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Ｗ・フリットナーのミューズ教育論
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〔抄録〕：当小論は、現代ドイツの教育学者Ｗ・フリットナーの唯一のミューズ教育論文につ

いて，西欧の美的教育思想史におけるその歴史的位置づけと，その理論的特質の解明とを意図し

て調査考察したものである。後者の仕事の方法としては，彼の教育学思想全体との関連付けと，

同時代のミューズ教育論との比較とを採った。その結果，フリットナーのミューズ教育論の特質

は，「ミューズ的」が「美的一倫理的」の意味にあること，またその歴史的源泉はシラーの美的

教育論にあることを論証しえた。加えて，近代ドイツに特有なミューズ教育の，我が国における

今日的意義の一端を知ることができた。

キーワード：ミューズ的，美的，表現主義，芸術教育運動，青年運動，改革教育学，

Ｗ・フリットナー，Ｆ・シラー，Ｆ・ヴェルフェル，Ｅ・クリーク

I．はじめに（動機，意義，目的，方法）

当小論は，一般に今世紀ドイツの「精神科学的教育学派」の代表者とみなされているヴィルヘ

ルム・フリットナー（1889～1990）のおびただしい論文のうちで，ミューズ（的）教育を主題と

した論文としてはおそらく唯一であると思われる「ミューズ教育と時代情況」（1932)')について

考察したものである。その主要な意図は，ミューズ教育思想ないし美的教育思想の歴史における

その位置付けを試みることと，その理論的特質を－彼の「ミューズ的」の概念の特色を考究す

ることにより－解明することとにある。筆者は二年程前より，近代ドイツに特有な教育思想で

あるミューズ教育を研究しており2)，この一連の研究の統一的意図を，現代日本におけるミュー
ズ教育の今日的意義の探究においている。

フリットナーのミューズ教育論が初めて学術的に取り上げられたのは，Ｆ・ザイデンファーデ

ンの「現代におけるミューズ教育とその歴史的源泉」においてであるが，そこでは詳しくは考察

されていない｡3)また，フリットナーの偉大な教育学的業績に関する研究は数多いにしても，ミュー
ズ教育論という観点からの研究はおそらく皆無であると思われる。その理由は多分，「ミューズ

教育と時代情況」がフリットナーの業績全体の中で極めてマイナーな論文であること，また「ミュー

ズ的」の概念が彼の思想全体の中で重要でないためこの術語が主要著作において殆ど使用されて

いないことにあるのであろう。しかし，フリットナーの当の論文は，表現主義の文芸作家フラン

ツ・ヴェルフェルの『現実主義と内面性』４)の出版年と同じ1932年に公表されているし，また19

33年にはナチスの教育学者エルンスト・クリークの「ミューズ教育』５)が出版されており，その

意味で歴史的にも重要であるし，さらにこれらと比較できるという点で理論的にも重要である。
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なお後に述べるように，三者には時代批判･文化批判的な態度が共通している。

フリットナー教育学の全体的把握については筆者の力量を越えるので，その几その理解を，主

として，わが国でのフリットナー研究の第一人者である小笠原道雄氏の「現代ドイツ教育学説史

研究序説一ヴイルヘルム・フリツトナー教育学の研究一」６)と，フリツトナーの助手を勤め

たことのあるハンス・ショイアールの編集した『教育学の古典的学者」第４巻での同著「ヴィル

ヘルム・フリットナー」の章7)とから得ている。また，ヘルマン．レールスーハンス．ショイアー

ル編（天野正治訳者代表）「現代ドイツ教育学の潮流Ｗ・フリツトナー百歳記念論文集」８)も

大いに参考になった。

n.フリットナーの経歴と業績

フリットナーは1889年８月20日に古都ワイマール近郊の住宅街ベルカに鉄道官吏の長男として

生まれた。その父の出は農村の職人一族で，母はチューリンゲン森の車大工の娘であった。学校

時代には，旧式の学校への改革教育学の批判以来普通となった月並みなイメージとは反対に，彼

によれば「偉大な，活力をあたえる経験」（フリットナー）がなされた。文化都市ワイマールの

音楽的，美術的，文芸的雰囲気は，ギムナジウム学生の彼に芸術的ならびに哲学的な関心を呼び

起こした。1909年にミュンヘン大学で文芸・歴史・哲学の研究を開始。－学期のあとイエナ大学

に移り，1912／13年の冬学期での学位取得まで在学。ここでは特にヘルマン・ノールに刺激され，

そのゼミ学習や徒歩旅行を通じてディルタイ流の哲学や歴史考察を学んだ。彼が一般に忠実なディ

ルタイ学徒と評される所以である。フリットナーの学生生活は青年運動の形で進められた。即ち

その内容は，徒歩旅行グループや討論会の設立，労働者教育課程への参加，自由学校共同体への

接触，精神的社交の集い（ワンダーフォーゲルのモチーフをもったシンポジウム・遠足・歌唱祭・

舞踊祭）の企て等であった。作家を招いての読書会，共産主義者との政治討論会，等々は独自な

順序で開催され，帝国時代の終末段階での文化的政治的緊張の意識を鋭くした。フリットナーは

イエナでの「ドイツ的一学術的義勇団」の創設にも，また1913年10月ホーエ・マイスナーでの

「自由ドイツ青年」（全国の青年運動を統合した組織の名称）の初めての大衆集会のための発議

にも関与した。〔かくしてフリットナーは学生時代に，一般にミューズ教育の思想的基盤とされ

る青年運動に自ら参加した訳であるし，またほぼ「ミューズ的」と同義である「一般芸術的／総

合芸術的」なものの理解を深めた訳である。さらに指摘すべき点は，彼の育ったワイマールが後

にバウハウスの設立をみるように芸術・学問の栄えた文化都市であったことである｡〕

1914年春にプランデンブルクの高校教員養成所に入学。同年夏の第１次大戦勃発とともに志願

兵として砲兵隊に入り，四年間従軍。将校となる。1917年のクリスマス休暇中に，学生時代その

家庭に出入りしたイエナの学友の妹，エリザベス・ツァプスキと結婚。四児をもうける。1918年

11月イエナの高校教員養成所に入学。後に多くの学校で教えたが，最後はイエナの上級実業学校

の正教諭となった。戦後期の政治状況での問題は，議会制民主主義か社会主義革命かの二者択一

であった。1919年の「自由ドイツ青年」戦後第一回会合では革命信奉者とブルジョワ民主主義者

とが争い決裂した。その中間にも様々な狂信者がいた。フリットナーはこの状況のなかに，学歴

の違いに由来する災いに満ちた文化的分裂を認識した。こうして彼は，階層間に共通の了解基盤

や倫理上の結合基礎を求めて，新しい種類の自由国民教育を設立する計画をＨ・ノール等と共に

立てた。1919年４月チューリンゲンとイエナに国民大学が創設され，以後七年間フリットナーは
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その組織活動と教育実践に携わった。そこには教師，牧師，医師，諸学の専門化と素人が集まり

自由に振る舞ったし，俳優が吟詠したし，大思想が議論された。「精神的生活の幅が突然に－，

今までは中部ドイツで音楽にのみ授けられていたように，共通に分かりあえるようになると思わ

れた。－われわれが青年運動の時代に夢見ていたような，いつもは分離されていた国民階層間

の精神的交流が今やとうとう可能になったように思われた｡」（フリットナー)9）しかし本当に階

級対立は克服されたのか，自己欺臓の危険もありマルクス主義者からの批判も受けたので，国民

教育の問題は新たに徹底的に考えられねばならなかった。〔かくしてフリットナーはその若き時

代に,ミューズ教育構想の歴史的根の一つとなったミューズ運動（家庭音楽・青年音楽・素人演

劇．民俗舞踊の古い形式を革新した運動であり19世紀の文化批判にその精神史的源泉がある｡)１０）

を自ら担い実践したし，またその国民教育的機能を明瞭に意識していた，と言えよう｡〕

1923年に大学教授の資格を取得。２５年には，２０年代ドイツにおける科学的教育学の形成と大学

での教育学科の確立とに大きく寄与した月刊雑誌「教育」をリットノール，シュプランガーと

共同で創刊し，フリットナーは編集者（Schriftleiter）として健筆をふるった。1926年にキール

教育大学の，２９年にはハンブルク大学の教授に招聰され，以後1966年までそこに勤めた。ナチス

支配の時代には政治的世界との関係を絶ち，主に歴史研究をおこなった。３５年には『教育』の編

集も止めていた。しかし45年以後は教員養成，教育大学，大学入学資格，等々の公的問題に携わっ

て提案者・助言者として活躍，忙殺される一方で，一連の重要な著書。論文を発表した。その主

題範囲は学校教育の歴史と理論ないし教育方法論からゲーテ後期作品やペスタロッチ人間学の歴

史的解釈に，また科学理論的および大学教授学的熟考から西欧教養史の解明にわたった。1963年

にはハンザ都市同盟からゲーテ實を授与されたが，その対象功績は教育科学の研究や教育実践の

みならず，文化哲学的研究による西欧の統合努力の自己理解であった。1990年１月21日にチュー

ピンゲンにて百歳で没した。〔以上この章は主にショイアールの「教育学の古典的学者」による｡〕

IILフリットナー教育学の基本的特質

フリットナーはその「一般教育学」（1950)'１)において，一見異質で一致の困難な四種の人間

学的見方〔生物学的，歴史的・社会的，精神的，人格的な考察方法〕を提示し，それらを層的一

統合的に把握することによって教育の現象を考察しているが，こうした態度をショイアールは以

下のように高く評価している。すなわち，諸種の多様な観点のもとで「人間と教育はそのつど多

様なプロフィールにおいて示される。これらの視点の一つでも忘れられ,~あるいは－つだけが支

配して固有の「人間像」（Menschenbild）へ固定されるならば，これは還元主義ということにな

る。その場合，「恐ろしい単純化」（schrecklicheSimplifikateure）〔Ｊ・ブルクハルト〕が行わ

れている｡」かくして，「より多くの可能な観点から決定的問題へいわば対位法的に接近すると

いう原則がとうていまだくみ尽くされていない」，というところに「フリットナーの立場の強さ」

があると｡'2)こうしたフリットナーの方法論上の特質は，小笠原道雄氏が指摘するように，シュ

ライエルマッヘルの「「調和の弁証法」に負っている」し，またそれ故にフリットナーは「「体

系」（System)を意図せず，常に「全体」（Ganz)を考慮している」１３)のである。彼自身，シュラ

イエルマッヘルの哲学的思索に注目して，「ここにはいかなる合理主義的な図式ももはや存在し

ない。むしろその構成は，〔---〕基底において対話的で，弁証法的で，プラトン的である」’4)，

と評価している。
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『一般教育学』がフリットナーの理論的主著とするなら，『ヨーロッパの教養一西欧の生の

形式の根源と構造一」（1961)15)は彼の歴史的一批判的主署である。小笠原氏によれば，フリッ

トナーは後者の書で「現代の産業社会における「生活態度」（LebensfUhrung）に対して文化批

判的な試みをなし，教育のあり方を根源的に問い，その歴史的な建て直しを計っている」のであ

るが,彼の「教育学研究あるいは教育学的営為そのものが，「歴史意識」を中心基礎として展開

され，問題の論究がなされている」’6)という。そうならば，この「歴史意識」を理解しておく

ことが’フリットナーのミューズ教育論の理論的背景の把握にとって必要不可欠であるだろう。

なお上記での「教養」の原語はGesittungであり，これは「良風美俗」とも訳すことができるが，

この小論では小笠原氏に従った。

「ヨーロッパの教養』の序章にはこう書かれている。「教養［Gesittung］という言葉は，こ

の書では，公共のものとなった道徳的規範として理解される。歴史的に現実化した道徳性

(Sittlichkeit）がわれわれ特有の問題である」と。すなわち「教養」とは「現実化されたエート

ス」であると。またこの書で示されることは，「自由の問題および人格主義的に理解された人間

性がヨーロッパの教養史の中心点に位置しており，両者は本質的に一つの全体に属していること

である｡」’7)このことは小笠原氏によれば，「ヨーロッパの伝統の中では，その現実化の過程，

換言すれば人間化する自由の獲得の過程が中心課題であるということ」であり，それ故これはす

ぐれて「人格形成」の問題であるという｡18）

111-1．フリットナーの歴史意識'3〕

『ヨーロッパの教養』の終章「産業社会における生活態度」においてはこう書かれている。

「コンセンサスが自由と合致している。本来，自由がコンセンサスをより高度な水準にもたらそ

うとしながらこれを得ようと努力するところでのみ，自由は生産的なのである。自由はすべて自

己限定するものである。これに成功しないならば，共同生活は崩壊し，その中心を喪失してしま

う｡」「われわれの研究はこうした失うことのできない中心として人格的生存を挙げたし，つい

でこの人格性を可能にする諸力の三つの根本的源泉を示した｡」すなわち①「自由な法人格を生

み出し，自由を引き起こす法治国家的な共同体への意志」－これはローマの法律的一政治的衝

動力に由来する。②「良心および道徳的コンセンサスの諸条件へと深化する対話から，成熟した

道徳的人格を獲得する哲学的衝動力」－これはギリシャの精神的衝動力に由来する。③「神を

人格として聞き，人格的応答への覚I悟をつける信仰上の尊崇的衝動力」－これはユダヤ的一キ

リスト教的衝動力に由来する。（｢衝動力（Impuls)」と「エートス」と「教養」とはほぼ同義

である｡）そして「これら三種の衝動力のすべてが－つになって共に作用するとき初めて，ヨー

ロッパ的意味での道徳化された人間が可能になるのである｡」「われわれの意味深い精神すべて

の仕事は，こうした統一への道を通り抜けることに向けられた。こうしてヨーロッパの生の行程

が生じたのである。かかる仕事に失敗したときにヨーロッパの悲劇が起きたのである｡」かくし

て，三種の衝動力はともに不変的に重層的に伝えられており，このことはヨーロッパの教養の複

数性，多様性を示している。しかしそれは「混合主義(Synkretismus)」ではなく「多元論(Plu-

ralismus)」を意味するのである。

なお，「成功したコンセンサスの表現は，芸術的次元では様式であり，社会的次元では作法で

あり，〔---〕学問的次元では絶対的な真理探究のアカデミックな精神」である。「《様式》が
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あるところでは，コンセンサスが芸術的なものにおいて形成され，かつ公共的に規定されたので

ある｡」このようにフリットナーは芸術の道徳的意味を強調する。

彼は続ける。近代合理主義の変種である思考・行為の方法一Ｍ．ウエーバー言う「計算能力

（Rechnenhaftigkeit)」－は，現実についての「役価値的（wertfrei)」な考察，「世界の非

神格化」，世界を盲目的機械とみなす「ニヒリズム的な世界考察」を生み出した。そこでの衝動

（Drang）は，高度な経済的成果，大規模な労働組織化，職業生活の徹底的経済化，技術への自

然研究の応用，機械の利用，経済の全くの政治化，政治の根底的経済化，これらにのみ向けられ

ている。「こうした志操の内においては，もはや個人生活や公共的秩序の道徳化へのキリスト教

的原動力の及ぶ余地はない。哲学的一倫理的衝動力（Impuls）も生活上の順応に閉じ込められ

ているので，その力を失っており，哲学的論議の末端に生ずる実証主義的一実用主義的傾向だけ

がまだ作動するにすぎない｡」こうして，「今日までわれわれの文化領域で活動していた倫理的

意志はゆがめられ，零落してしまい，新しい生活方式がこれにとって代わるが，そこにおいては

古い衝動力はもはや作用しない｡」しかし歴史は終焉したのではなく，世界には希望が住んでい

る。「今日の労働世界に全く由来する衝動力から，もしかして道徳的意志も新しく形成されない

でろうか｡」この問いについては自己教育運動，女性運動，そして「とりわけ芸術的諸力の力強

い高揚を考えてよいであろう｡」「まさにこれらの諸運動の中で」，特に芸術運動の中で，「人

格的文化への根源的な衝動力が新しい関係において再び有効になっている」のである。

111-2今世紀芸術運動の道徳的意義20）

「今世紀の開始以来，新しい像的形態，象徴，隠嶮が創造され，一つの新しい様式となって集

中した。この共通の新しい形式的現れは高度な質を芸術的一形式的に達成したのみのでなく，社

会的かつ倫理的にも豊かな内容に満ちている｡」例えば，フランスのマネ，セザンヌ，ゴッホ，

マチスフォーブの画家，抽象画家に，またドイツ・オーストリア・スイスの絵画はユーゲント・

シュティル，「橋」や「青騎士」のグループ，バウハウスにおいて「活力に満ち創造力の豊かな

革新」を行った。とりわけ表現主義および後窟表現主義（抽象美術）の画家・彫刻家は，「新し

い形式言語に技巧的にのみ携わったのでなく」，「世界像の震憾と道徳的破局を事前に感じ取り，

この危機についての彼らの苦'悩を通じて対抗力を発動させた」のである。〔近代の「抽象美術」

も「抽象音楽」も「没道徳的」なのではないし，よく言われるような「中心の喪失」の危険はそ

こにない｡〕こうした造形芸術は新しい建築と結び付いた。ヴァルデ・ヴェルデ，ライト，バ

ウハウス，グロピウス，コルピジュエ，ノイトラ，ミース・ファン・デル・ローエたちは「建築

することと住むことの文化」を創造し，初期資本主義の奇形化された世界の姿を変え，統一ある

建築風景を形成したのである。彼らはほんの小さな道具や工芸品をも造形し，新しい形態感覚を

勝ち取った。「その芸術的活動が倫理的地位のある産業社会の生活形式に向かって努力している

ことは，間違いないであろう｡」その新しい建築は，「仕事の世界のエートスのために，それを

強化し純化する美的骨組みを創造したのである｡」

しかしながら肝要なのは，西欧に伝統的な生活形式の「規範や範型の更新的建設と，産業的状

況の内部でのそれらの可能化なのであって，それ故，倫理的に初めて基礎付けられるべき全く新

しい形式なのではない｡」「古くからのヨーロッパの教養衝動力から新しい様式がどのように現

れ出てくるか」については，二人の指導的建築家の発言から証明される。ヴァン・デ・ヴェルデ
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は新しい様式の創造基盤が「理性的な生存基盤」であると，ミース・ファン・デル・ローエは

「美は真理の輝きである」と，明言した。両者共にアウグスチヌス的精神において考えている。

「新しい様式の創造者は西洋的＝ヨーロッパ的世界の根源語（Urwort）を引き合いに出してい

るのである｡」

以上の跡付けによって，フリットナーがその深い歴史意識を背景にして，西欧の教養伝統の維

持と更新における芸術の位置と役割に大きな期待と信頼を寄せていたことが理解される。彼にとっ

て芸術とは，「仕事の世界のエートス」（倫理的気風）を「強化し純化する美的骨組みを創造す

る」活動であり，「コンセンサスが自由と合致」した状態を志向する「人格的文化への根源的な

衝動力」の作用場なのである。そして，こうした意味での「芸術的」な営為が，次章でみる「ミュー

ズ的」な営為なのである。すなわち，フリツトナーにおける「ミューズ的」とは，論理的に言っ

て「美的一倫理的」を意味している。

Ⅳ、フリットナーのミューズ教育論

フリットナーの多分唯一のミューズ教育論文であろう「ミューズ教育と時代情況」が音楽教育

雑誌『音楽育成』に掲載されたのは，おそらく，「音楽（Musik)」の語源が形容詞「ミューズ

的（musisch)」と同じく古代ギリシャの女神「ミューズたち（ラテン語表記でMusae)」であ

るため，「ミューズ教育」と言うときまず第一に音楽教育を想起する事情によるのであろう。ま

たこの論文の掲載発表された1932年は，ヒトラーが政権をとった1933年の前年であり，ドイツの

政治的，経済的，文化的情況が混乱と緊張の頂点に達していた時期であるし，フリットナー個人

を見れば，雑誌『教育』の編集者として健筆をふるい，科学的教育学の形成に大きな貢献を果た

していた時期である。

さて前章で見たように，フリットナーの教育学研究は常に歴史意識をその中心基礎にして展開

され，問題考察がなされているのであるが，「ミューズ教育と時代情況」もその例にもれずプ教

育問題を歴史的視野にたって文化批判的に取り扱っている。そのため冒頭の書き出しは以下の一

文によって始まる。「＜技術主義的一集団主義的＞な今世紀の始めに，直観と身体心魂的統一の

ための，表現と象徴のための，それと共に芸術とミューズ教育のための鋭い意識を，それ故，精

神の自然的側面のための，とりわけ単に計算し分析する悟性に対する対抗力のための鋭敏化され

た意識を呼び覚ました精神的諸運動があった｡」すなわち，前章でみた芸術運動，改革教育学運

動としての芸術教育運動，そして青年運動のことであり，彼の論文はこれらを素材にして展開さ

れる。

Ⅳ－１．芸術教育運動とミューズ的文化

「1901年芸術教育大会でのくドイツ人像＞に関するリヒトヴァルクの講演，とりわけ1900年以

後の比較的若い世代での芸術教育のための実践的努力，ヴァン・デ・ヴェルデとドイツエ作連盟

の人々以来の非アカデミックな様式を意図した建築家たちの努力，これら全ては，ミューズ的文

化の衰退によるわれわれの生存の零落という意識に基づいている｡」多くの人々は偏見をもって，

ミューズ的教養を内的生活の他の財産に付け加えるものとみなしているが，「しかし真実のとこ

ろ，この精神的運動は何かずっと深いものを考えたし，或る無視されたく文化的領域＞の保護育
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成を経験したのである｡」アカデミックな建築様式のもつ高価，非経済，俗悪，偽善に対抗して

問題なのは，「危険に晒されている何か道徳的なものであり，そうしてこの道徳的なものが節用

であることが証明されねばならないのだ！リヒトヴァルクはそれ以上に，ミューズ的教養が政治

と実業に携わる人の態度に関係をもっていることを見抜いた｡」すなわち主権ある国民は，その

社交態度において形式に満ち想像性豊かな，また生活の熟達の仕方を表現する国民指導層をもた

ねばならない，ということである。それ故「ミューズ的教養は政治的問題をも含んでいる。ミュー

ズ的なものは生活の全体に属しており，故にあらゆる教育学的問題はミューズ的教養とともに決

着がつくのである｡」

「われわれの生活が醜悪で無形式になるならば，それは全く不健全で障害をもっているのであっ

て，美と美的形式の価値を生活の最高財と対照して下位価値であるとすることで安心してはいけ

ない。それらは確かに最高位の価値ではないが，しかし，それらの奇形化は生存の全体構造が病

んでいることを示すのである｡」教育学的に通用する一般法則によれば，「もし人間の最高位の

価値が生活にもたらされるべきならば，あらゆる価値領域に支援と秩序付けが必要である，とい

うことである。それ故一つの教育組織は，諸価値層をも美的表現の価値層をも，それより高い課

題のためだとして簡単に放棄するようなことを決してしてはいけない｡」「美的陶冶は人間形成

との関連の中にのみその意義をもつが，他面こうした全体の中で必要不可欠な一部分を形づくる」

というのは事実である。「ミューズ的なものの欠如はその人格の全体構造における弱点を意味す

る」のである。しかし今日では美的表現の習I慣はひとりでに伝えられてはいない。われわれは至

る所で，節度の無い営利精神によって作られた俗悪物や狼褒本や紛い物に囲まれており，それを

教会も国家も黙認している。かくして，「文化批判的監視がなされる場合にのみ，表現の良き様

式を通用させ，またそれを教育学的に有効にすることに成功するのである｡」２１）

かくして，フリットナーにおける「ミューズ的教養（ミューズ教育)」とは「美的教養（美的

教育)」とまったく同義であり，どの文脈においても交換可能である。

Ⅳ－２．青年運動とミューズ的教養

リヒトヴァルクたちの運動の後，「青年運動はミューズ的教養が生活力であることを実践的に

示した。青年運動はその風紀に一定の様式を与え，どんな教育的力が風紀の様式に潜んでいるか

を示したのである｡」例えば，家庭での女性や子どもの内的成長は風紀の様式にかかっている。

それは具体的には，住居と衣服，運動と言葉，セレモニー，社交形式において感じることの同調

一致の在り方を指している。青年運動が示したことは，「清潔で純粋にして内面化さた形式にあ

る生活が僅かな経済的手段で，どのように，外部へ表現され，またそれによって秩序付けられ得

るのか」，その方法であった。また青年運動は，「青年の未だ強度に主観主義的な内的生活の継

続形成を早まって犠牲にせずに，またそうした内的生活によって早すぎる心的硬直化や偏狭な態

度に陥らずに，その政治的課題と職業的課題のための準備をするのを青年に可能にする」形式を

もたらした。

「歌われた歌曲，物語られた歴史，実際的な建て方，祝典のための飾られた部屋，体育的に自

由な身体，自主的に選ばれた衣服，美しい文字，あらゆる道具のきれいに明るく真面目な整え，

これらの事物すべては，それ自体では何でもないし，必要とあらば無しで済ませられる。しかし

それらは，道徳的世界の余地空間」なのである。「道徳性と風紀，信仰と生活態度，精神と言葉，
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志操と行為，行為と態度，これらの間の関連は，それについて人間が昔から意識してきたし，哲

学もプラトン以来常に口に出してきた事態なのである｡」しかしこの関連は19世紀と今世紀に暖

昧にされてしまった。今や「この関連を再発見するのみならず，再び実践的に信奉する」ことが

緊急の課題である。

それにもかかわらず，「あの関連への洞察は国民教育学的には実際的ではなかった｡」なぜな

ら，それは「簡単に宣伝されえないし，それだけを切り離して理解したり受け継いだりできない」

からである。「そもそもミューズ的教養の意義を理解するとは，人間が何であるのか，また時代

の欠陥が本来どこに在るのかを理解するということ」であり，「理念と志操を幻影と虚しい言葉

としてのみ信奉するのでなく，人のいるところ一瞬のうちに，その独自な身体の身振りのなかに，

またわれわれが扱う事物の形式のなかに理念と志操が真実であることを証明すること」なのであ

る。それ故，ミューズ的教養は「＜唯美主義的＞な教養思想」とも，「＜文化教育学＞あるいは

く自律的教育学＞」とも関係がないｄ「感性的なものにおける道徳的なものの表現の喪失は，精

神的生存の実質の喪失であり，〔---〕あらゆる生活関係を不確実にする」ものなのである。２２）

かくして，フリットナーにおけるミューズ教育（ミューズ的教養）は道徳教育としての感性教

育（美的教育）を，つまるところ美的一倫理的教育を意味している。そしてこうした関連づけの

思考方向が，あのシラーがその美的教育論において理性と感性の融合調和した「全き人間性」を

広義の道徳性概念（美的徳性）として提唱した構想方向と軌を一にしていることは，容易に見て

取れるのである。

Ⅳ－ｓ･学校改革とミューズ教育

フリツトナーによれば，芸術教育運動はその諸思想を第一次世界大戦後の学校改革において通

用させることができたが，しかしその全洞察を実践化するのに必要な学校設置法そのものに影響

を与えること－例えば時間割や教科区分の激変一には成功しなかった。なんとなれば，学校

生活全体の習慣を維持せざるをえなかったからである。そのため闘い取ったものは僅か－例え

ば芸術教科の拡大や芸術教師の活躍一であり，努力の革新はいまだ認識されていなかった。に

もかかわらず多くの教育的成果があげられた。青少年は近年，「技術的に調整され社会的に原子

化された精神の支配の下で成長している｡」それ故，遊戯や自由説話を含む諸種の芸術的活動を

少なくとも一定の学校授業時間に行うことは，子どもと青少年にとって計り知れない価値をもつ。

かくして，「家族文化が感情と直観の形式をもはや美的側面の観点からは伝えないところではど

こででも，〔---〕学校でのこうした小さな手掛かりが正しく人間形成の基礎を築くことになる

であろう｡」

しかし，芸術教育思想によるこうした小さな学校変化に最近二つの危険が生じた。一つは，国

家の経済的危機による文化の軽視であり，他の一つは，内部から，新教育思想そのものの進展か

ら生じた。すなわち，国家は改革教育学運動の諸提案をこれらが新教育の一全体へとまだ組み合っ

ていない段階で受け入れたため，正しいモチーフが早まって原理とされてしまうなど，思慮深い

全体計画の練り上げが妨げられてしまった。特に教える場としての公立学校の独自性が，例えば

小学校での学習の成績要因が見過ごされてしまったのである。こうして無数の攻撃が戦後の教育

改革にくわえられた。かくして最近の改革教育学自身によって問題が論議され種戈の克服提案が

なされたが，いずれにしろ，ミューズ教育は以下の三種の根拠の全体的関連からして，諸種の学
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校教育の必要不可欠な基礎的成分である。すなわち第一に「人間の成長過程の故に」である。あ

らゆる精神陶冶は最初は同時にミューズ教育である。合理的一技術的行為は，情緒的要因がまず

は支配的である精神一肉体の全体的活動から分離した複雑化段階だからである。以上，「児童学

的論jiz｣。第二に「国民教育思想の故に」である。国家の学校は政治的統一のために世代間およ

び国民階層間の了解を確実にせねばならぬが，かかる了解は本質的に言って，ミューズ的に教育

された人間にのみ接近できる感情・形式・象徴の了解だからである。以上，「国民教育学的論拠｣。

第三に「教育上の現代的状況の故に」である。「合理的一技術的精神体制と社会的原子化」とは

成長しつつある人間に精神的妨害を与えるが，これに対しては「対抗力の特別な育成」が必要で

ある。なんとなれば，あらゆる比較的高度な精神活動はこうした対抗力を基本的に必要とするか

らである。そしてこの対抗力はあらゆるミューズ教育において呼びかけ求められるが，しかし今

日では，ミューズ教育はもはや公共の学校以外の場では確実には培われないのである。以上,「文

化批判的i論拠｣。このように今日の学校は，従来の課題にも現代の特殊情況にも対処できねばな

らないのである｡23）

かくしてフリットナーにおけるミューズ教育論の論拠の重点は，上記のl順序とは逆に，第一に

時代情況に対する文化批判的意義付けであり，第二に教育の政治性の観点からの国民教育的意義

付けであり，第三に子どもの成長発達的意義付けである。そして上位二点は，前章でみたフリッ

トナー教育学の基本的特質と正しく整合している。

ザイデンファーデンはその「現代におけるミューズ教育とその歴史的源泉」において，多様な

ミューズ教育思想に共通する基本的特質の一つを「時代批判的かつ文化批判的な態度」であると

みなし，その時代批判はとりわけ「主知主義と多くの生活関係の合理化とに対して向けられた」

し，「技術化ざれ合理化された労働世界による人間性の脅しが，時代批判の論拠付けのため別の

より重要な手掛かり点である」と指摘している。また彼は，１９世紀と２０世紀における文化批判的

表現は普遍的なので，これとミューズ教育との歴史的関係を明らかにすることは無意味に見える

が，「時代批判と教養批判が教育と教養にとって美的文化が必要だとの意識によって担われてい

る場合」には，文化批判とミューズ教育との「深部に達する内的な一致」が語れるという。そし

てこの場合に当たるのがシラーの美的教育論であると，またミューズ教育思想は概して「シラー

に依拠し，彼の詳論を方向指導的とみなす」と指摘する。こうしてザイデンファーデンは以下の

ようにシラー思想の核心を要約している。「増大する合理主義が志操の高貴化に至ることができ

ない限り，文化の発展が人間を自由の身にしない限り，シラーの見解によれば，人間もその根源

的な全体性を守ることが，またそのあらゆる諸力の統一から生きることができない」と。２４）

ところが翻って見るに，この立場はフリットナーの教育思想における歴史的課題意識，即ち

「自由の問題および人格主義的に理解された人間性」の追求，「人間化する自由の獲得」に他な

らない。かくして，フリットナーのミューズ教育論の核心はシラーの美的教育論における時代批

判・文化批判と美的文化の称揚とを引き継いだ上で，今世紀の時代情況に対応して新たに展開し
たものと解することができるであろう。

フリットナーはその「ミューズ教育と時代情況」においてシラーの美的教育論に言及していな

いが，プラトンには一言触れていた。そこで，第２次世界大戦後の多様なミューズミューズ教育

論を差異化の原理によって編集・再録したＮ・クルーゲの『ミューズ教育の精神』の「序論」で

の，プラトンおよびシラーに関する彼の見解をここに取り上げてみる。すなわち，「ミューズ教

育の根本思想は，とくにプラトンが「国家』において説明したように，ギリシャのパイデイアー
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（ムゥシケーによるパイデイアー）の概念に意識的に結びつく。類似の思想の道筋がシラーの

「人間の美的教育について」という書簡集にも最も明白に確認される｡」２５)ここでの「ムゥシケー

によるパイデイアー」とは，凡そ'ムゥシケー（女神ミューズ〔ムゥサイのこと〕の司る技芸）

によるパイデイアー（教育）という意味である。かくして，フリットナーのミューズ教育論の遠

い歴史的根源の－少なくとも－つ－はプラトンの哲学思想にある，とみなしてほぼ間違いな

いであろう。そしてこの判断は，先の第III章でみたような，フリットナーの教育学研究が歴史意

識（西欧の教養史）を中心にして展開されていることと，正しく整合している。

Ｖ･考察一一特にフリットナーの「ミューズ的」の概念について。

ミューズ教育思想に対してなされる諸批判に共通する点の一つは，「ミューズ的なもの」の概

念の暖昧多義性にあるが，フリットナーもその例にもれない。筆者によれば，フリットナーがこ

うした批判を避けるためには「ミューズ教育」や「ミューズ的文化」の語をすべて「美的教養」

や「美的文化」と換言すべきであり，また換言しうる，と思われる程である。「美的」の概念も

時代により立場により多様に変化しはするが，それでも美学研究の蓄積によってそうした混乱は

或る程度確実に避けられ得るのである。それにもかかわらず，フリットナーが「ミューズ的」の

語を使用したことには，それ相応の理由があるとも推測されるので，以下においてそれの考察を

試みてみる。

フリットナーによれば，今世紀の芸術運動や芸術教育運動の衝動力は，「ミューズ的文化の衰

退によるわれわれの生存の零落という意識」であった。運動に参加した芸術家たちは「高度な質

を芸術的一形式的に達成したのみならず｣，「社会的かつ倫理的にも豊かな内容」で満たしたの

である。彼らは「新しい形式言語に技巧的にのみ携わったのでなく」，「世界像の震憾と道徳的

破局を事前に感じ取り，この危機についての彼らの苦悩を通じて対抗力を発動させた」のである。
￣

彼らが創造したものは，「仕事の世界のエートス」を「強化し純化する美的骨組み」であった。

またフリットナーによれば，青年運動がその独自な諸活動によって実践的に示したものは，生活

の「風紀に一定の様式を与え，どんな教育的力が風紀の様式に潜んでいるか」であった。青年運

動特有の多様な美的一芸術的活動は「道徳的世界の余地空間」であった。かくして一言でいって，

フリットナーにおける「ミューズ的なもの」とは，「感性的なものにおける道徳的なもの」であ

り，「精神的生存の実質」であると言えよう。（以上の引用中の下線はすべて筆者による｡）

このようにフリットナーにおける「ミューズ的なもの」とは，「感性的なもの」即ち美的形式

における「道徳的なもの」即ち倫理的内容の表現，換言すれば，道徳的理念の感性的現象である

と言えよう。こうして論理的に言って，先の第III章の末尾で述べたように，「ミューズ的なもの」

とは「美的一倫理的なもの」を意味している。ここでのハイフン「－」は，同時に矛盾せず規定

している，という意味をもっている。かくしてフリットナーにおける「ミューズ的なもの」とは，

美的形式と倫理的内容との一致せしもの，あるいは，美的形式となった倫理的内容，と言えよう。

そしてここにこそ，フリットナーにとって「ミューズ的」を「美的」によって完全には代替でき

ない理由がある。西欧の教養史（道徳的規範の歴史）を常に意識の中心においた教育学者フリッ

トナーに相応しい「ミューズ的」の概念ではなかろうか。
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Ｖ－１Ｅ・クリークのミューズ教育論との比較

さて次に，フリットナーと同時代の他のミューズ教育論との簡略な比較を通じて，彼の論の特

色を見出してみたい。まず最初は，ナチスの教育学上のイデオローグとなったエルンスト．クリー

ク（'882￣'947）のミューズ教育論との比較である。クリークはその『ミューズ教育」(,933)に

おいて,「リズム的運動の芸術」すなわち音楽．舞踊．詩文芸は，「全く特に音楽はその作用に

おいて，他の諸芸術にはない種類と程度の直接性をもっている」とした上で，これら「ミューズ

的芸術」は「人間をその日常性の拘束から解放し，エクスタシー的な心魂状態へと連れていく」

点に注目する。そしてこうしたミューズ的芸術の本質は，「既に古代ギリシャ人がデモーニッシュ

なもの，ディオニュソス的狂乱として感じ取った陶酔的熱狂」であり，礼拝と祭典におけるミュー

ズ的芸術の実践は，「ギリシャ青少年の教育と教養における本質的部分を形成して」いた。「女

神ミューズは教授と知識でなく，心魂の育成に関与していた」のである。しかるに最近数世紀で

の「合理化と技術化へと堕落した」文化と生活は学校教育にも反映し，その結果，ミューズ的芸

術はその本来の中心的位置から外されてしまった。人間の生活には本来，「目的活動と規範と労

働とをもった日常」の側面と，「規範を破壊し｣，「より高度な心魂状態」を開示する「祝祭的

側面」とがある。かくして今や，合理性やI悟性の教育に対する有効な対抗力としてのミューズ的

心魂の育成，即ちミューズ教育が必要であると，クリークは主張する｡26）

また彼はドイツ青年運動に言及してこれを高く評価し，歴史的考察を現代の文化的．精神的運

動につなげている。すなわち青年運動は，最初から「新しい生活へ向けての探求と努力の表現｣，

具体的実践としては「徒歩旅行と音楽」であったが，それは古代ギリシャの教育における「体育

的側面とミューズ的側面」の形を変えた新たな現れであると｡27）

クリークのミューズ教育論が，古代ギリシャ文化についての綿密な学術的研究に基づくもので

あるかどうか非常に疑わしい。例えばプラトンの「パイドン」では「知を求めるいとなみ（哲学）

こそは最高のムゥサイの術」（61a）２８)と表明されているように，古代ギリシャの一部では哲学

のもつカタルシス（魂の浄化）的機能が明瞭に意識されていたのであるし，現代では一般に，女

神ミューズは「最高度に知的で芸術的な大望の化身」とみなされていた29)とされる。したがっ

て，クリークの「ミューズ的なもの」の概念は忠実にギリシャ的なものではなく，むしろ近代ド

イツに￣「ミューズ的なもの」から知的な活動という意味を排除した点で－特有な概念であ

る。ちなみに，ドイツ語の形容詞「ミューズ的（musisch)」は19世紀後半に新造されたドイツ

語特有の￣他国語に一語で翻訳するのが困難な＿言葉30)であり，この事情に応じて，種々

の独特な意味合いを含んでいる。つまりクリークの場合，その「ミューズ的なもの」の概念には，

彼の時代批判・文化批判に関連した教育問題を解決する手掛かりとしての意味が込められている

と言えよう。彼は古代ギリシャのくムゥシケーによる教育＞を願望的に解釈したのである。

このようなクリークのミューズ教育論とフリットナーのそれとを比較してみると，その違いは

明白である。すなわち，クリークが「ミューズ的芸術｣，特に音楽のエクスタシー的機能，ディ

オニュソス的な陶酔機能に注目し，その教育的意義を力説したのに対し，フリットナーはディオ

ニュソス的機能に対する芸術，特に造形芸術（建築・彫刻．絵画）のアポロン的機能に注目して

いる。とりわけ建築様式の創造基盤としての「理性的な生存基盤」を力説しており，クリークの

ように人間性の本質としての熱情的一非合理的なものを強調することはない。ここにナチズムに

対する両者の態度の分かれ目がある。フリットナーは1932年に，「半ば祖国の熱狂」と「半ば_＿
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--不安のなか」にある時代にあって教育者が「自ら熟考し｣，その「状況を認識」することを求

めているのである｡31)これはおそらく，われわれも学ぶぺき，フリットナーの正統な西欧的理性

を証明する事態であろう。

さらに比較してみるに，両者は共通して青年運動を高く評価しているが，しかしそこでの価値

認識の対象は全く異なっている。すなわち青年運動に，クリークが「エクスタシー的な心魂状態」

や祝祭的行為を見たのに対し，フリットナーは「風紀に一定の様式を与えた」ことや，「道徳性

と風紀，志向と行為との関連」の再発見を見たのである。

Ｖ－２．Ｆ・ヴエルフェルのミューズ教育論との比較

ユダヤ人であるためナチスに迫害された，表現主義の文芸作家であるフランツ・ヴェルフェル

（1890-1945）のミューズ教育論については筆者は最近考察し公表しているので，ここではごく

簡略に彼の中心思想を述べた上で，フリットナーと比較したい。彼はその『現実主義と内面性』

(1932)においてこう主張する。現代の社会と文化における「即物信仰」（｢急進的現実主義｣，

「自然主義的虚無主義｣）に反対して，また科学と思索の，宗教と倫理の現状に絶望して，「第

三の領域，ミューズ的領域」に希望をたくす。「ミューズ的人間のみが，即物信仰によって破壊

された内面性を再び建立することができます｡」「私が考えているのは，心魂的一精神的に活発

な，心が振動し陶酔能力のある人間，想像性の豊かな，世界に開放的な，共感能力に貫かれた人

間，カリスマ的な人間，最広義での音楽的な人間なのです｡」３２）「私たちは，私たちは自身の中

の奇跡に驚きます。すべての人間に眠っているミューズに，創造の仕事を一秒毎に新たに繰り返

す神の女性使者に驚くのです。というのは世界が人間のなかで始まるからです｡」３３）

このような思想表現にクリークの思想との類似点を幾つも見出すことは容易であり，そしてこ

の事態は，表現主義とファシズムの成立との関係をめぐって戦わされたいわゆる「表現主義論争」

34)に深く関連しているのであるが，この問題の考察は別の機会にゆずることにして，ここでは

フリットナーとヴェルフェルとの比較に的を絞りたい。まず共通しているのは第一に時代批判・

文化批判である。第二に創造的内面性の称揚であるが，しかしブェルフェルがその創造性を極端

に強調するのに対して，フリットナーは穏健に強調し，同時に「清潔にして純粋な内面化」の方

向（｢道徳性と風紀との関連｣）も示している。フリットナーは国民的指導層（政治家や芸術家等）

に「想像性豊かな」人間を要求しているのに対し，ヴェルフェルは「すべての人間に眠っている

ミューズ」（芸術の民衆性）への注目を要求している。それにもかかわらず一方は表現主義者そ

のものとして主張しており，他方は表現主義芸術の価値を倫理的側面から基礎付けていた。両者

共に－だがおそらくクリークさえも-20世紀ドイツの精神的・文化的潮流の中に棹さしてい

たと言えよう。

フリットナーとヴェルフェルとの相違は，前者が青年運動の教育学的意味を論ずるのに対し，

後者は青年運動に一切触れていない点にある。その直接の原因はヴェルフェルがドイツ領外の

プラハとウィーンで青年時代をすごし成長したからであろう。ヴェルフエルの表出力のある表現

形式と内容は戦後のミューズ教育論の論拠付けの模範になった一方で，フリットナーのそれはあ

まり注目されなかった。その原因はおそらく，フリットナーの表現における一貫した学術的で理

性的な態度によるのであろう。しかしこれは，われわれが学ぶべき態度である。
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さて，「教育上の現代的情況」すなわち「合理的一技術的精神体制と社会的原子化」とに対す

る「対抗力の特別な育成」をするというフリットナーのミューズ教育構想は，おそらく，いわゆ

る大衆消費社会といわれる今日では，知的特権階級のエリート主義の産物とみなされて，一般的

に受容され難いものであろう。しかし，計画的に商品が廃品化され，スタイルが陳腐化される現

状，消費者の欲望が操作され膜けられている現状も一方で認められる。これは既に幾人かの思想

家によって鋭く批判されてきた時代情況である。筆者の推測によれば，かような情況はフリット

ナーの言う「教育上の現代的情況」のそれと根本的には同一である。そこに彼のミューズ教育構

想の今日的意義を見出す端緒がある。
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