするという世界、です。 ここでの仕事は、誰かあるいは何かの「世話をするJ(“ looking after")

という形態を、それに「気を配る」(“ keeping an eye"on)と いう形態、そ して、「24時間通 して

のJ(“ round the― clock")世 話を見 るとい う形態を とります。家周 りの雑用 (家事)をす るこ

との根本的なパターンは、繰 り返 し循環 して巡 るというパター ン、そ して、「毎 日の用務をするJ

(“ making thc daily rOunds")と いうパターンなのです。

自作農場のこの私的で丸い世界の仮説的な誕生を、第八千年期か ら第六千年期の間のどこかに位置

付けてもよいかもしれません。これは、南西アジアの最初の狩猟者たちと採集者たちが、狩猟と食料

の採集を中心とした季節放浪の移動的な中石器時代の生活を放棄 し始め、そ して、農作物 と家畜の生

産を中心に巡 る新石器時代的な実存の新 しい冒険に乗 り出 した、そういう時期なのです (Dupuis,

1987,p.54)。

狩猟者 と採集者の放浪的な生活か ら食料生産の定着 した生活へのこの重大な移行 (変更)は、私た

ちの新石器時代の祖先たちを、その世界との根本的に異なる実存的関係の中に置 くことになりました。

狩猟、罠猟、漁労の古い体験知は、もろもろの動物の家畜化と飼育についての、および植物の農作物

の生産についての、新 しい知識に道を譲 らなければなりませんで した。農作物と動物のこの飼い慣 ら

し (taming)は 、人類そのものの飼い慣 らし (domestication)の より大規模なパターンの一部を

形成 していたに過ぎません。この過程で、放浪的な狩猟者と採集者たちによって毎年旅された大きな

循環的で季節的なもろもろの行路 (道)は、あたかも、日々の 「
毎 日の用務をする_i(“ making the

daily rounds")と いうパターン、農家と自作農場の雑用 (家事)の新 しいパターンに合 うように、

規模を縮小されたかのように、思われるのです。

この同 じ循環的なパターンは、こうして、自作農場における生活の総ての側面1を伝えてくれるよう



になりました。それは、家庭での雑事 (家事)をするパターンに影響を与えただけでなく、物静かで

慎重な用心深さという新 しい家庭的な態度を生み出しました。そ して、この態度は、新石器時代的な

自作農場を、乳幼児や、病人や、老人にとっての本当の避難場所 (安全地帯)へ と変形 したので した。

慎重さの態度、「1世話を見る」 (“ looking after")、 「用心する」 (“ looking out for")と いうこの新

しい文化的態度は、農作物の耕作と家畜の飼育を可能にしたので したが、さらに、病人が看護される

ことができ、飢えた人が食べ物を与えられ、疲れ果てた人が新 しい元気を回復する、最初の本当に人

間的な場所を創 り出したので した。飼い慣 らされていない [荒 々しい]自 然の真っ只中で、初めて、

家庭が人間の安息所となり、真の避難場所となったので した。

晴れの天候と自然の恵みを絶えず求め続ける巡歴の生活から、四季を通 じての定住生活への、この

新石器時代の変化は、その結果として、そのほかの沢山の深い文化的および心理学的な変形をもたら

しました。巡歴する文化では、人間と神の存在を息 (呼吸)と 風に結び付けるかも知れないのに、定

住 した文化では、人の想像力は、畑 と庭のイメージや、肥沃と生殖の神秘へと向かうかもしれません。

そして、移住性の文化での想像力は、足の速い羽根をもった生き物たちの光景に霊感 (イ ンスピレー

ション)を見いだすで しょうが、他方、定住性の文化での想像力は、背が高 く遅 しい木々や、波打つ

穀物畑と銀白色に映える水の流れの光景によって、魅惑されることで しょう。

さらに、定住 した文化は、もはや、人間の身体を、動物的な強初さと狡猾さ、狩猟、征服と逃避と

結び付いたもろもろの特質との関連か らのみは、考えなくなります。人間の身体は、数々の嵐に耐え

ている樹木と、自然の諸力に抵抗 しその裏をか く家屋とのイメージも、いまや喚起するのです。身体

は、もはや逃れることのできない、 しか し、耐え、出し抜 き (裏をかき)、 あるいは、対決 しな くて

はならない外的な環境に従属化 している (subjected)あ るものとして、今度は、現れてきます。そ

して、この従属化は、今度は、人間の身体を、主体化 (subujectivize)し 、それを機敏で変化自在

の内的な核と、耐え持続する外的な殻とへと、分けることになります。身体は家屋 と住人の、身体と

精神の、一つの複合となるのです。

さらに、この持続 し耐えるものとの身体の連帯 (結束)は、ある特定の風景 と場所を含むようにな

り、今日でも私たちの生を特徴づけている多種多様は形態の忠誠 (誠実)(loyalty)の 基礎を据えま

す。この忠誠 (誠実)の中には、自然の居住地と国に対する愛ばかりでなく、献身的な愛と友情や、

逆境に直面 した際の忍耐、持続 (粘 り強さ)、 耐久などの人間的な美徳をも数えることができましょ

う。

限定 された場所 との この最初の同一化、 この最初の表面に表れた「自分の立場を守 ること」

「

standing of one's ground")は 、その後に続 くあらゆる人間主体性の基礎を形成する犠牲的な

自己限定を構成 します。そのように主体化 した存在 (existence)は、ある特定の形を身につけ、あ

る特定の時間と場所に属 します。ここで、人間存在は真に運命的になるのです。人間存在は、隣人た

ちとばかりでなく、ある特定の周囲環境 とも、ある小川の増水と減水とも、木々の葉の発芽、紅葉、

そして落葉とも、太陽と月の リズムとも、それ らがある特定の地域に影響を与えるので、ある運命を

共有するのです。猟期に、鳥に、そ して木に向けて鳴る鐘 (the bell)が 、今や、あなたと私に向け

ても鳴る、と言い得るのは、定住する存在 (実存)の開始とともにであり、最初の運命的な 1立場を

寺
1る Jと ともになのです。



人間存在と、人間存在がその「立場を守るJ特定の場所との、この新 しい関係は、死すべき身体に

対する魂の関係についての私たちの理解のためのパラダイム [理論 (認識)の枠組み]を提供 してい

ます。定住者が「立場を守るJ場所、定住者の存在の基礎となる場所は、人間の身体の一つの理解の

始まりをも構成 します。つまり、それは、私たちの身体をまさに私たち自身 ものそのものとして、初

めて、発見する場所なのです。人間の身体とは、私たちの肉体的 (現世的)自 己を、私たちが打ち込

んでいる地上の場所として、そして、今度は、私たちに支えとして役立つ場所として、名付ける一つ

の隠喩です。人 (間 の身)体は、新石器時代の定住の後には、自由に動 く魂が「立場を守るJ、 囲ま

れた場所と時間とになるのです。

その後に続 く観念論と唯物論の諸理論を、これ らの最初の定住の互いに異なる理解の仕方である、

と考えることもできます。観念論者は、この定住を、投獄 (監禁)の 一形態として接近 し、それ以前

の気ままな放浪として考え られることに対 して郷愁一杯で居るのです。 [こ れに対 して]唯物論者は、

部族の放浪についての記憶を総て失っていて、
「
立場を守る」ことを、一つの自然的出来事であると

誤解するのです。

公的な もの と私的な もの との誕生 について

自作農場のこの初期の世界は、まだ、ある公的な世界に対 して対立関係に立つような、真の意味の

私的な世界ではありません。それは、最初は、狩猟と採集だけに専念するような、存在 (実存)の よ

り原始的な諸形態に対 してある種の対立関係に立つ、定住 した家族 と部族の生活の、一つの島 [安全

地帯]にすぎないのです。

私たちは、公的な領域の誕生を、人間の前史における次のようなあの異常な瞬間と、考えてよい

かも知れません。すなわち、異なる血族に属するしか しある共通の地域に住み着いている幾つかの

集団が、新 しい文化的組織を作り出すために、 [そ れまでは]家族と氏族によって囲まれていたかれ

らの私的な生活の限界を越えて移動 し、一人ひとりが、一人の王の指導のもとに、他者たちと一列

喧並んで (整列して)(aligned with others)立 った、その異常な瞬間です。公的な空間というも

のは常に、人々を秩序だった連続的な (横 に並んだ)列 (successive rows)に 置いて、そこで人々

は一人の司令官からの命令を待つ、という基本的な文化的パターンの、一つの変種を構成 していま

す。

私たちは、この原型的な公的空間の誕生を、第二千年期間の或る時、ユーフラテスとチグリスの間

の流域で起こったと考えてもよいでしょう。特に、ペルシャ湾に隣接 した、シュメールの地を考えて

よいかも知れません。そこは、エネルギーに満ちた知的な人々が隣接 した湿地帯とより乾燥 した (不

毛の)高地を、実り豊かな農耕地に変えるための努力のなかで、強大なューフラテスとチグリスを飼

い慣らし始めたところなのです。

私たちは、ある新 しい公的秩序の出現が、あの特定の事業 (計画)と 密接に関係 していると考える

ことができるかも知れません。あの事業は、湿地帯から排水し、その水を遠隔のより乾燥 した畑に導

くために、たくさんの運河が掘られることを要求していました。シュメールの土地で達成されたよう

な大規模な千拓と潅漑の工事は、いかなる単一の部族あるいは血族集団のもつ手段をも越えるような



組織と労働力を要 したことで しょう。そのような労働 (者たち)を最初に心に描いた人々は、そのよ

うな工事が達成されうるような或る新 しい社会秩序の可能性を把握 しなければならなかったことでも

ありましょう。列 (thc row)の 原理に基礎づけられた、この新 しい社会秩序は、その後に続 く公的

空間の総ての形態の基盤を形成 したのです。

この新 しい社会秩序は、さまざまな血族集団か らの適格な成員たちが、初めて、他のものたちと一

列に整列することを学んだ時に、実現 したのです。そのように一列に整列することは、ある集団的犠

牲を必然的に伴いました。その集団的犠牲によって、総ての参加者が、差 し当たり、彼 らそれぞれの

血族集団内部での彼 らの独自な地位を放棄 して、その代わりに、そこでの横列を共にする総てのもの

たちと対等であるとされるような公的領域での或る場所を受け入れたのです。際立って公的な場所は、

こうして、環状の家族の領域での独自で保証された立場を、対等の立場、整列 した列の中での「大勢

の中の 一人L(one amOng many)の 立場 と交換することに必然的に伴 う、自発的あるいは強制さ

れた犠牲によって可能となったのです。 一人の未開部族の成員か ら公的な市民へのこの劇的な変化に

は、部族 と自作農場だけに中心化 した独自の、単一の同一性か ら、いまや公的生活の直線的横列の内

部での一つの立場を含む、二重の同一J陛への、変化を必然的に伴ったのです。

この犠牲とこの変化は、新 しい通過儀礼の本質を構成 しています。この通過儀礼において、未開部

族の成員は、公的な [四 角い]広場へ進むために、部族の心地よい飛び地か ら自らを引き離すのです。

そして、この公的広場では、彼は、列の中に位置づけられ、自らの同一性を景Jぎ取 られ、対等性とい

う、また、他者と交換可能という、新 しく社会的な丸裸にされて、位置づけられるのです。

この個人的および部族的な同 一性の一時的な犠牲は、比喩的には、死を構成 します。そして、公的

な、超部族的な列に参加することによって獲得される新 しい同一J性 は、復活として理解され得るので

す。この個人的および社会的な変態 (metamorphosis)が 、つまり、生の内部でのこの死と再生が、

もろもろの河川を飼い慣 らし、もろもろの都市を建設 し、そ して、鳴呼 (あ あ )、 部族間の衝突を国

家の戦争の大規模な殺教 (大量殺人)へと変える、などといったことが出来るような強力で新 しい人

間組織を可能としたので した。列の原理に基づ くこの新 しい公的社会組1織 は、数千年にもわたる文化

的変形の後に、ギ リシャにおいて、自治 [self― government]の 新 しい民主的な形態を生むことに

なり、そ して [今度は]、 それが、私たち自身の [自 治]形態の基礎を形成するのです。

秩序 との関係 における、列、規則、 と横列 (地位、階級 )

子どもが初めて教室に入ったとき最初に気づ くことは、恐 らく、椅子あるいはベ ンチの列になった

秩序だった配置と、それ らが黒板と教師に対面 しているその仕方で しょう。この特徴的な配置は、教

育実践での不変な一側面であったように思われます。そ して、その証拠は、学校と学校の教室につい

ての証拠を歴史が提供できる限 り湖 ってみても、やはり見いだされるものなのです。最近の、ニ ッ

プール (Nippur)の 西のメソポタ ミア流域で行われた、幾つかの考古学的探索では、焼 き物の煉瓦

造りで、一人、二人あるいは四人の生徒が座れるベ ンチの列がitべ られている教室 [の 跡]が発掘さ

れています (Kramer,1970,p.236)。

私たちはこう自問 してもよいかも知れません。教室のこの特に直線的な性格が、教育史の四千年以



上も [の 長い期間を]通 じて、なお存続 してきたのは何故なのだろうか、と。アリス トファネスの

『雲』の中に、特に、教育の領域で作用しているこの特有の直線的構造に、触れている個所がありま

す。それは、「正 しい論理」と 1間違った論理J(Right Logic and Wrong Logic)の 間の有名な対

話の中にあります。その対話の中で、両者は、法を順守することを強調する旧式の (dikaios)教 育

のもろもろの長所について争っています。「正しい論理」は、おもしろそうに思い出します。「古き

よき時代」 (“ gOod old days")に は、若い生徒たちは、「学校に列をなして行進 した。そこでは、

規律と絶対の沈黙が支配 していた。生徒達は列 (eutaktoos)を なし、厳格な気を付けの姿勢で、

立っていた。教師は、生徒に空で暗唱させた。繰 り返 し繰 り返 し。」(Aristophanes,1982,936-

969)。 規律と「善き秩序Jへのこのユーモラスな言及は、公的領域を構成するものとしての、列と整

列の隠喩を、呼び覚まします。行儀よくすることと秩序だっていることを表す古代ギリシャ語の動詞

は eutakutOoで した。そして、規律 (discipline)は 、eutaxiaと 翻訳されるでありましょう。これ

らの表現は共に、基本の隠喩 taxis、 あるいは、列、秩序、配置に、暗に触れています。さらに、確

かに意味深いことは、この同じ名詞はまた、兵士の集団にも、ギリシャ軍の師団にも、普通に適用さ

れていたのです。

列のこの同 じ隠喩が、生物学と言語学の国際的語彙の中に再び現れています。例えば、taxo―

nomy[分類学](定 められた規則に従って列に配置すること)と か、syn― tax[語 の、および、文

の、正しい整列]な どに、です。ギリシャ語の syntaxisは 、文字どおりには、一列にあるいは一つ

の配置に、まとめる、ということを意味しますが、また、特に、兵士の分遣隊を指 しもするのです

(Liddell and Scott,1966;taxisを参照)。

ギリシャ語の影響圏からラテン語のそれに移るならば、公的な領域における秩序を人々の連続的な

列の特定の整列と結び付ける、同一の西欧的な隠喩に [ま たもや]遭遇 します。ラテン語の ordoは 、

何よりもまず、列にならぶ座席の配置を指します。例えば、劇場、闘牛場、そして、法廷から学校の

教室に至る、あらゆる種類の公的建物に見いだす配置です。こうして、「整列させられること」との

子どもの最初の経験は、公的な秩序によって規定された公的な領域への最初の導入として、適切に理

解されるのです。私たちが公的空間の敷居を子どもが初めて跨ぎ越す一歩を、通過儀礼の観点から考

慮するようになったのは、こうした理由からなのです。

私たちが見てこれまで来ましたように、そのような通過儀礼の第一歩は、次のように分割されるで

しょう。[1]家族的な領域からの暇乞い、[2]境界の無人地帯を通っての変化の危険に満ちた通過

がこれに続き、そして、[3]公的な集まりの新世界へと編入される通過で終わる、と。そのような

通過という脈絡の中では、この難 しい心理学的な通過を、ordination(叙階式 [宗教儀式])の一形

態として考えることは理に適っています。その [式]場では、一人一人がその私的な家族的集団に属

している、そういう子どもたちの未完成な集団が、列になって整列 し、一つの公的な領域へとord_

ained([神・運命によって]定められて)運命づけられているのです。

野生の土地を人間の住める土地に変容 させることを表す西欧の隠喩の中で最 も深遠なものの一つ

は、秩序を作 り出すあるいはもたらすという比Д金です。座席が列に配置されていることを指すほか

に、ラテ ン語の ordoは また、英語では “a straight row"「真 っす ぐな列 |,“ a regular series"

「秩序正 しい (規則的な)系列 J、 “order"「秩序 (順序 )J、 “class" クラス/等級/階級 !、 ある



いは、“rank"「横列/等級」 という言葉に も翻訳す ることがで きます (Cassell and Simpson,

1968、 ;ordoの 項 目を参照 )。 ordoを基礎づける比喩は、動詞のordior[ラ テン語]に現れています。

これは、“to lay the warp"「 (織物の)縦糸を横たえる/用意するJ“ to begin a web"「 織物を始

めるJと 読むことができます (Klein,1971;orderの 項目を参照 )。

[英語の]order,ordering,prim― ordial,と ordi― naryな どの語は総て、縦糸を横たえる/用

意するということに関係づけて理解することができます。そこでは、織 り手は、織 りの行為そのもの

に備えて糸を互いに平行に並べるのです。そして、織 りでは、それ らの平行な糸が、横糸 となる糸で

横切るようにして、織 られて行 くのです。

この隠喩の力の場の内部では、“to order a space"「 空間を整理するJと いう表現は、 これまで人

の住んでいなかった空間に見いだされる散在するもろもろの物を集めて、それ らを列にして置き、そ

の場所に住 もうとしている人々の自由になるようにする、ということを意味するで しょう。そのよう

な、集めることあるいは列にして置 くことは、単に散 らばっていたに過 ぎない物を [必要な時に]使

える資源 (手段)へ と変えます。そうすることで、散 らかっていた、住むこともできない土地 (地

域)を開発 し、本当の居住を可能にするように準備するのです。

ある場所に order(秩序)を もたらす行為は、隠喩的には、横糸を横たえる (準備する)行為を繰

り返すことで しょう。ここでは、織物をつ くる計画のためにその基礎を、文字通 り、横たえることと

してよりも、in_habitation[住 み着 くこと]の ための基礎を隠喩的に横たえる (準備する)こ と

として、理解 した上でのことです。ある場所を秩序づけるというこの予備的な行為は、その場所が住

み着けるように準備すること、を意味するで しょう。それは、ちょうど、“laying the warp"「 (織

物の)縦糸を横たえる/準備するJと して理解 された ordiriが 、“to make the warp ready for

weaving"「織るために、縦糸を準備された状態にするJと いうことを意味するのと、同 じ仕方でな

のです。このような仕方で接近 します と、ordering「秩序づけるJと いう基本的な隠喩は、ある計

画の実行を可能にする、あるいは最 も一般的な意味では、住み着きのためにある場所を開 く (開発す

る)、 一つの必須の準備的一歩を、暗に指 していることになります。Ordering「 秩序づけるJこ とは、

一つの世界を私たちに開きます。秩序づけは、一つの世界を私たちの手の届 くところにもたらします。

私たちの役に立つよう使えるようにします。秩序づけは、無秩序で、働 くことも不可能な、あるいは、

居住不能な場所の内部では、隠されたままに留まっていたような、 もろもろの材料、道具、力を広げ

[て 陳列す]る ことになるのです。

私たちは、この基本的な隠喩が、よく見る日常表現の幾つかで、繰 り返されていることに気づきま

す。“To order the tool shed"「 道具置 き場を秩序づける (整頓す る)J、 あるいは、 “to bring

one's papers in order"「 自分の諸論文を秩序づけるJと は、実際にすることで言えば、さまざま

な項目、道具、あるいは論文を、整列させる (整頓する)と いうことで、私たちの計画や先導にそれ

らが応え られるようにすることを、意味 します。そのような秩序づけの諸行為は、無秩序の中で失わ

れていた何かを再び私たちの手に入るようにするのです。

もし仮に、横糸となる平行な糸のこの隠喩を、西欧の公的領域での列のような配置一般に、そして

殊に学校の教室に、適用 しますと、公的領域は本質的には次のような場所として、理解されるように

なります。すなわち、多様な互いに異なる家族集団か らの孤立 した成員たちが、まず集められて、そ



れか ら、平行な列に整列させ られて、 [織物を]織 ることとの隠喩的な関係を持つような、新 しい形

態の社会的行動に対 して準備状態に置かれる、そういう場所としてです。このようにして、人間たち

か ら成る 一種の巨大な道具が作 り出されます、そして、 [こ の道具は]、 生産的な運動で働かすことの

できる新 しいタイプの名人 (芸術家)あ るいは職人の先導を待つのです。

ここで、私たちは、軍隊の隊形 と、司令官か らの命令を待つ一列に並んだ軍勢を、考えてもよいか

も知れません。 しか しまた、私たちは、公的な仕事を遂行するために指示を待っている労働者たち

の類似の整列や、教室で教師か らの指導を待ち受けている子どもたちの列や らを、思 ってもよいで

しょう。

この公的な配置は、こうして、本質的には、互いに補い合 う二つの部分か ら成る、と見ることもで

きます。つまり、整列 した人々の集団の部分と、一人の指導者あるいは司令官 (命 令者)の部分と、

です。この二重の [性格をもった]配置は、“to order"と いう動詞の二重の意味に反映されていま

す。つまり、集団の隊形 という視点か らは、to arrange(「整列 させ るJな ど)、 to make ready

for usc Or in一 habitation「使用するため、あるいは、住み着 くために、準備状態にする |な どを

意味 します。そして、新 しい名人 (芸術家)あ るいは職人の視点か らは、command l命 令するJ、

direct「 指導する/監督する J、 instruct「 指図する」などを意味 します。

もし仮に、このモデルを、現代音楽の演奏に適用するなら、コンサー ト・ホールの座席 [の 配置]

が公的領域の特徴的なパターンに従 っていることに、まず気づきます。聴き手は或る公的な作 l踊告の権

威ある解釈に耳を傾けるために、そ して、音楽家たちによって “played upon"(「 演奏される )た

めに、ここにやって来ます。ステージの 11の 聖歌隊あるいはオーケス トラも、類似の布置を示 してい

ます。その目的は、そこに集った音楽家たち、彼 らの楽器、彼 らの多様な技能と才能を、一つの巨大

な公的楽器へと変えることです。そ して、その巨人な楽器は、指揮者の先導を待 っており、その指

揮者は、彼のア
|:き
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とした身振 りで、その音楽的演奏を或 る特徴的で意味深いパターンヘと、

“order" 秩序づける :のです。

この脈絡の中では、教室を、次のように考え́てもよいで しょう。それは、公的な場 (sitc)で あって、

そこには、Fll合 という場 (sitc)に 散在するFI作農場に住む幾つかの家族の若い成員たちがそこに連

れて来 られ、 ・緒にされて、“lincd up" 整列 させ られ 」、一つの公的な空間に “con formed"

[文字どおりには、 共に隊列を組まされる |、 意味としては、 順応させ られる ]、 そういう場である、

とに占代の学校教室のそのような概念 (把握の 111方 )は、或るローマの教師が彼が担任 している若者

達に対由iし たときの以 下の記述の中で、確認されていることが見出されます。すなわち、

部屋の中で 1可 立つように、その [男 の:先生は、dais l教壇 .(pllll)itunl:説 教壇 )の Jlに 置か

れているのにもかかわ らずギ リシャ人たちが玉座と呼んだ、高い背 もたれの椅子 (cathedra:法

座、教授の椅子 )に、座っている。彼の足元には足載せ台があった。ギ リシャ・マント、あるいは、

「古代]ロ ーマ外衣 (t()ga)(こ 身を くるみ、脇には、彼のパピルスのロール (・巻き)が 入ってい

るFi筒 形の 1又1書箱を持 っていた。彼の “sccptre'「笏 :(し ゃく)と して、威嚇する鞭 [体 罰用で、

特に、 子どもの手のひらを打つJを備えていて、彼は、彼が岬院する総て ものたちの君liだ った

(13onner,1977, p126).



このイメージは、公的な布置への苦痛に満ちた従属 として、本質的には理解される教育の権威主

義的な一側面を強調 しています。この従属が苦痛に満ちているのは、二つの理由によります。 [第一

には、]それは、よく知 らない習慣 と規則とによって支配されている困難な新 しい世界へと入ること

(entrance)を意味することです。そ して、 [第二には、]家族 と一族の信 じられる世界か ら脱出

すること (exodus)を 意味することです。 したが って、私たちは、e― ducatioと いう語その もの

を、この脈絡のなかでは、二つの相互に関係はするが しか し、別の行動を指す ものとして理解 しな

くてはなりません。すなわち、それ (e― ducatiO)は 、家族の領域か ら (ox,e:frOm)外 へと、導

き(ductus:led)出 される存在 としての子どもを指 し示 します。 しか し、また、それは、公的な領

域へ と (ad:toward)、 導 き (ductus:led)入 れ られる存在 としての子どもをも指 し示 している

のです。

公的空間の一般的なパターンは、権威主義的な方向にも民主主義的な方向にも、両方の方向に、仕

上げられることは明白にすべきです。権威主義的な方向における、指揮者 (司令官)あ るいは指導者

と、市民大衆 (tho ranktt and file citizens)た ちとの間のさまざまな差異を強調することが可能

です。それか ら、ギ リシャ人たちがその公的な集会ですることを学んだように、成員大衆の間で、指

揮者 (司令官)の役割を交替することも、また、可能なのです。

円形 (環状)の家庭的領域 と直線形の公的領域

二つの領域 と二つの存在様式 (mOdes of being)の 間の通過儀礼としての教育の私たちの理解を

要約するためには、順にそれぞれの領域を簡単に再訪問 して、それぞれの機能の主要な様式を規定す

る必要があります。私たちは、これまで、私的な領域を、飼い慣 らしの領域として、また、人間の欲

求に本当に適応 している最初の環境 として記述 してきました。この円形の世界は、植物 と動物と原材

料から成る周囲の世界をその中心に引き寄せ、それと同時に、これ らを人間のさまざまな必要に役立

たせるべ く適合させ変形 しました。この世界は、周辺で維持と指示とを必要としているように見える

ものなら何でも、虚弱であったり病んでいるものなら何でも、その注意 (配慮)の中心に引き寄せら

れる、という仕方で形成されています。

自作農場の領域内では、家族の成員たちは彼 らの注意をつぎのものに、集中させます。雨漏 りのす

る屋根、傾いた支柱、泣き叫ぶ赤子、病んだ動物たち、害虫に襲われた作物、雨に脅かされる収穫、

あるいは、水をやることが必要な庭、などに。子どもは、この世界を経験するに当たって、もろもろ

の問題、必要、疑問、怪我などは、彼を家庭の (domus)の 暖かな中心へと内側に向けて引き寄せ

るのに、他方では、健康、独立、挑戦 と冒険への欲望は、抗い難い仕方で、彼を周辺部へと外側に向

けて引き寄せる (押 し出す )、 そういう世界として、経験 します。

公的な領域には、全 く異なるダイナ ミックスが属 しています。そこでは、弱いもの、病んだもの、

傷ついたもの、未熟なもの、あるいは、極 く年老いたものは、 [そ こでの]注意の中心を占めること

からは排除されています。仮にも、彼 らが公的な領域で寛大に扱われることがあったとしても、彼 ら

|ま 周辺部に追いや られます し、あるいは、もっとありそうなことは、彼 らが適切に世話を してもらえ

る家族の領域に送 り返されることなのです。最 もよい状況と事情のもとでも、この公的な領域がその



愛 と注意を惜 しみ無 く与えるのは、或る公的な目的と一列に整列する (align提 携する)こ とにおい

て最 も有能な人々に対 してであり、あれやこれやの理由で、横列 (ranks)の 中で自分の位置を占め

ることができない人々は、追放されてしまうのでサ。

未成熟であること、あるいは、病んでいること、あるいは激痛のうちにあることは、その人を、公

的な秩序と公的な目的とは不協和の状態に置 くことになります。なぜならば、病気に罹っているとい

うことは、あまりにもしば しば、自分以外に何 も目的を持たないことを意味するか らです。家族的領

域から公的領域への移行に内在する困難の一部は、それぞれの領域の構造的統合性を受け入れること

と、一―̂方を他方 と混同 しないこと、なのです。

家庭か ら教室へと導 く小道は、互いに通約不能な二つの領域を結んでいます。この小道の性質はじ

たがって、文字どおりの、実質的な、技術的に完成 しうる橋では、あり得ません。この道の上での進

歩の性質は、文字どおりの進歩の一つではあり得ないのです。この小道が、最 もよく似ているのは、

行き詰まり (袋小路)あ るいはアポ リア (aporia:難 問)です。それは、生を死に結び付ける種類

の通過 [の イメージ]を喚起するものです。

文字使用以前の社会における教育の根本問題は、成長 しつつある子どもを、誕生と死のさまざまな

神秘に直面させること、そ して、その知識をその子に、癒された傷の形で、印づけることです。文字

使用後の社会の根本問題は、成長 しつつある子どもを、誕生と死のさまざまな神秘に直面させる問題

と、 [も う一つは、]こ の神秘に対するその子どもによる洞察を隠 しもするが露わにもするようなさま

ざまな刻印が増殖 している、そういう子どもの世界に、印づける (mark)た めの手段を提供するこ

となのです。

より世俗的なレベルでは、教育は子どもを導いて、家族的世界 と公的世界との二重性を探索させ、

それぞれの領域に内在するさまざまな可能性を発見させ、そして、家庭にせよ公的な広場にせよ、そ

のどちらとも完全に同一化 して しまうことは拒絶するようにと、導 くのです。教育の過程の最 も望ま

しい結果とは、公的領域を家庭的領域 と必要な補完的な関係にあると理解する子どもでありましょう。

それは、ちょうど、聖なるものが、俗なる世界に対 して補完的な対の現前 (counterpresence)を 形

づ くるのと同 じ意味で、また、実存の男性的形態が、女性的形態に対 して必要な補完を形づ くるのと、

同じ意味においてなのです。これ ら総てのもろもろの補完的な二重性の背後に、人間の生を死に結び

付けるもろもろの二重性を、子どもは見分けるようになるでありましょう。

したが って、私たちは、公的領域がそれだけで家庭的領域を越えたそれに優る或る進歩の形態を

構成 している、などと誤解 してはな らないで しょう。生の相互依存的な諸領域が維持 され得 るの

は、そ して、世代か ら世代へ と受け渡され得るのは、まさに、公的な領域 と家庭的な領域 との二重

の同一化の基礎の上においてのみなのであり、そ して、ある二重の関わりの一つの結果としてなの

です。

或る公的領域が [複数の]家庭と部族の共同体か ら出現することを可能にした正確な諸状況につい

ては、私たちは、ただ推測することしかできません。 しか し、公的な領域は、関連する言葉遣いを単

純に逆転させるという仕方で、私的な領域か ら出現させることができることに、私たちは注目すべき

で しょう。

家族的で私的な領域が人間の歴史において出現 したのは、最初の新石器時代の [複数の]家庭が、



同囲の自然を彼 らの影響の及ぶ円形 (環状)の領域に引き込むことを、集団的共同的に始めた時でし

た。家族的領域の持続するダイナ ミズムは、自然の原材料がその領域の内部へと引き込まれ得ること、

そ して、さらに、それ らの材料を家庭生活の輪郭に合わせる、形作 り、導 き、心遣いする手 と手に

よって、さらに内部へと引き込まれる、という事実に在 ります。

公的な領域の進化は、私的な領域で働いている言葉遣いを逆転させることで現れました。後者の

[私的な]領域の内部では、家庭の成員たちは、さまざまな対象物にその心 くばりを惜 しみ無 く与え

つつ、真の主体 として機能 していました。公的な領域の内部では、最初はたった一人の主体 しか居ま

せんで した。その主体は、王あるいは指揮者 (司令官)と して、彼の前に在る未だ形を与え られてい

ない人間集団を、横列 と縦列 (rOws and c01umns)へ と [変化させ]形を与えたのです。前者の

家族的な領域の主体たちは、こうして、気がつ くと、一人の王の意のままになる単なる諸対象のレベ

ルにまで貶められていたのです。そもそもの最初か ら、公的な領域に入ることは、私的な関心を下位

に置 く (従 属させる)こ とを求めました し、或る共通の目的に完全に服従することを要求 したので

す。

人間生活のこの新 しい形態が、大きな自己放棄 (断念)(self― renunciation)と 克己 (自 己否定 )

(self― denial)の代償を払 ってのみ存在 し得 るようになったということは、私たちに、あ、と立ち止

まって考えることを促 します。私たちが公的な領域に接近するのは、ただ次の犠牲を払 うことによっ

てなのです。つまり、横列 (ranks)の 中に、他人たちの脇に、対等なものたちとして立つという犠

牲によって、 しか も同時に、特定の顔など認めず、私たちの名前の故の例外扱いなど全 くしない、

法というものに服従することによってです。公的な領域を支配するこの非情な法は、私たちに対 し

て、充実 した豊かな人間化への小道を開きます。 しか し、それは、私たちが同一性を喪失することを

耐えることと、死を予告するある抹消 (effacement)に服従するという代償を払 ってのことなので

す。

自作農場か ら公的領域に導 く小道は、私たちを分け隔てている境界地で、そこを通 り過 ぎる私たち

を一緒にして くれる [そ ういう性質をもった]境界地を、通過 して行きます。そして、この通過の際

に、私たちは、分離と死について無知で純潔なものを失い、隠喩的なものへと近づ くのです。通約不

能なるもの [二つの領域]の間の隔たりを横切っている、隠喩的な小道は、私たちに、詩人と翻訳者

の実現を強います。彼 ら [詩人と翻訳者]は知って居ます、その分離の一方の側か ら他方の側へと運

ばれるべき最大の宝は、つまるところ、かつてエ ドモン 0ロ スタン (Edmond Rostand)[(1868-

1918)フ ランスの劇作家・詩人]が、あのように深遠に記述 した事柄と較べるならば、それ以上には

文字どおりあるいは実質的なものではなく、本質的であることにおいてはそれ以下ではなく、輝か し

いことにおいてもそれ以上ではないもの、つまり、「パナ ッシュ |(“ panache")[(羽 を束に した兜

飾り)と して記述されたところのもの]なのです。プラ トンとフロイ トの語彙の中であれば、私たち

は、ここで、エロス (Eros)に ついて語ることでありましょう。 [本文完 ]



原 注

この論文は、教育学部の後援のもとに、1988年 10月 24日 に、吉田章宏教授 [当 時]の 司会により、

東京大学において開催された講演会での講演 [原稿]の改訂版である。

1)フ ロイ トは、乳離れ 鮨eaninOを 指すのに幾つかの記述語を用いている。例えば、“Entziehung

der Brust"[独 ](withdrawal of the breast[英 ]:l乳房の撤退 」)と、“das Verlieren der

Mutterbrust"[独 ](the loss of the maternal breast[英 ]:母の乳房の喪失)な どある。彼の

Introductory Lectures to Psychoanalysisの第23章で、彼は乳離れを表すのに、Abgewё hnung

[独]と いう語を用いている。

2)こ こで私 たちは、英語 の “habit"と い う語 に注 目すべ きであ る。 この語 は、明 らかに、

dwelling[英 ](住むこと、居住)あ るいは inhabiting[英 ](住み込むこと、居住)の一つの様

式を指 し示 している。また、 [同 様に、]隠喩 “losing a habit"[英 ](あ る習慣が直る)、 あるい

は、“getting rid of a bad habit"[英 ](あ る悪い習慣を止める、が抜ける)は、Entwё hnung

[独](離乳、習慣を断つこと)の連想の連鎖を反復 している。

3)フ ロイ トは、Entwicklungsphasen[独](発達段階)と いう語を使 っていた。これは、文字通

りには、“phases Of dovelopment"(発達の諸段階)と 訳され得る。Entwicklungsphasen以 外

には、彼は、Sexualorganisation[独 ]と Gonitalorganisation[独 ]を用いていた。 ドイツ語

の Phaseの 使い方は、英語での使い方 とは少 ししか異な らない。どち らの脈絡で も、 この語は

特に月に関係 している。phantomと か、phantasmの ように、これは、appearance[英 ](見か

け、現象)の 領域に属 している (ギ リシャ語、phasis,“ appearance")。 英語表現 “stages of

dovelopment"は 、Entwicklungs― stufen[独]と 訳されるべきである。この語は、フロイ トは、

生物学的発達を指すためだけに用いていた (Freud,1946,Vol.13,p.19)。

4)ラ iテ ン言吾ordinatio, “a setting in order," 巨鶏]“ a placing in rank," 巨疑]、 “an a― (r)―

range― ment"[英 ](Cassell and Simpson;ordinatioの 項を参照せよ)。
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計ざです。

原注にもありますように、著者が行 った東京大学教育学部での講演の原稿を元に、仕上げられたもの

です。このたび、中田基昭教授のご好意により、この翻訳がこのような形で公刊されますことを、た

いへん嬉 しく思います。教授のご好意に感謝いたします。

なお、B.」 ager教授の、1999年現在の所属は、以下の通 りです。

Prof.Bernd Jagor

Dept.de Psychologie

Universite dtl QuCbOC a Morltrcal

CP 3888 Succ A

N〔ontreal,QuebeC I13C 3P8

Canada

最後に、凡例的なことを記 します。

原文のイタリックによる強調は、訳文では、 ド線による強調としました。読者の参考のために必要

あるいは適切 と思われた箇所には、 (  )内 に、原語を記 しておきました。また、訳者の簡単な補

足あるいは訳注は、いちいち別記する煩瑣を避けて、鈎括弧 [  ]で、本文中に挿入 しておきまし

た。

訳者追記

表題の 1自 作農場から都市へJ(“ From thc Homestead to the City")は 、日本の読者には、そ

の意味がやや分かりにくいかと考えました。直接、ヤーガー先生に、e― mailで、お尋ね したところ、

表題 は“From the world of the Home to the world of the City"「 家庭の世界か ら都市の世界

へ _|と してもよい、とのご回答が得 られました。 しか し、表題の変更は、本文の字句の変更にもつな

がることを配慮 して、結局、元のままの表題 とすることにしました。tt Lを 読者にお伝え します。表

題を理解する [1で のご参考にしていただければ、幸いです。


