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自律と他律の語り方
―パラドックスから両義性へ―

宮 　 川 　 幸 　 奈＊

はじめに

被教育者の自律、すなわち被教育者が自ら立てた規範に従って行為することは、近代以降の教育
（学）が明に暗に目指してきたことの一つであった。それゆえ、近代教育学批判及びポストモダンの
潮流の中で、自律概念も様々な批判の対象となった。例えば、自律していないとされる人々に対し
て、排除や執拗な介入をすることの暴力性が指摘されてきた。また、個人が外部環境に大きく影響
を受けていること、あるいはそれらの影響によってはじめて個人が成り立っていることを踏まえて、

「自律的な主体」の虚構性が論じられてきた。
だが、これらの批判を経た現在もなお、自律は教育（学）的重要性を失っていない。改正教育基

本法（2006年）が教育の目標の中に自律という語を加えた（第二条二項）ことが象徴しているよう
に、国内の教育行政において、被教育者の自律はますます強調されるに至っている （1）。教育学にお
いては、後に取り上げる岡田敬司［2004、2011、2014など］が自律に関する論考を重ねているほか、

『「甘え」と「自律」の教育学』［下司編 2015］と題する論集も編まれている。これらの研究は、近
代教育学批判を受け止めた上で、教育（学）的価値として積極的に掲げることができる自律概念の
内実を追求している。他方、ポストモダニズムによって教育学が何らかの価値を教育目的として掲
げることが困難になったからこそ、個人の自律の実現という教育目的が、被教育者が持つそれぞれ
の価値を尊重することとほとんど同義の形式的な教育目的として掲げられているという状況も指摘
されている （2）。

ところで、自律に関してとりわけ教育哲学的に考察する際、しばしば問題となってきたのは、被
教育者の自律を目指す教育がパラドックスを孕んでいることであった。すなわち、未だ自律してい
ない子どもを自律させるためには教育という他律が必要だが、「自律せよ」という他者の命令に従う
限り子どもは他律状態から抜け出すことができないということである。人間の非自律状態から自律
状態への移行を説明しようとすると、この論理的な困難は避け難いように思われる。そのため、教
育（哲）学者たちは、様々な角度からこのパラドックスに取り組み、事態を整合的に理解・説明し
ようとしてきた。

＊九州大学大学院博士後期課程／日本学術振興会特別研究員
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本稿は、パラドックスを孕むとされている「自律を目指す教育」について、新しい解釈を試みる。
考察の焦点となるのは、自律と他律を切り分け、結び付ける仕方である。そもそも、私たちが自律
と他律を区別することがなければ、自律をめぐってパラドックスが生じることはない。だが、区別
された自律と他律が互いに全く関係することがなければ、やはりパラドックスは生じない。例えば、
自律者として生まれた人間が一生自律者として生き、他律者として生まれた人間が一生他律者とし
て生きるのであれば、ここにパラドックスはない。パラドックスは、他律者として生まれた人間が
自律者になる、という形で自律と他律が結び付けられることによって生じている。さらに、自律と
他律は、人間が自律するためには教育という他律が必要である、という形でも結び付けられ、この
ことが教育におけるパラドックスの核心をなしている。すなわち、自律をめぐるパラドックスは、
私たちが自律と他律を切り分けつつ、同時に結び付けようとすることによって姿を現わすのである。

以下ではまず、自律に関して重ねられてきた議論の中で、自律と他律を切り分けつつ結び付ける
ことが問題となってきた様子を確認する。その上で、パラドックスとしてとらえられてきた「自律を
目指す教育」をより整合的に理解するために、自律と他律の関係を表す新たなモデルを提案する。こ
のモデルによって、自律を重要視する限りにおいて教育（学）が今なお有している構造に迫りたい。

１．カントに見る自律と他律

「自律を目指す教育」が孕むパラドックスを最初に定式化した人物は、I・カントだと言われてい
る。近代的自律概念そのものがカントに由来しているため、自律やそのパラドックスについては、
今日でもカントから説き起こされることが多い。そこで、カントが自律と他律をいかにして切り分
けつつ結び付けようとしていたか、あるいはそれ以上に、カントが自律と他律をいかにして切り分
けつつ結び付けようとしていたと考えられてきたかを概観することから始めよう。

自律、すなわち自らが立てた規範に従って生きることは、カントが生きたドイツ啓蒙の時代の理
想であった。カント自身が自律という語を用いたのは主に人間の道徳性について論じる際であった
が、自らの理性を用いる自律的な生き方の称揚は、自律という語を用いていない著作も含めた、カ
ントの思想全体を貫くものだと見られている （3）。自律を称揚することは、裏を返せば、多くの人々
の生き方を、他人に依存した他律的な生き方だと告発することを意味している。つまり、自律を目
指すことは、自律と他律の切り分けを必然的に伴っている。例えば、『啓蒙とは何か』では、大方の
人々が「他人の指導がなければ、自分自身の悟性を使用し得ない状態」すなわち「未成年状態」に留
まっているとされ、「自分自身の悟性を使用する勇気をもて！」と促されていた［カント 1950：７］。

カントが自律と他律を切り分ける観点は、他人に依存しているかどうかだけではない。道徳に関
する議論において、カントは行為を導く意志に自律と他律の区別を持ち込んだ。意志の自律とは、
理性によって普遍的な道徳的法則を自ら立て、それに従うことを指す。カントにとっては、この意
志の自律に基づいた行為のみが道徳的である。それに対して、「意志の他律とは、意志がなんらかの
衝動もしくは傾向性に従うことであり、従ってまた自然法則に依存することにほかならない」［カン
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ト 1979：79］。それゆえ、感性的な傾向性に従った他律的な行為は、たとえ結果的に道徳的法則に
合致したとしても、真に道徳的ではないとされる。もちろん、他者によって強制された行為や唆さ
れた行為も、善い結果をもたらしたとしても真に道徳的ではない。

以上のように、カントは自律と他律を非常に厳しく切り分け、多くの日常的な生を他律の方へと
割り振った。だが、それは人間が他律状態に留まらざるを得ないという諦めではなく、人間は他律
から自律へ向かうべきだという主張の表れであった。言うなれば、カントによる自律と他律の切り
分けは、両者を結び付けるためにこそ行われていた。そして、他律から自律への移行を可能にし、
両者を結び付ける経路として想定されていたのが、後見人による導きであり、教育であった。しか
しながら、両者を厳しく切り分けているだけに、結び付けには困難が伴う。『教育学』の以下の箇所
は、その困難について述べたものと考えられてきた。

  教育の最も重要な問題のひとつは、法的強制に服従することと自己自身の自由を使用する能
力とをいかにして統合できるのかということである。というのも、強制は必要不可欠だからだ！
私は、強制があるにもかかわらず自由〔を使用する能力〕をどのように開発してゆく〔ことが
できる〕のだろうか［カント 2001：237-238］。（〔〕内は訳者による補足）

後代の教育学は、引用部の「自由」を自律と、「強制」を他律と対応させ、カントがここでまさに
「自律を目指す教育」が孕むパラドックスを定式化したのだと考えてきた （4）。つまり、人間は自律者
として生まれてくることがあり得ず、強制的な教育を必要とするが、教育は被教育者にとって他律
にほかならないため、それによって自律が達成されるとは考え難いということだ。カント自身は他
律から自律への移行を跳躍や革命と見なし、その機序について明示的に語らなかった。そのため、
以降の教育学は、カントが遺したパラドックス及び跳躍の問題に取り組み続けることとなった （5）。

２．近代教育学批判以降の自律と他律

近代教育学批判の中で、カントの啓蒙の図式や自律概念は、近代の象徴として批判の対象となっ
てきた。しかし、前述のように、自律は今日でも教育（学）的重要性を失っていない。そこで、近
代教育学批判以降、自律と他律がどのように論じられ、両者がいかにして切り分けつつ結び付けよ
うとされているかを確認する （6）。

（1）「世界の全体構造の立ち上がり」仮説（岡田敬司）
まず、数々の著作で自律について論じ続けている岡田敬司の議論を検討しよう。岡田は、人間諸

科学の成果やポストモダンの諸言説を踏まえて、カント的な自律概念に修正を加えている。カント
は人間の理性と感性を峻別し、自律を理性の領域に限定したが、「人間科学の進歩によって、人間存
在の中での理性的なものと感情的なものというような二分法を適用するのにかなりの疑問が出てき
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た」［岡田 2004：102］。自然の因果関係から独立したものとして理性を想定することはもはやでき
ない。そこで岡田は、自律を次のようにとらえ直す。

物的、人的環境から独立しての行為決定を誇張して述べ立てるのではなく、物的、人的環境へ
の依存を基盤としつつも、「それを超える（それらに還元されない）」判断と行為決定をやって
のける人間存在のあり方をさして用いるのである［岡田 2014：9-10］。

この論述から、岡田がカントの自律概念を修正しつつも、自律と他律の切り分け自体は維持してい
ることがわかる。岡田は、物的・人的環境への単なる依存に留まる状態を他律、「それを超える」状
態を自律として区別している。そして、岡田もまた、教育という他律によって他律状態にある子ど
もが自律する、という形で自律と他律を結び付けようとする。そのために提案されるのが、「『世界
の全体構造の立ち上がり』の仮説」［岡田 2004：26］である。

  他律の教育で得られた断片的知識が蓄積され、それがある時点で臨界点に達して全体性（一
定の構造化を伴う）を立ち上げる。以後、この全体構造に位置づけることで個々の出来事や知
識断片に意味を感受することができるようになり、自律的判断が可能になる［岡田 2004：10］。

岡田は、「自律するとは自分の判断によって自分の行為を決定することであり、この判断が成立する
ためには出会った出来事、出くわした状況の意味を知ることが不可欠であり、そのためにはその出
来事や状況をその中に位置づける全体性としての（関連）世界が立ち上がっていることが必要だ」

［岡田 2011：15］という思考過程を経て、「世界の全体構造の立ち上がり」によって、人間は単なる
環境への依存を超えるのだと論じている。言うなれば、岡田は「世界の全体構造の立ち上がり」に、
他律から自律への跳躍を見ている。

しかしながら、岡田によれば、この説明はパラドックスを免れている。なぜなら、世界は何者か
によって立ち上げられるのではなく、自ずから立ち上がると考えられているからだ。「誰かが世界を
立ち上げ、その世界が私の自律性の条件になっているのならば、間接的にではあっても、自律性は
誰かの作用のおかげであることになって、自律性の中身に疑念を抱かざるを得なくなってくる」［岡
田 2011：83］。これはまさに、カント以来「自律を目指す教育」に見出されてきたパラドックスで
ある。これに対して、岡田は「『世界が立ち上がる』と自動詞で表現するよりない」［岡田 2011：83］
と応える。未だ自律していない子どもが自律するために教育という他律は欠かせないが、岡田によ
れば、教育のはたらきは、知識断片の伝達によって世界の立ち上がりを準備することに留まってい
る。他律が世界を立ち上げるのではなく、世界はあくまでも自ら立ち上がると考えられているので
ある。

岡田の議論は、近現代の広範な哲学的言説と人間諸科学の知見を踏まえて展開されており、説得
的である。だが、「自律を目指す教育」のパラドックスの解決としては、疑問が残る。それは、教育
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者は被教育者に対して、知識断片の伝達以上のことを行なっているのではないかという疑問である。
知識断片の伝達以上のこととはつまり、被教育者に対して「自律せよ」と命じることだ。「自律が大
切だ」「自分で考えて行動しなさい」といったメッセージは、今日の教育場面でも確かに子どもたち
へ投げかけられており、それは意味のあることだと考えられている。「自律せよ」という命令のはた
らきこそが、パラドックスとして名指されていた問題の核心部分であったが、岡田の議論だけでは
この点の理解は難しい。

（2）コミュニケーション論的解釈（矢野智司）
続いて、「自律せよ」というメッセージの効果に焦点を当て、パラドックスの問題をコミュニケー

ション論的に解釈している矢野智司［1996］を検討する。矢野は、このパラドックスを教育者が被
教育者に与えるメッセージ（「汝、自律すべし」）とメタ・メッセージ（「私の指導に従え」）との矛
盾ととらえる［矢野 1996：194］。ただし、この矛盾は教育関係を決定的に不可能にするものではな
く、多くの教育関係は矛盾を抱えつつ成立している。このことが、教育的コミュニケーションの特
性として、以下のように解釈される。

ここでメタ・メッセージのパラドックスから、真か偽かを選択する必要性を放棄してしまい、
両者が作り出す循環性こそが意味を規定する方法だと捉え直せばどうだろう。［…］そうする
と、真と偽をめぐる決定不能な振動から、メッセージとメタ・メッセージの論理階型のレベル
が交叉、錯綜して、お互いに循環し、ループが結ばれ、閉じられた回路が作る統一体が出現す
る。パラドックスが成り立っている意味のレベルを超えて、より高次のメタ・レベルの意味領
域の閉じられた回路へと、子どもと大人の解釈図式が飛躍したとき、「指導」に従いながら同時
に「自律」するという、他のコミュニケーションから相対的に閉じた独自の自律的な領域とし
ての教育関係が成立する［矢野 1996：196］。

矢野は、矛盾するメッセージ「汝、自律すべし」とメタ・メッセージ「私の指導に従え」が、「子ど
もと大人の解釈図式が飛躍」することによって統合される様子を描いている。カント以来、自律と
他律を切り分けた上で結び付けるときに直面せざるを得なかった跳躍が、ここでは無理なく達成さ
れると考えられている。確かに、子どもたちは、大人から発せられる「自律せよ」という命令を常
に矛盾に満ちたものとして受け取って葛藤しているわけではない。そのような多くの教育場面を、
矢野はコミュニケーション論的に説明したのである。

しかしながら、他律から自律への跳躍は、いつもスムーズに達成されるとは限らない。矢野自身
が、「二つの原理のレベルの交叉と錯綜が中断し、両者が異なるレベルへと分裂」［矢野 1996：198］
し、メッセージとメタ・メッセージの矛盾が顕在化する場合についても検討している。その場合に
は、子どもが「教育者の自己欺瞞」［矢野 1996：199］を読み取ることになり、さらに子どもがその
ことを指摘できなければ、子どもは G・ベイトソンの言うダブル・バインド状態に陥り、様々な教
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育病理が生じることになるという。矢野は、こうした問題状況を生み出す「自律を目指す教育」と
いう理念自体の限界を指摘する。

啓蒙主義によって生みだされた「教育の根本様式」は、相対的に自律した固有の領域としての
「教育」が成立することを可能にしたが、そこにはパラドックスのコミュニケーションを潜在的
に生みだす機構がビルト・インされていたのである。そして、このことが、近代的合理性を持っ
た自律的な市民の育成という啓蒙主義以来の教育理念そのものを、逆説的に否定することにな
る［矢野 1996：201］。

こうした分析を経て、矢野は、自律という理念を含む「近代的解釈図式の自明性に亀裂を入れる」
［矢野 1996：202］必要性を訴えるに至っている。

３．自律と他律の分かちがたさ

（1）パラドックスの別の解き方へ
『パラドックスの哲学』の著者セインズブリーは、パラドックス全般に対する向き合い方について

次のように述べている。

  私がパラドックスということで理解しているのは［…］明らかに受け入れることのできる前
提から明らかに受け入れることのできる推論によって明らかに受け入れることのできない結論
が引き出されること、これである。［…］それゆえ、一般的に言って、われわれは次のどちらか
の途を選択することになる。結論は本当に受け入れることのできないものではない、という途
か、さもなければ、議論の出発点もしくは推論になにか明瞭には現れていない欠陥がある、と
いう途である。［セインズブリー 1993：ⅳ］

この叙述に従って、「自律を目指す教育」のパラドックスが議論されてきた状況を整理しよう。自律
と他律は区別されること、人間は始め他律状態にあり後に自律状態に移行すること、未だ自律して
いない子どもを自律させるためには教育という他律が必要であること。これらはいずれも、私たち
にとって「明らかに受け入れることのできる前提」である。だが、これらの前提を総合すると、「自
律せよ」という他者の命令に従う限り子どもは他律状態から抜け出すことができないという「明ら
かに受け入れることのできない結論」に至ってしまう。

このパラドックスに対して、これまでに選択されていたのは、「結論は本当に受け入れることので
きないものではない」という途であった。すなわち、他律による他律から自律への移行を一度跳躍
と表現した上で、その跳躍を理解可能な形で記述することによって、パラドックスを受け入れよう
としてきた。カントの定式化に始まり、近年の岡田や矢野の議論、その他パラドックスをめぐって
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なされてきた多くの議論が、この方針をとってきたと言ってよいだろう。だが、カントの定式化か
ら200年以上を経てもなお、教育学は、他律から自律への跳躍が十分に解明されたという共通認識に
は至っていない。

そこで、ここからはもう一つの途、すなわち、議論の出発点に欠陥があるという途を検討したい。
自律と他律は異なる、人間は他律から自律へ移行する、といった「明らかに受け入れることのでき
る前提」を問い直していくのである。「はじめに」で述べたように、そもそも自律と他律を区別しな
ければ、自律をめぐってパラドックスが生じることはないのだ。

そうは言うものの、私たちにとって、自律と他律の区別には一定のリアリティーがあり、「自律せ
よ」というメッセージも全く無意味なものとは思われない。こうしたことを無視してしまえばよい
と言い放つだけでは、議論としては乱暴である。そこで、自律に関して私たちが感じているリアリ
ティーをできるだけ踏まえつつ、従来のような仕方―切り分け－結び付けモデルと呼ぼう―で
はない仕方で自律と他律の関係を表すようなモデルの構築を試みる。自律と他律について、切り分
け－結び付けではない語り方を探るのである。この試みは、自律をめぐる「近代的解釈図式の自明
性に亀裂を入れ」［矢野 1996：202］た上で、新たな解釈図式を提案する作業となるだろう。

（2）手がかりとしての主体化＝従属化論と〈ふり〉論
自律と他律に関する新たなモデルを構築するために、まずは M・フーコーが『監獄の誕生』など

で展開した主体形成に関する議論を参照したい。フーコーは、フランス語の sujet（英語の subject）
が主体／臣下という二つの意味を持つことを踏まえて、近代的な主体形成を主体化＝従属化 assujet-

tissement と表現した。すなわち、規律訓練という形で外部から与えられる規範に合わせて進んで自
らを律しているのが近代的な主体だということである。ベンサムが考案したパノプティコン（一望
監視装置）のモデルは、まさにそれを明らかにするものであった。

ある現実的な服従強制 assujettissement が虚構的な〔権力〕関連［＝パノプティコン：引用者
注］から機械的に生じる。［…］権力の効果と強制力はいわばもう一方の側へ―権力の適用面
の側へ移ってしまう。つまり可視性の領域を押しつけられ、その事態を承知する者〔つまり被
拘留者〕は、みずから権力による強制に責任をもち、自発的にその強制を自分自身へ働かせる。
しかもそこでは自分が同時に二役を演じる権力的関係を自分に組込んで、自分がみずからの服
従強制の本源になる［Foucault 1975 （1977）：236 （204-205）］。（〔〕内は訳者による補足）

『監獄の誕生』はカントについて言及していないが、フーコーの主体化＝従属化論はカント的な自律
的主体の実情を明るみに出すものとして受容されてきた （7）。その際、ともすればフーコーは人間が
専ら他律的であることを暴いたのだと受け止められてきたが、それではフーコー読解としておそら
くバランスを欠いている。確かにフーコーは、何者からも導きを受けないような完全な自律者が存
在するとは考えない。しかし、フーコーが描く近代的主体は、目前の他者による強制がなくても規
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範に従うという点で、加えて多くは自ら行為を決定したと感じている点で、自律的
4

なのだ。主体化
＝従属化論は、パノプティコン的な監視の体制が普及した近代社会で、他律に裏打ちされた自律（自
律的な主体）が行き渡った様を描いている。これは、人間の完全な他律性ではなく、自律と他律の
分かちがたさを論じたものと見るべきだと考える。このフーコーの議論によって、自律と他律は異
なるという「明らかに受け入れることのできる前提」は揺るがされる。

  それでは、分かちがたいにもかかわらず分けられるかのように考えられている自律と他律の関係
をどのように描くことができるだろうか。それを検討するために、続いて土戸敏彦の〈ふり〉論を
参照する （8）。土戸は〈ふり〉という語によって、人間のあらゆる行為が、遂行（生真面目な、行為
そのものになりきったあり方）と演技（醒めた、自身の行為から距離をとったあり方）の両義性を
有している様を表している。

土戸はまず、どのような行為も完全な遂行ではなく、演技性を含んでいると言う。なぜなら、人
間の行為がすべて、他者（オーディエンス）に対するパフォーマンスであるからだ。

独りでいるときであってもパフォーマンス［＝〈ふり〉：引用者注］は完全な遂行と化すことは
ないのである。ひとたび言語なるメディアと言語的コミュニケーションという方法を獲得した
とたん、それを獲得した者には他者の目がビルトインされるからである。［…］要するに、ひと
はほとんどつねに、自分の中の「他者」に対している。［…］事実上の他者が居合せないとき、
すなわち行為者が独りのときでさえ、演技はなされるのである［土戸 2011：80］。

加えて土戸は、（演劇等の特殊な状況でない限り）完全な演技もあり得ず、どのような行為にも遂行
性が含まれるのだとも言う。なぜなら、「演技とは本質的に遂行の演技である」［土戸 2011：80］か
ら、すなわち「演技は、他者に対して遂行であるように、否、遂行として映じなければならない」

［土戸 2011：79］からである。こうして土戸は、行為における遂行と演技の入れ子型の構造を〈ふ
り〉及びパフォーマンスという語によって浮かび上がらせ、行為が完全な遂行あるいは完全な演技
である可能性を否定する。

しかしながら、土戸は決して、遂行と演技の区別自体が存在しないと言っているのではない。私
たちにとって、遂行と演技の区別は確かに意味があることを認めつつ、その区別が単純な二項対立
ではないことを描き出しているのである。

われわれの日々何気なく行なっている行為には、遂行と演技の双方の要素が含まれており、両
者の間にはっきりした境界など存在しないのだ。
  要するに、「ふりをする」とは、一方の「生真面目」すなわち、いわば行為そのものになり
きったあり方と、他方の「醒めたあり方」すなわち自身の行為から距離をとったあり方の、双
方を（両者の割合のバランスはどうあれ）含んだ行為なのである。たしかにそれぞれの極に近
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づけば、遂行と演技の区別はしやすくなるだろうが、しかし両者の間は実は曖昧なスペクトラ
ムないしグラデーションをなしているのだろう［土戸 2015：49］。

〈ふり〉論を踏まえると、私たちが日常的に、本来両義的であって切り分けられないはずの遂行と演
技を切り分けようとしていることに気付かされる。しかも、「真の学び」や「本気で取り組むこと」
を求める教育（学）は、遂行を称揚し演技を貶める形で、両者を強力に切り分けようとする二項対
立図式に規定されてきたことが土戸の議論から見えてくる。

おそらく、自律をめぐる議論も同型の二項対立図式に規定されてきた。そこで、〈ふり〉論と照ら
し合わせながら、自律と他律の関係のとらえ直しを試みる。

（3）自律と他律の両義性モデル
とりわけカント的な見方においては、自律と他律の区別と遂行と演技の区別は重なり合ってきた

ように思われる。つまり、自ら立てた道徳的法則をひたすら遂行することが自律であり、人間が目
指すべき姿だと考えられてきた。しかし、〈ふり〉論によれば、行為は完全な遂行あるいは演技であ
ることはなく、遂行と演技の両義性を有している。すると同様に、行為は完全な自律あるいは他律
であることはなく、自律と他律の両義性を有しているのではないか。このように述べることは、〈ふ
り〉論がそうであったかもしれないように、一見奇異に映るかもしれない。だが、むしろこうした
見方―自律と他律の両義性モデル―こそ「タテマエとホンネ等の背反した二重性ではない、日
常の実相」［土戸 2015：51］に迫るものだと考える。

まず、行為が完全な自律ではあり得ないことについて。前述のように、独りでいるときの行為も
ビルトインされた他者に向けられているため、完全な遂行とはなり得ず、演技性を帯びる。同じ構
造を自律と他律も有していると考えられる。もとより、行為を律する基準や規範は、他者（たち）
が存在することを前提としており、多くの規範が他者から、あるいは社会から課されている。言う
なれば、カントは認めないだろうが、規範そのものが他者による強制ないし導きを内包している。
規範を獲得することもまた他者の目を―他者による強制や導きを―ビルトインすることなのだ。し
たがって、たとえ目前に強制する他者がおらず、行為者が自律している（自己が自己に規範を課し
ている）と感じているときでも、そこには他者による強制ないし導きがはたらいているため、完全
な自律だとは言えない。

他方、行為が完全な他律であることも不可能だと考えられる。どんなに他人に強制されていたと
しても、強制された通りに身体が動く限りにおいて、そこにはいやいやながらもそのように行為し
ようとする自己の意志があったと言わざるを得ない。身体が何らかの機械に繋がれて操られている
のであれば完全な他律であるように思われるかもしれないが、その場合の身体の動きはもはや行為
とは言えない。他者や機械によって、本人の意志を伴わずに物理的に身体を動かされることは、く
しゃみのような生理現象と同じく、自律か他律かを問う意味がないように思われる。このように考
えると、行為が行為である限り、自律性が完全に消えることはないと言えるのではないか。
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私たちにとって、自律と他律の区別は確かに意味を持っている。だが、「行為者当人ですら、みず
からの行為のどこまでが遂行で、どこからが演技か明確に区別できない」［土戸 2011：80］のと同
じように、私たちは、自分の行為が自律によるか他律によるかを明確に区別できないのが実情では
ないか。今、自分はあることをしようと決めた。しかし、この決定は幼い頃に親や教師から教えら
れた規範や常識に沿ったものではないのか。あるいは、昨日見たテレビ番組に影響されているので
はないか。はたまた、今、自分は他者から無理やり何かをさせられている。しかし、催眠術をかけ
られたり銃口を突きつけられたりしていない限り、最終的には自分が他者の命令に従うと決めたの
ではないか―このように、自律とも他律ともつかない、自律とも他律とも言える形で行為してい
るのが私たちの日常であろう。より自律的な行為とより他律的な行為を見分けることはできるが、

「両者の間は実は曖昧なスペクトラムないしグラデーションをなしている」［土戸 2015：49］。私た
ちの行為は、自律でもあり他律でもあるという両義性を有している。このような見方の方が、むし
ろ日常の生の実相を言い表しているように思われる。自律と他律の両義性モデルは、私たちの生の
リアリティーの中で、切り分け－結び付けモデルが見落としていた部分を掬い取ってくれる。

４．「自律を目指す教育」の再解釈

（1）自律と他律の両義性モデルにおける成長・発達
それでは、自律と他律の両義性モデルにおいて、人間の成長や発達をどのように位置づけること

ができるかを検討しよう。
従来の切り分け－結び付けモデルでは、人間は、成長・発達の過程で他律から自律へ移行すると

されてきた。これに対して両義性モデルでは、完全な他律から完全な自律への移行を想定すること
はできない。その理由はまず、前述の通り、大人であっても完全に自律しているとは言えないから
である。それだけでなく、幼い子どもであっても完全な他律状態にはないと考えられるからである。
幼い子どもに対しても、他者がその一挙手一投足を決めてしまうことはできない。むしろ、幼い子
どもほど、大人が何らかの命令をしたとしても、それに従わずに思いもよらない行為をするもので
はないか。そのような子どもの行為を自律の結果と言うことはためらわれるかもしれない。特に、
カント的な伝統では、そのような行為は感性に従っているという意味で他律だと判断されるだろう。
だが、今日では感性と理性を峻別することもまた難しい。少なくとも、行為を律する規範を自分で
決めているか他者に決められているかという基準で自律か他律かを判断するならば、子どもの行為
も完全に他律の結果ではなく、自律性を含んでいると言わなければならない （9）。

以上のように、両義性モデルの下では、人間が完全な他律から完全な自律に移行するとは想定で
きない。ただし、〈ふり〉論に基づく両義性モデルは、それぞれの行為が異なる割合で自律性と他律
性を含んでおり、自律と他律のスペクトラム（連続体）上の異なる位置にあることは認める。する
と、人間はより他律的な状態からより自律的な状態へと成長・発達するという想定ならばできるか
もしれない。確かに、多くの子どもは大人に近付くにつれて、行為の適切さを判断するための知識
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を増やし、行為を決定するための様々な思考方法を身に着け、自らの行為がどのような規範に従っ
ており、その規範がいかに状況に適合しているかを説明できるようになっていく。したがって、よ
り他律的な状態からより自律的な状態へ、という表現は、人間の成長・発達の一面を言い表してい
ることは間違いない。

だが、子どもに起きる変化は、その表現の内にはとどまらない。逆に、必要に応じて他律に服す
ることができるようになることも、一つの成長ではないだろうか。つまり、時と場合に応じて、自
己主張を抑えて他者の命令に従えるようになるというもまた、子どもが徐々にできるようになるこ
との一つである。さらに、前述のフーコーの主体化＝従属化論が明らかにしたように、人間には、
きめ細かく他律されるほど、ますます自律する（自らに規範を課す）という側面もある。言い換え
れば、私たちが自律的であればあるほど、ますます外部から課される規範に従順になっているとい
うことだ。このように考えると、人間の成長・発達は、他律から自律へという一元的なの軸の上に
位置付けることができるものではない。切り分け－結び付けモデルの成長観や発達観は、一面的で
あったとさえ言える。

（2）「自律せよ」というメッセージのはたらき
続いて、自律と他律の両義性モデルにおいて、教育者が被教育者に対して発する「自律せよ」と

いうメッセージがいかなる意味を持ち得るのかを検討する。
従来の自律をめぐる議論は、自律と他律を両立不可能な異なる二項として切り分けた後、一人の

人間が他律から自律へ移行するという形で両者を結び付けようとしてきた。だが、一度切り分けた
ものを結び付けることには論理的な困難が伴う。そのため、他律から自律への移行は跳躍として表
現され、その跳躍の理解が試みられてきた。このとき、「自律せよ」やそれに類するメッセージ（「自
分で考えて行動しなさい」など）は、他律から自律への跳躍的な移行を遂げさせるための手段であ
る。だが、「自律せよ」と命じられることは被教育者にとって他律であるため、この命令自体がパラ
ドックスの核心をなしてしまった。

他方、本稿が提案した自律と他律の両義性モデルは、自律と他律がそもそも分かちがたく結び付
いていることを表している。他律と自律の間に跳躍的な移行はないため、その移行を遂げさせるた
めに「自律せよ」と命じる余地はないはずである。

しかしながら、私たちにとって「自律せよ」というメッセージはやはり無意味ではない。両義性
モデルの下でそのようなメッセージの意味やはたらきを理解するためには、跳躍を見る地点をずら
す必要がある。両義性モデルは、他律から自律への跳躍的な移行を認めない。だが、別の地点で、
跳躍と呼ぶにふさわしい決定的な変化が被教育者に起きていると考える。それは、自律と他律を切

4 4 4 4 4 4 4

り分けるようになる地点
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

である。前述の通り、私たちは実際には、自律とも他律ともつかない、自
律とも他律とも言える形で様々に行為している。それにもかかわらず、私たちはなぜか、自律と他
律が異なるのは当然だと信じている。いつしかそう信じるようになったのだ。決して切り分けるこ
とのできない自律と他律を切り分けないままに生きる段階（おそらくこの段階では、より

4 4

自律的で
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あるかより
4 4

他律的であるかという判断もなされない）から、自律と他律を切り分ける段階に移るこ
と。ここにこそ、論理的に説明することが難しい跳躍がある。
「自律せよ」というメッセージは、この

4 4

跳躍を遂げさせるものではないか。つまり、「自律せよ」
という命令は、自律と他律は区別され、自律にこそ目指すべき高い価値があるという見方を被教育
者に受け入れさせるというはたらきを有しているのではないか。「自律せよ」にメタ・メッセージが
あるとすれば （10）、それは矢野が言う「私の指導に従え」だけでなく、「このままではいけない」「現
在のあなたのあり方は、望ましい『自律』ではない」でもあろう。両義性モデルによれば、幼い子
どもの行為も自律性を含んでいる。それにもかかわらず「自律せよ」と命じられることによって、
子どもは一度ならず「それは自律ではない」と否定される。その経験を繰り返すことで、子どもは
大人と同じように、自律と他律を切り分ける見方を受け入れるようになると考えられる。
「自律を目指す教育」は、自律と他律を切り分けつつ結び付け、人間の成長・発達を専ら他律から

自律へという軸の上に位置付ける。そこで発される「自律せよ」というメッセージは、被教育者を、
切り分け－結び付けモデルに基づいた自律と他律の語り方に順応させていく。それによって、被教
育者はある種の跳躍を遂げ、自らの生を切り分け－結び付けモデルに基づいて語るようになり、や
がて今度は「自律せよ」と命ずる教育者になる。この構造は、自律を重視する限りにおいて、教育
が長らく有し、今も有している構造だと言えよう。

おわりに

本稿は、自律と他律の関係を表すモデルとして、従来の教育学的議論が前提としていた切り分け
－結び付けモデルに代えて、両義性モデルを提案した。自律と他律を単純に対立させないという方
針は必ずしも新しいものではないが （11）、自律と他律の両義性を積極的に打ち出し、古典的なパラ
ドックスの問題を再考したことは、本稿の成果だと言えよう。

両義性モデルは、自律と他律について考察する枠組み自体を転換し、人間の成長・発達やそこで
教育者が果たしている役割について新たな角度から探究するための足場になると考えられる。今後、
第４章で踏み出した新たな探究の歩みをさらに進めていきたい。まずは、自律と他律を切り分ける
段階への移行について、移行前の幼い子どものあり方や、移行の詳細な機序という観点から検討す
る必要がある。

冒頭で確認したように、近代教育学批判を経てなお、自律は教育（学）的重要性を失っていない。
だが、それは自律概念の暴力性や危険性が払拭されたということではない。例えば、個人の自律（自
己決定）を強調することによって、社会全体で対処すべき問題を個人に押しつけるような自己責任
論は、今日ますます勢いを増しているようにも見える。自律概念や「自律を目指す教育」の危険性
が、自律と他律の切り分けに起因している限りにおいて、自律と他律の両義性を認識することから
考察を始める意義は大きいと考える。
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＜注＞

（ 1 ）  自律が教育行政的に注目を集めてきた経緯については、関根・櫻井［2015］を参照。
（ 2 ）  このような現状の分析については、山岸［2010a、2010b］を参照。山岸は、こうした状況で

用いられる自律概念を「自由主義的」と形容し、カントの自律概念とは異なり「自分のこと
は自分で決めてよいという「自己決定」概念に極めて近しいもの」［山岸 2010b：82］と位置
付けている。自由主義的な自律概念は、他者による強制がないことに意味を限定することで、
理性の名の下で行われる他者の排除や他者への干渉・介入を避けようとしている。

（ 3 ）  田村一郎は、自律が重視されたドイツの状況も踏まえて、次のように述べている。「『自律』
の問題は、『みずからを律する』という本来の意味からしても、道徳的、倫理的地平で理解さ
れがちである。［…］しかしカントではこの問題は、道徳の領域に止まらない。というのもカ
ントが思索の中心に据えていたのは、人間がすべての活動において、いかにして『自律的』
たりうるかの解明だったからである」［田村 1989：61］。

（ 4 ）  教育学におけるカントの研究状況については、藤井［2012］を参照。なお、本節はカントを
基にして教育学が自律と他律をどう論じてきたかを明らかにすることに重点を置いているた
め、カント解釈の当否には立ち入らない。

（ 5 ）  近年この問題に取り組んでいるものとして、鈴木［2006］を参照。
（ 6 ）  欧米の教育（哲）学研究においても、自律は未だ重要な概念の一つである。ただし、近代教

育学批判以降の欧米では、自律について論じる際、自律と他律の関係やパラドックスの問題
よりも、被教育者の自律という価値と他の価値（宗教や民主主義など）との関係（連続性や
対立）が主要な論点となっている（Bonnett & Cuypers［2002］、Brighouse［2009］などを参
照）。そこで、本節では、パラドックスの問題を通して自律と他律の関係を問い続けている国
内の研究について検討する。

（ 7 ）  例えば、貫成人は次のように述べている。「ロックにしてもカントにしても、人間は誰でも自
由に考え、選択し、行為する主体、自由で理性的な人格であると考えていた。［…］だが、そ
れはとんでもない錯覚だ、とフーコーは言ったのである。自由な主体と言われていたものは、
じつは近代における学校教育や工場その他で機能していた「生の権力」の規律化のメカニズ
ムによって構築された存在にすぎない」［貫 2007：102-103］。その他、檜垣［2010：100-106］
や中山［1996：144-147］も参照。

（ 8 ） 〈ふり〉論については、土戸［2009、2011、2015］、宮川・土戸他［2014］、岡野他［2015］を
参照。

（ 9 ）  確かに、幼い子どもは、行為を律するための規範を明確に意識し、自らに適用しているとは
考えにくい。そのため、子どもにあるのは自律性の萌芽とでも言うべきかもしれない。しか
しながら、大人であっても、常に明確な意識を持って規範を自らに適用しているわけではな
いことに注意しておきたい。自律と他律の両義性モデルは、行為が自律と他律のスペクトラ
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ム上にあることを表しているが、それに加えて、行為は意識的なものと無意識的なもののス
ペクトラム上にもあると考えられる。二つのスペクトラムを組み合わせることによって、人
間の行為や成長・発達についてより精緻な論を展開できるだろう。

（10）  G・ベイトソンのコミュニケーション論を批判的に検討した土戸に倣って、メタ・メッセー
ジを「メッセージの上位レベルにおいてメッセージとしての一定の内容を含んだもの」［土戸
2011：87］ととらえる。ただし、「メタ・メッセージは発信者が意図的に発したものとはかぎ
らない」［土戸 2011：87］。つまりここでは、発信者（教育者）も明確に意識していないにも
かかわらず、受信者（被教育者）に伝わっている内容について考察している。

（11）  例えば、下司編［2015］所収の諸論文は自律（自立）と他律（依存、甘え）の単純な対立図
式を越えようとしている。
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On the Articulation of Autonomy and Heteronomy

Yukina MIYAGAWA

This paper attempts to interpret the articulation of autonomy and heteronomy in a new way.

In education, the way of thinking about autonomy and heteronomy has been characterized by a “dis-

tinction-linkage model.”  This began with Kant’s formulation of the paradox of autonomy, where he strictly 

distinguished autonomy and heteronomy, and then tried to link them together.  He supposed that human 

beings are heteronomous at first and then become autonomous later.  However, as he tried to explain the 

mechanism of the transition from heteronomy to autonomy, he faced a paradox: non-autonomous children 

require guidance to be autonomous, but guidance confounds children’s autonomy because guidance is het-

eronomous for children. He left that transition as an enigmatic leap.  Succeeding education scholars have 

been wrestling with the problem of this leap and this paradox up until now.

Instead of the conventional distinction-linkage model, the author proposes a “bivalent (two-sided) 

model” of autonomy and heteronomy.  This model is inspired by the theory of “Furi: Behaving/Pretending” 

by Toshihiko Tsuchido.  This model supposes that any conduct has twin aspects: autonomy and heteron-

omy.  Even the person who carries out an action cannot judge completely whether that conduct was done 

autonomously or heteronomously.  Each conduct is neither purely autonomous nor purely heteronomous, 

but on the spectrum of autonomy and heteronomy.  From the point of view of the bivalent model, there is 

no transition (or enigmatic leap) from pure heteronomy to pure autonomy, thus no paradox.  This model 

suggests that the leap in human growth or development consists in coming to distinguish autonomy and 

heteronomy rather than becoming purely autonomous.  The guidance “be autonomous!” by teachers 

seems to help develop the ability of children to make this distinction.


