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教育の課題としての知の転換

一感覚と認識を中心に一

高　田　熱　美

The　Transfer　of　knowledge　as　a　Problem　in　Education

－With　Special　Reference　to　Sense　and　Cognition　一

Atsumi　Takada

　　　This　paper　deals　with　the　relation　between　sense　and　cognition，　in　order　to　clarify　the　transfer

of　knowledge　as　a　problem　in　education．

　　　It　is　self一一evident　that　the　eyesight　of　man　is　the　leading　part　of　cognition　and　the　most　useful

sense．　To　see　is　to　know，　and　to　know　is　to　master，　and　therefore　to　see　is　to　master．

　　　In　the　Japanese　language，　‘Siru’　represents　both　‘know’　and　‘master’．　Consequently，　to　know，

or　knowledge　makes　reason　that　is　the　core　of　modern　philosophy，　and　moreover　it　builds　up

natural　science．

　　　Wondering　about　reason，　we　should　read　Kant’s　‘Kritik　der　reinen　Vernunft’．　He　asked　the

possibility　of　man’s　knowledge　and　raised　the　question　‘Was　kann　ich　wissen　？’．　But　he　left　the

solution　of　problems　concerning　knowledge　and　the　transfer　of　knowledge　to　the　coming

generatlon．

　　　The　modern　knowledge　rules　our　school　education，　especially　the　whole　of　the　manifest

carriculum，　so　that　not　only　the　human　relation　but　also　the　interaction　between　man　and　nature　has

unmistakably　ebbed．

　　　These　days　the　education　worthy　of　its　name　is　going　to　be　lost　in　such　a　critical　condition　of

knowledge，　and　therefore　we　basically　need　to　recompose　knowledge　in　education．　For　the　purpose

of　this　recomposition，　the　basic　point　of　knowledge　should　be　transferred　from　the　sense　of　sight　to

the　sense　of　touch　；　from　light　to　darkness．

　　　　　　　　　　　　　　はじめに

　認識としての知は言葉を不可欠とする。周知

のように，Descartesは「私は考える」を懐疑の

極点，したがって知の起点としたのであるが，こ

の「私は考える」という命題も言葉なのであり，

この意味するところは自己及び他者への語りか

けである。一般的には，思考は内言であり，語

りかけは外言と称されるが，それらはいずれも

言葉であり，言葉であるかぎり，それがたとえ

独語であっても他者への語りかけを内実として

いるのである。それゆえ，「私は考える」は「私

は語る」と同義である。即ち「考える」とは自

己か他者かに語ることである。人がもし数学の

ような抽象的な論理について考えているとして

も，その人は他者と共有する数学の言葉によ．っ

て考えているのであり，それは他者へ向かって
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語ることへと収敏するのである。

　かくして，人間の認識・知は言葉によって成

立する。それゆえ，たとえば，星なる物体は星

という名を与えられると同時に知られうる実在

として現われるのである。このことはHelen

Kellerの学習を見ても明らかであろう（1）。彼女は

言葉の発見と同時に実在するものの認識へ至り，

知の世界へ歩むことになったのである。そして，

一旦，知の世界へ踏み出すや否や，あらゆる感

覚を経由して大脳中枢へ流れ入る情報は言葉に

よって直ちに整理され，組織づけられ，意味化

されるであろう。したがって，広義の言葉が文

化や歴史のみならず人格の内容を構成するので

ある。まさに人の語る言葉がその人の世界なの

である。

　しかしながら認識の起源は言葉ではない。生

物発生史あるいは幼児発達史的観点に立つなら

ば，言葉もまた身体の発声器官及び大脳皮質の

発達によって可能となったのであり，言葉以前

に，身体感覚による外界の知覚があったからで

ある。この感覚の存在を無視することは不可能

である。近代の哲学がこの感覚の問題に多大の

エネルギーを費やしたというのも諾うことがで

きる。

　もちろん，ここでは近代の哲学が追求してき

たような，感覚からいかにして知識が成立する

かとか，認識にとって理性と感覚とはいかなる

関係にあるかといったことを探究しようという

のではない。ここで問おうとしているのは感覚

と認識ないし知のパターンの問題なのである。た

とえば，人が赤外線や磁気や超音波や特殊な匂

い，熱，あるいは海豚のような反響システムな

どを感受するとしたら，その認識もまたそれに

応じたパターンを有していたであろう。人は，大

まかにいえば五感なるものを有していて，それ

によって外界に出会い，そこから情報を取り入

れているのであるが，そのなかでも視覚が大き

な領域を占め，認識のパターンを形成してきた

といえる。私は見るとは私は知ることであって，

視覚が知を決定的ならしめている，かくて，視

覚知が現世界を構築し，したがって，教育もま

た視覚知の強化に関与してきたのである。それ

ゆえ，教育が，もし，人間の全体的育成を望む

ならば，視覚知を解明し，肥大化したその知を

新たな知へと転換せしめねばならないであろう。

この小論は，このための素描的試みである。

　　　　　　　　1．見ること

　近代の認識論が感覚の中でまず三二にのせた

ものは視覚であった。Rousseauのように，五感

を丹念に検討し，最後に触覚の重要さを説いた

ものもあったが（2），認識に関わるときには，ほと

んどの人びとが視覚に注目し，それも認識の問

題として論究してきたのである。それゆえに，た

とえば「このリンゴは赤い」といった認識はい

かにして成立するか，リンゴという名詞（主語）

に赤いという述語が連結するのは何によるのか，

などが論じられてきたものである。

　人が認識ということについて考えるとき，視

覚に焦点をおくのは自然なことではあった。化

石人類学の知見によれば，人類の祖先は食虫類

に属し，前向きの眼をもって，動いている昆虫

などを追跡し，捕食したのであった。やがて，草

原の広がる大地に降り立ち，直立したとき視界

は一変した。人は眼によって遥かな獲物を発見

し，追跡したであろう。この追跡は距離と速さ

と時間の観念を生んだであろうし，さらに仲間

との協力や目標を見失わずに接近するための注

意力，持久力，意志力などを培ったであろう。

　このように，視覚は生命の糧を得る基本的感

覚であった。しかしながら，視覚はそのような

生命の維持活動を越えているところがある。人

においては子供であれ乳幼児であれ，何か見た

ことのないものに出くわすと，それに近寄り，じ

っと見つめ，手に取り，弄りまわす。それは見

ることにおいて知ろうとしているのだ。そこで

は，この物の運動，性質，成り立ち，変化など

が見ることにおいて知られつつあるのである。し

たがって，見るということはそれ自体を目的と

する活動なのである。それゆえ，知ること即ち

認識は人間にとって本質的活動であるといえる。

　もっとも，ここで，人は何故に，何が原因で
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見知ろうとするのか問うこともできる。ある活

動や行為において，その原因と結果を問うのは

近代的人間を襲って止まない誘惑である。「すべ

ての行為は原因の結果である」という命題は近

代人の思惟を構成するに至っている。とはいえ，

この命題は特定の事態において成立するのであ

って，この命題によって世界の全事象を解こう

とするのは誤りであろう。いわば，因果律は選

択された特殊な思惟方式である。それゆえ，こ

どもの知見については，要するに，物や出来事

をじっと見つめることは何を意味しているかを

解くことが重要なのである。かくして，こども

は見において知そのものへ向かっているとした

のである。

　　　　　　　1［．見知ること

　生理学ないし解剖学は目が大脳に直結した特

殊な感覚器官であることを明らかにしているが，

これら大脳と目とは人が直立したとき初めてそ

の威力を十全に発揮したのであった。それゆえ

仰臥している乳児は本来の意味で見ることはで

きない。この時期には，外部環境が感覚器官た

る目に反映しているのであろう。もっとも，こ

こでは外部環境を構成する諸物体・感覚与件の

知覚が一方的に乳児の目に侵入してくるという

のではない。もし，そうであれば，無数の感覚

刺激がたえず流れ入り，大脳は刺激の洪水にさ

らされることになろう。かといって，Humeが

語ったように，バラバラの知覚が観念の連合に

よって連結されているのでもあるまい。Hume

は，自我を「知覚の束」と述べたことがあった

が（3），知覚を束にする働きは特別な働きであって，

Humeにおいても知覚を束にし，観念を連合する

主体と感覚与件である客体との図式が想定され

ていたのであろう。この図式は主体の支配権を

認めるものであって，これもまた特殊な図式な

のである。

　乳児においては環境から発される刺激は生得

的に選択されているのであろう。たとえば，乳

児は25センチくらいの距離にある物体，そして

母親の顔にはよく注目するという。25センチと

は母親の胸に抱かれたときの距離であって，こ

の距離が最も焦点が合い易いのであろうか。ま

た，母親の顔に注目するのは，それがよく映る

からであって，それは，目や鼻や口などの凹凸

が乳児の目に映り易いためであろう。したがっ

て，乳児はまだ見ているのではない。乳児は外

的環境と生得的感応機構の中に埋没しているの

だ。Merleau－Pontyはそれを身体図式ないし

原初的知覚と称していたが，これは「非定立的，

前客観的，前意識的な経験なのである。」（‘）乳児

は環境を対象として認識しているのではなく受

胎しているのである。これは前理解的状態であ

る。したがって乳児は自己自身の視覚に従い，視

覚に生きるのである。たとえば，ここでは，「走

る馬」という全体的視覚が現成するのであって，

「馬が走る」という視覚は成立してはいない。後

者は分析的知によって形成された観念的命題な

のである。

　見るということは，少くとも，腰がすわり，地

平に沿って視線を走らせることができて可能と

なる。それは生後五カ月を要するのであろう。さ

らに，見るということは，直立歩行と相即する

自己意識の芽生えによって，探索理知へと深ま

って行く。本来，見るとは自己が見るのであり，

「私は見る」という命題として見るが成立してい

るのである。以前，Russellは「私」という主格

は文法が要求するのだと語ったことがある⑤。こ

の文法は共同体によって創造され，共同体が要

求したものである。それゆえ，「私は見る」とは

私的認識以上のことを表している。即ち「私は

見る」という命題は自己一十己からなる共同体

によって支えられている。元来，私・己なるも

のは汝・他己なるものによって触発かつ現成化

されながら成立するのである。これは，幼児が

自己の名前より前に他者の名前を覚え，鏡像に

おいても自己より他者から前に認識することを

見て明らかである。したがって，「私は見る」と

いう私の認識の事実はわれわれ共同体の事実で

ある。「私は見る」は「われわれは見る」を内包

しているのだ。たとえば，仲秋に望んで「私は

名月を見る」にはrわれわれは名月を見る」が
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含まれていて，私を含む多くの人びとが月の美

しさをひとしく感受しているのであろう。見る

とは，このような共同体的知覚なのである。し

かも，この知覚像は冴えわたる月，見る人，澄

みきった天空，たたなずく山，その他もろもろ

の事象のゲシュタルトなのである。鳥の飛翔が

空を語り，魚の泳ぎが水を語るように，月の知

覚像は月と見る者とが不可分の統一体であるこ

とを語っているのである。つまり，ここに現わ

れている「見る」は月とともに，月を生き，か

つ月が生きることの見るである。

　ところで，視覚は光を刺激として空間を直進

する延長的感覚である。それゆえ，見るは，聞

く，触れる，味わうなどに比べると特異であり，

それは時間空間の無限定的拡大を進める可能性

である。したがって，見・知るは無限の探究へ

と転回する可能性でもある。

　人も知るSocratesはこうした探究に生涯をか

けたのであった。この試みはアテナイの人びと

を震憾させたはずである。なぜなら，知の限り

ない前進としての探究は，伝統的な価値，権威

といったものを知の照射によって相対化し，さ

らには当代の神々に対してさえも，知の光によ

ってそれを明るみに出す危険性を予感させたか

らである。しかも，Socratesの知は，神を人間

自身の問題へと転換し，人間の可能性と責任生を

覚知させることになったのである。これは，相対

的な存在としての人間が絶対的な者，つまり神

ないし最高善を探究し，知ろうとする態度を認

めることを意味する。即ち『国家』における洞

窟のたとえが語るごとく人は善のイデアを見よ

うとするのだ。それは「眼を暗いものから明る

いものへ転向させ……」「その実在の最も光明に

富んでいるところのものを観照」するのである（6）。

これは別の観点によれば，隠れてあるものを明

るみに出すこと，いわばアレーティイア（隠れ

なさ・真理）の顕現と関わっていたのであろう。

　しかしながらSocratesは知の探究においてギ

リシア人たちが最も恐れた傲慢（hubris）を犯す

ことはなかった。むしろ，それは逆であった。彼

はつねに内なるダイモーンの声に耳を傾けてき

た。彼は，あらゆることに対して探究は休みな

く続けられねばならなという信念をもっていた

が，探究はついにはいかに生きるかという人間

の根本善へ収帯するのであった。そしてこの探

究はまさに神的なものに支えられて可能となる

のであった。『メノン』によれば，探究は神賦に

よるのだ（’〉。人はすでに知っているものしか探究

しないのであるとすれば，人はすでに超越的な

何者かによって知の根拠を与えられているとい

うのである。ゆえに人は真なるものを想起する

のだと語る。

　ソクラテスの知はひとつの形而上学である。こ

の形而上学は初期キリスト教から中世の神学へ

至って強固な体系と化した。Augustinusによれ

ば，「われわれが理解しうるいっさいの事柄に関

しては，外部で音声を響かせる者にたずねるの

ではなく，むしろ内部にあって精神そのものを

支配する真理にたずねる」のであった（8）。これは

Thomas　Aquinasにおいても同様であった。

Thomasが人間のnaturaを神の似姿（simili

tudo　imagines）として把握していたことは明ら

かである。即ち人間のnaturaは理性の自然的光

（lumen　naturale　rationis）であり，この自然的光

は神的光の分有（participatio）であった（9）。

　ここでも，見ることを可能にする光が登場す

るのであるが，照明を知の原理とするこの見方

は，人間の知が超越的なものによって支えられ

ているとするのである。これは人間の知が超越

者との垂直なラインにおかれていることを意味

する。このことは，当代の人びとの視線が天と

地，天上と地獄，神と獣のような絶対的線分に

あったということを語ってもいる。要するに，人

びとは垂直の絶対的なる神へと眼を向けており，

見るとは神によって見たのである。

　周知のように，ルネサンスはこの見方を転回

させた。イタリア中心に，ギリシア・ローマの

古典・写本が発見され，翻訳されるに及んで，人

間そのものに対する関心が高まったからである。

ここに至ると，人びとの視線は垂直から水平へ

と変るのであった。そこでは見るとは神によっ

て見るのではなく人間自身の感覚によって見る
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と考えられるのである。世界の空間についてい

えば，神の眼においては均一であって，遠きも

近きも一様であろうが，それがいまや相対化さ

れるのである。たとえば，絵画における遠近法

の発見は，いまとここを生きる人間の感覚を起

点にしたものである。「それは，何はともあれ生

身の人間が，自らの住む空間と網膜像とを肯定

するところがら（lo）」始まったのである。

　もっとも，遠近法の発見がそのまま近代の視

カー主体へ飛躍したわけではなかった。ルネサ

ンスにおいて，視力を論ずるのに恰好の人物と

いえばLeonardo　da　Vinciにおいて他はあるま

いが，対象を「見る」視力は彼の時に開発・形

成されたのであろう。周知のように，Leonard

は《最後の晩餐》においてその視力を具体化し

ている。因に彼の手記は次のように記している。

　「遠近法とはあらゆる対象が角錐状線によって

その光素を眼に伝達することから成立するので

あった。角錐状線とは対象の表面の末端から発

し，ある距離を通して一点に集まる線である。こ

の場合の焦点はありとあらゆる物象の普遍的な

審判者たる眼の中におかれている。（”）」

　Leonardoにおいては眼が普遍的な審判者なの

であった。そして《最後の晩餐》ではすべての

線は角錐の頂点に向かって進み，中央のキリス

トに集中するのである。

　ルネサンスに形成された視力は，高橋英夫に

よると二つあるという（12）。一つは以上のような

遠近法であり，もう一つは細部の精密な観察で

ある。後者もまたLeonardによって具体化さて

いる。それは解剖である。ここにおいては探究

の視線が働き，存在の微小なもの，おおわれ，か

くされていたものへ当てられ，微細なものを明

らかにしているのである。

　これを見ると，ルネサンスの知は純粋に対象

を知ること，知ることの歓び，知のための知，悦

ばしき知識を主要な内容としていたといえよう。

そして，この知はもうひとつの面をもっていた

のである。即ち《最後の晩餐》においては，すべ

ての線がキリストに向かい，したがって逆に視

力が究極者たるキリストから発していたのだあ

るが，このことは，究極者を意識し，それを探

究しようという知が生きていたことを意味する。

　Leonardを初めルネサンスの人びとにおいて

は，微小なるものも宇宙と等しくコスモスなの

であり，究極者たる神の至高なる法則がそこに

も宿っているのであった。それゆえ，このこと

はCassirerが見事に解き明かしたことであった

が，人間もまたミクロコスモスとして宇宙なる

マクロコスモスと対応し，かつ感応しているの

であった。したがって，いずれの探求も神の英

知に深く立ち入ることであった。相対的な存在

である人間は絶対的な存在としての神を知るこ

とはできない。そうであるが，できることもあ

る。それは絶対的なものを知ろうとし，関与し

ようとすることである㈹。

　個と宇宙に関するこのような理解は，Jungが

着目した錬金術にも見られたが，近世ではLeib－

nizのモナド，そしてKantにさえ見ることがで

きるという（14）。

　しかしながら力点は次第に人間の方へ降りて

きた。Galileoが落体の実験を行ったとき，彼は

何よりも「見る」ことを訴えたのであったが，こ

れは人間自身の感覚を認識の原理として肯定す

ることであった。彼によって開かれたという自

然科学は視覚を原理とした学問である。神の視

点が人聞の視点に移り変るとき，この学問は人

間の力への意識を飛躍的に拡大するであろう。こ

れは近代的自我即ち主体の形成であった。たと

えば，Berqueによれば，風景の観念はルネサン

ス期に現われたという⑯。これは，自己とそれ

をとりまく環境とを区別し，その間に距離を設

ける主体が出現したこと相関しているのである。

また，さらには，絵画における風景画の発展と

線的遠近法の完成とは符合している。ここでは

自然と人間とは客体一主体として対峙すること

になるのだ。もっとも，この主体なるものは，農

民などの庶民ではなく支配層たるエリートによ

って獲得されたものであった。地位においても

知においても優位にある者たちが，特殊な視覚

を形成すると同時に，特殊な対自然的関係の方

法を手に入れたのである。
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　本来，見るということは力の意志へ傾斜する

ものを含んでいるのか。人間を越えたものが棚

上げされるや否や見るということはひとつの意

力へと変容を遂げたように思われる。この意力

は神や自然から人間を離脱させ，さらに人聞の

共同体を解体して個体を産み出すのに関わった

かに見える。けだし，見るということは，物事

即ち対象の様子，内容，性質，形体，運動など

をとらえることでもあるからである。とらえる

ことは，さらにその仕組，関係，因果などを解

することへと進み，そこから，推定，判断，評

価ないし態度の決定などへと至るのである。と

いうことは，この場合の見るとは，ただ漫然と

周囲を眺めるのではなく，周囲から特定の物や

出来事を選び出し，それを対象と化して，注視

し，そこから何ごとかの知を取り出し，自我の

力へと供するのである。した炉って，Heidegger

が『存在と時間』のなかで解いていたように㈹，

見る（Sicht）とは当初から見る者の意図（Ab　一

Sicht）がこめられているのだ。人は見ることに

おいて何かを意図し，何かを求めている。見る

者はねらった対象（Gegenstand）にまむかいに

立ち，向き合って（gegen－ifber），これを我が

手にするために周囲を見まわし（Um－Sicht），

最短の距離即ち直線の位置を見分け，障害や偶

然の出来事を注意深く予見し（Vor－Sicht）か

つ見とおし，展望（An　一　Sicht）へと至るので

ある。

　「目は心の窓」と称するように，感覚器官たる

目は精神を表している。だが，他方では目は自

我，欲望，意志といったものの表出である。そ

れゆえ，目は威圧的力を有している。人は「眼

をつけた」といってからみ，「おれの目をよく見

ろ」と相手を睨む，そして，目をむき，「目にも

の見せてやる」「痛い目にあいたいか」と威すの

である。その目は眼差して，刺し，威圧するの

である。したがって，人は他者に受身的に見ら

れるのを恐れる。この恐れや不安は，背後に視

線を感じるとか部屋の中を誰かに見られている

といった気配によってさえひきおこされる。視

線の出会いが視線恐怖症や分裂症の人には極度

の脅えを喚起するのである。

　このように，見るは認識し，知ることである

が，そこには同時に力や威圧が含まれている。本

来，見る者は見られる者より上位にあり，優越

する者である。権力は高台にあって下位の者を

見るのだ。これは見ることに自我や欲望や意志

が表出されているとともに見ること自体が支配

的意味を有しているということなのである。し

たがって，見ることと欲望ないし自我が結合し

ているということもできる。なぜなら，人はこ

どもや老人に見られることに不安や恐れを抱く

ことは少い。視線恐怖症者にもこの人たちは別

である。彼らは支配的意志としての自我から遠

く離れているからである。

　このように「見る」は本来意力を有するので

あるが，近代はこの「見る」を特殊化し，それ

によって新たな知の方法を獲得したのである。そ

れは欲望や情意を一旦離れ，客体としての対象

を純粋に見・知ることであった。これは，欲望

や情意を離れて見るがゆえに，その知は一般化

され，それによって世界を支配する有効な武器

と化すのである。純粋に見・知るといえども，知

るは領（し）ることであり（17），それは治（し）る

のである。この知は無限に拡大し，一旦この知

に至った者は世界を支配することを厭わないで

あろう。

　　　　　　　皿．知の無限性

　見・知ることは抑えようもない本源的衝動で

あろう。それは無限の動因であるのだ（’8）。知は

世界を純粋に知そのもののために探求すること

ができる。とはいえ，それは支配への意志へ供

されるように構造化されており，すぐさま自我

のために利する手段ないし道具へと変容するの

である。したがって，たとえば自然の探求とし

ての自然科学が技術と結びつき，技術そのもの

へと化していくのは自明であったのである。知

は自然を無限に対象と化し，支配するのだ。

　近代の知は進歩の無限性という非合理的熱情

に支えられてきた。むろん，この熱情に組しな

い者もあった。Rousseauはこのような趨勢に異
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義を唱えた一人であったが，彼と交わりのあっ

たHumeは，知の熱情に冷水を浴びせたのであ

る。Lockeの衣鉢を継いだHumeは知がどのよ

うにして成立するかを明らかにしょうとした。即

ちHumeは世界は何であるかを知る前に世界を

どのようにして知ることができるかを問うたの

である。これは人間の認識のあり方を問うてい

るのであって，認識の対象よりも認識そのもの，

いわば見ることの成立へ問いが移っているので

ある。周知のように，Humeの発言はKantをし

て瞠目せしめることになったという。

　Kantが心底から問題にしたのは理性そのもの

への批判であった。かって，Platon，　Augus－

tinus，　Thomasたちは，超越的なものに支えられ

て，人間は真理を求め，確かな知に至ることが

できると見ていた。それゆえ知が真が偽かを問

うことが第一義であった。これに対して近代の

知は人間から出発する。したがって，人間は知

を自己自身によって基礎づけねばならなかった。

それゆえ，人はいったいどのようにして知るこ

とができるかを問うたのである。Humeの後を

継いだKantもそのような視点から理性を批判し，

確かな知に到達する原理を構築しようとしたの

である。人も知るKantの「物自体」も，神では

なく人間の側から知を成立させるために彼が要

請した概念であった。現象の背後に，知ること

はできなが，現象を成立させている本源的なも

のを要請として定立しなければ，人間の認識・知

はたちどころに互解すると見たからであろう。そ

れだけに，Kantは人間の理性の危うさを知って

いたはずである。それゆえ，理性批判を執拗に

行なうことは，知を確かにしょうとする試みで

あると共に理性の領界を語ることにもなったの

である。

　Kantを学んだ者が熟知しているように，　Kant

は『純粋理性批判』および論理学講義の『便覧』

において，理性が全開して立ち向かう第一の問

いとして「私は何を知ることができるか（Was

kann　ich　wissen）」を定立している。　Heidegger

は，この問いに着目して，ここに示された問い

が一貫して人間の認識の有限性を表していると

見ていた。Heideggerは，この問いが，あるこ

とは知ることができるが，あることは知ること

ができないという制限を含んでいると見るのだ。

知は無限に前進するのではない。即ち「可能が

問われ，自らをその諸可能性において限定しよ

うとする場合には，それはそれ自身すでに不一

可能のうちにある。」「私は何を能くするか，と

問う者は，これによって有限性を証示する。の

みならず，この問いによってその最も内的な関

心を動かされるものは，その本質の内奥におい

て有限であることを顕わにする（且9）。」

　Heideggerによれば，　Kantの問いは人間の理

性が有限であることを暴露するだけではなかっ

た。「人間理性にとって重大なことは，可能や当

為や許容を除去すること，従って有限性を解消

することではなく，逆にまさにこの有限性を確

認して，この有限性のうちに身を持することで

ある⑳。」それゆえ，理性の有限性は有限化であ

り，有限でありうることについての関心となる

のである。かくして，Heideggerは，　Kantの問

いから次のような結論を下した。「……人間にお

ける有限性への問いの必然性というこの基本問

題を明るみに持ち来たすために，上来の純粋理

性批判の解釈は企てられたのであった（21）。」

　Heideggerのこのような解釈に対して，　Buber

は，これはもはやKantではないと論じたことが

ある。Buberによれば，　HeideggerはKantの問

いのアクセントの位置を変更したのだという（22）。

即ちKantは，「何を私は知ることができ（kann）

るか」ではなく「何を私は知ることができ（kann

wissen）るか」と問うたというのである。この

問いの意味は，私はあることだけを知り他のこ

とは知ることができないということではなかっ

た。「本質は私が要するにあることを知ることが

できる（etwas　wissen　kann）ということ，そし

て，私が知ることのできるものが何であるか，と

私は問うことができるということである。」

　Buberは，　Kantが「知ることができる」とい

うことにアクセントを置いているというのであ

る。「人間がこれのみ（nur）しか知ることがで

きないという事実によって表わされる有限性に
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は，人間が，要するに知ることができるという

事実によって表わされる無限性への関与が不可

分に結びついている。」

　たしかに，Buberが解するように，有限性は

無限性と関わっているであろう。そして，この

場合，有限性と無限性とは同一平面上にあって

相対する対立概念ではなく，人間存在の二重性

と考えられるのである。人間において有限なも

のは現われ，人間の中に無限なものが現われる

のであって，知るということの有限性が知ると

いうことの無限性を開示しているのである。つ

まり，知ることの有限性がひるがえって知るこ

との無限性へと転回するのである。したがって，

自明の事ながら，Kantの理性批判は，理性を拒

否し，無に帰してしまうのではなかった。Hume

が理性に対して感情を対置させ，澗渇した理性

を蘇らせようとしたように，Kantは，理性を批

判して，その領界を問うことによって，人間理

性の無限的深化を課題として呈示したのであっ

た。これは知の転回への切りこみである。但し，

Kantはそれを試みはしなかった。彼はそれを後

世に遺言として残したというべきであろう。

　　　　　　　IV．知の転換

　見ることは無限性を志向する。それは広大な

宇宙に対してと同様微少な粒子の世界へも分け

入る。しかし，無限へと向かう見・知はいまと

ここにおいて有限である。見る者はつねにいま

とここにあって，それを越えることはできない

のだ。Heideggerはそのような知の有限性にア

クセントをおいたのである。これに対してKant

は知の無限的可能性にアクセントをおいていた。

但し，この知は力としての支配する知ではなく，

知の有限性をバネとして展開する可能性として

の知であって，知の転換を予見させるものであ

った。

　見・知る，いわば知の支配性はいかにして転

換されるのであるか。この試みを感覚のレベル

で開始することがある。これは，見る・視覚に

対して触覚や聴覚など他の諸感覚の見直しと復

権を説くことによって，視覚を相対化し，全感

覚の中に統合しようとするのである。この試み

は，終局的には，支配する知の支配と関わらね

ばならないであろう。それは，知ることを知る

ことによって，知の支配に終止符を打つはずの

ものでなければなるまい。

　知ることを知るとは，知ることを離れて知る

ことであり，それは見ることを離れてみること

と同義であろう。いわばそれは離見の見という

べきことである。もちろん，同一の時と場にお

いて，見ることを離れて見ることは不可能であ

って，見ることはあくまで内的想像において見

ることである。これは，行為としての見るを見

るということにとどまらず，見る意識そのもの

を見ることへと展開する。したがって，これは

行為や意識としての見るを見ることから持続的

に見ることへと開かれるであろう。つまり，見

るを見るという働きは，それが内的であるかぎ

り，その都度のことではなく，持続的なことで

あって，それゆえ，そこから探求が生起するの

である。探求は持続的に見ることだからである。

　持続的に見るとは，実験・観察室において対象

を持続的に見ることではない。むしろ，そのよ

うに見ることは特殊なことであった。本来の探

求とはこの特殊に見ることを停止するのである。

　それでは，特殊かつ支配的に見ること，その

知を転回するとはどういうことであるのか。見

ることを見る，知の知というかぎり，知の転回

ということは新たな知の形成である。この知も

また見かつ知るのである。しかし，力としての

知が特殊かつ分節的であるのに対してこの知は

対象の全体を見，それを全体的像として形成し，

現実に明らかにして見る知である。したがって，

この知は主体が客体として対象を見る知ではな

く，主体を対象に関わらせ，対象に巻きこみ，対

象を現前化する知である。それゆえ見かつ知る

ということは創造することなのである。探求と

は創造であり，対象と自己とが意味連関する現

実を見ることである。

　この現実においては，人は視覚そのものを停

止することになろう。知の知は明ではなく闇に

おいても可能なのである。探求するとき人は目
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を閉じるか，目を開けていても向も外部のもの

を見ていない状態になるのである。盲目の人も

また，それゆえ，知の知としての探求が可能と

される。したがって，知の転換の一様態は瞑想

であろう。瞑想は闇において成立し，外的視覚

を遮断し，対象と自我の深層へ闇をかいくぐり

ながら進むからである。

　この深層ないし闇という観点からKantを批判

する人びとがある。すでに見たように，Kantは

人間の理性を批判し，その領界を説いた。理性

の領界とは，それは，理性が歩み尽くしたとこ

ろ，即ち無限のはるか彼方にあるのではないか。

したがって，理性はその境界線において人間を

越えた崇高なるものに接していることになる。そ

れゆえ，人間は超越的なものへ永遠に至ること

はできないが，なお，超越者を知ろうとする態

度を保持することができる。Gordano　Brunoが，

かつて，宇宙の無限性を人間の無限の可能性と

合わせ見て，激感をもってそれを受け入れたよ

うに，理性の限界は無限の可能性と緊迫しっっ

相即しているのである。

　実をいえば，Kantはルネサンスと近代との分

水嶺にあったともいえよう。けだし，Kantの理

性はルネサンス的知を内包しており，人間の支

配力としての理性そのものとはなっていないか

らである。因に，Kantの『人間学』は啓蒙主義

的知見を吸収して書かれたものであり，そこに

は彼独自なものを見出だ難いのであるが，これ

に対して『実践理性批判』の結論は，彼の人間

理解をよく表わしているように思われる。人口

に罹災されているあのくだりである。即ち，

Kantは，くりかえし，新たに高まりくる「感嘆

と崇敬の念をもって心をみたすもの」として「わ

がうえなる星またたける宇宙とわがうちなる道

徳律jをあげたのである。これはひとつの形而

上学的信であるが，Kantは宇宙と人間とを対応

させ，人間が小宇宙であることを吐露している

のである。無限に微小なるものもまた無限なる

宇宙と同じ宇宙なのである。Buberが，人間の

有限性が無限性に関与していると見て，「私は何

を知ることができるか」というKantの問いを人

間理性の可能性を説いたものと見たのはこのよ

うな背景を見通したものであろう。これに対し

て，Heideggerは，　Kantの理性をまさに近代の

支配力と見て，その限界を先取りして指摘した

のである。こう見るならば，Buberの解釈が正

鵠を射ているといえるであろう。

　しかしながら，近代の知の克服を試みるとき，

Kantを着過することはできない。けだし，　Kant

における知の転換の予告は，思惟におけるそれ

であり，生きた地平におけるものではないから

である。つまり，Kantが，はしなくも近代的知

の高僧と目され，批判の母上にのせられるのは，

理性に対して身体や情念が陰におかれ逼塞させ

られているということである。Kantにあっては

見る知の優位，したがって光の領界に認識が限

られているというのだ。たとえば，Jung派の深

層心理学は，Kantの知が光の領界における限界

と可能性に限定されており，したがって，知を

一元化し，人間の知を貧しくしたという。「宗教

改：革は絶対なる神の名において迷信や悪魔やデ

モンを絶滅したのであるが，その結果は逆に神

ぞのものの権威が低下し，神に代って人間の理

性がその地位につくことになったのである。理

性を最高の価値としたKantは，身体や情念を人

間性の本質から排除するとともに，一切の霊的

存在者の領域をも抹殺してしまった㈱。」

　Kantの理性は神，自然，宇宙との通路を遮い

でしまったというのである。Jungたちによれば，

人間の知性は神ないし霊的力に導かれて，世界

の根源的なもの，いわば真なるものへ辿り往く

のであった。ここには，人間と根源的なものと

の間に，暗いが，一筋の通路があるといわれて

いる。それゆえ，ここには人間の有限と無限な

るものとの対峙，亀裂はない。深層心理学は，近

代の知の，見る一自我・意識一知・支配の系を

批判しつつ，意識下の情念，そして，その深層

のある霊的下図，真実なるものに触れようとい

うのだ。自我の意識層を突き破って，闇黒へ下

がり，歩み行くことによって，本来の自己・神

的なるもの・世界にして生命の根源に出会うと

いうのである。但し，これもまた，意識化であ
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って，そのため知から出発するのである。しか

し，この試みは，見知ることを知り，意識する

ことを意識するのであり，ついには，自己その

ものに触れるような試みである。それゆえ，光

に対して闇が登場し，黙想や瞑想が意味をもつ

ことになる。また，感覚においては，見より触

のような感覚が蘇生せらるであろう。これが知

の展開を触発することになろう。

　　　　　　V．結びにかえて

　見・知ることの探究に際して，主にKantを垣

間見ることになったが，Heidegger，　Buber，

Jungたちの発言が，どこまでKantの意を汲んで

いるかは慎重な検討を要するであろう。Buberと

違って，HeideggerやJungたちは，　Kantが課

題として残したものに対して，その解答を求め，

Kantの評価を低くならしめているということも

できよう。ただ，明瞭なことは，Kantにおける

知が見ること，したがって光の領界で論じられ

ているとはいいうるであろう。これはPlatonに

おいても同様であって，見ること，光，認識，知は

ひとつの系を成していたのである。見るとは明

瞭さであって，見ることによってある物を対象

として定立し，見る者から独立した客体を生み

出すのである，それゆえ，認識における真偽は

見ることとの関連で思惟せられてきたのである。

　観点を変えていうならば，見ることそのもの

が空間の距離をとること，空間を分けてあるこ

とであって，ここに見ると見られる，即ち主体

と客体とが成立するのである。見ることにおい

てまたたける星と自己との対峙があるのだ。因

に，ふれるのような感覚には主体と客体の対峙

は消えて行く。たとえば，湯にひたっていると

き身体と湯水とは分かち難い親和，同一化を生

成しているのである。

　見るにおける主体と客体の成立は，近代にお

いて知る力としての主体と支配される客体とに

分裂した。これは全自然をも客体化して支配す

るのみならず，人間をも支配するのだ。即ち知

的エリートとその支配をうける庶民との二極化

が進むのである。

　人間の理性の有限性及び無限性も，本来，こ

れは空間における視覚に起因する概念である。そ

れは数的距離を内包しているのだ。Kantが，こ

のような見ることのラインで探究を進めてきた

ことは明らかであろう。

　しかしながら，Kantは，近代が有する支配的

知へ至る一歩手前で踏み止まろうとしたのでは

なかったか。そしてKantは理性の光がとどくか

ぎりにおいて，人間の可能性を明かにしようと

したのであろう。

　周知のように，Kantは人間性の本質を理性の

自由意志においたのであったが，人格の尊厳性

は理性のこのような無制約的自律によって支え

られたのである。従って，人格の尊厳性は理性

の光によって導き出された概念である。そして，

この概念は人格性（Pers6nlichkeit）という教育

における陶冶概念を形成し，教育の根本課題と

なってきた。教育の課題は人格性であると語ら

れるようになって久しい。

　人格性は個人の尊厳性へと収即する。たとえ

ば，わが国の憲法は個人の尊重を唱え，教育基

本法は個人の尊厳をその前文に記している。こ

れはいずれも近代的知の集約であるということ

ができよう。けだし，これは，個人を主体とし，

人間以外のすべてを客体とするか，それを看過

ごしているからである。

　それゆえ，現代の教育はKantが遺言としたも

のを受け止めねばならないであろう。まず，人

間以外のものの尊厳性，人間を越えたものの探

究があげられるであろう。そして，このことは

同時に知の転換と相即しているのだ。学校教育

は目標，内容，方法において知の問題を吟味す

るべきであろう。見・知り，支配する，分析的

知，科学の知，事実と形式論理の知が，他の感

覚的知によって相対化され，支配的知の一元化

が克服されねばならないであろう。このために

は，見て学ぶという，いわゆる見学が他の学に

よって再構成されることになろう。それでは，こ

れは，いかにして可能であるのか。これに対す

る学習の理論的構築は稿を改めて探究すること

にしたい。
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