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はじめに
※丸括弧内のアラビア数字は『教育学のパトス論的転回』からの引用頁数を指す。

※引用文中の下線は引用者による強調を表す。

■ 主題：

➢ 「教育哲学研究におけるパトスという研究主題の意義」

➢ 「パトスを主題とする教育哲学研究の展開」

■ 手がかり：「よく被らなくてはならない（il faut bien pâtir）」とい
う命題／命法

➢ 二分法的思考様式をゆさぶるものとしてのパトス

➢ この命題の方法論的機能

Cf. デリダ「『正しく食べなくてはならない』あるいは主体の計
算」（« “Il faut bien manger” ou le calcul du sujet » ）



はじめに

■ 構成

1. パトスから教育哲学へ（前半）

2. 教育哲学からパトスへ（後半）

◼ 限定：「被る、受ける」という意味のパトスに焦点を当てる



1．パトスから教育哲学へ――「よく被らなくてはならない」

①「うまく被らなくてはならない」――あるいはパトスの過剰

◼ 被ることと感覚すること

◼ 感覚能力＝「そのロゴスに従って（κατὰ τὸν λόγον）」作用を受ける

（アリストテレス『魂について』424a24）

◼ 被ることの「引き受けられなさ（inassumabilité）」（レヴィナス「無用の苦
しみ」）

⇒その「過剰」ゆえ「うまく被る」ことなどできない

◼ パトスと教育の根本的異質性

⇒〈パトスを殺すか教育を殺すか〉の二者択一を超えて



②「おおいに被らなくてはならない」――あるいはパトスの過小

■ フランクル「苦義論（Pathodizee）」の「あえて苦悩せよ（pati aude）」
（341）

←「あえて賢くあれ（sapere aude）」

■ 「鈍感（ア・パテイア）の飽和した世界」（440）

⇒パトスの過小

➢ 不正義（⇒③に接続）

➢ 人間形成の可能性／不可能性

→パトスと主体化、否定性と人間形成

Cf. 人間形成の「凍結状態」（308）

1．パトスから教育哲学へ――「よく被らなくてはならない」



③「正しく被らなくてはならない」――あるいはパトスの偏在

■ 人間の「傷つきやすさ（vulnerability）」の地政学的に不均衡な配分（バト
ラー）

「悲しみの階層化（hierarchy of grief）」：

「〔……〕人間の物理的な傷つきやすさには、地球上の場所により、きわめて大
きな差異が存在する。世界のなかには周到に保護された生も存在するし、彼ら
の聖域を犯すという行いだけでも戦争を発動させるのに十分なほどだ。ところ
が他の生は、そのように速やかで怒りに満ちた支援など望むべくもないし、だ
いいち「悲しみにさえ値しない」と見なされているnot even qualify as
“grievable”。」（バトラー『生のあやうさ』p.32/68頁）

Ex. パンデミックにおける健康格差

⇒パトスの偏在、「被る」ことの「正義」という問題

1．パトスから教育哲学へ――「よく被らなくてはならない」



２．教育哲学からパトスへ――学習と思考
①学習

■ 「教育の学習化（learnification）」をめぐるビースタの分析（『教えること
の再発見』）

■ 自動掃除機の比喩

➢ 「知的な適応システム（intelligent adaptive system）」

➢ 自律性と適応性

■ 問題点：「〔……〕自己が適応しようとする環境が、自己が適応すべきought 

to adapt環境であり、適応する価値のあるworth adapting環境であるかどうか
という疑問は、けっして生じないのである。」（『教えることの再発見』
p.55/89頁）



２．教育哲学からパトスへ――学習と思考

①学習（承前）

■ 知性の従属をめぐる以上の問題は学習論を超えた射程を有する

■ 「教育的アクティビズム」：「近代学校システムの構成員すべての自発的同調
を促し、制度全体を官僚制的に合理化する」ことで「教える側にも学ぶ側にも
常に同調に向けてアクティブであることを求め、停滞や後退を許さない」
（59）



２．教育哲学からパトスへ――学習と思考

①学習（承前）

■ バルバラ・スティグレール：「適応しなければならない（il faut s’adapter）」
という「新たな政治的命法」

⇒（アメリカ型の）新自由主義的統治

■ 「環境の中に人為的に導入されるシステム上の諸変化にシステマティックに応
答する者」としてのホモ・エコノミクス（フーコー『生政治の誕生』p.274）

⇒みずからに好都合と見なされる決定が同時に社会全体にとって好都合

⇒ますます「被る」ことが少なくなる



２．教育哲学からパトスへ――学習と思考

② 思考

◼ 自動掃除機的学習者が失うものとしての「思考」

Cf. 本書の「啓蒙」論（「にもかかわらず啓蒙」）としての性格

⇒「自分で考えること（Selbstdenken）」

＝「真理の最上の試金石を自分自身の中に（つまり自分自身の理性の中
に）探し求めること」（カント「思考の方向を定めるとは何を意味するか」
S.146/87頁）

◼ 思考とパトスとの関連

⇒ローゼンツヴァイク「新しい思考」



２．教育哲学からパトスへ――学習と思考

② 思考（承前）

■ 「古い思考」と「新しい思考」のコントラスト：①時間 ②他人

■ 「古い思考と新しい思考との区別〔……〕は、一方は騒々しく他方は静かであ
るということのうちにではなく、他者を必要とすることのうちに、また同じこ
とだが、時間を真剣に受けとめることのうちに存する。かつて思考するとは、
誰のためにでもなく思考することであり、誰に対しても語りかけないことで
あったが〔……〕、反対に、語るとは、誰かに対して語ることであり、誰かの
ために思考することである。そして、この誰かとは、つねにまったく特定の誰
かであり、一般人のように耳だけでなく、語る口をもっているのだ。」（ロー
ゼンツヴァイク「新しい思考」S.151f./192頁）

i. 誰かに語ることとしての思考＝誰かに曝されるというパトス的出来事

ii. 思考は他人を必要とする⇒〈倫理〉に縮減されない他人

iii. 実践的帰結――対話を装ったモノローグを超えて
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