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T. H. ハクスリーの科学教育論の検討 
―自然観に焦点を合わせて― 

 
本宮 裕示郎 

 
 
 
 
0. はじめに 

本稿では、T. H. ハクスリー（Thomas Henry Huxley, 1825-1895）の科学教育観を、自然観に焦

点を合わせて検討する。 
ハクスリーは、19 世紀中頃から末のイギリス1において、初等から高等教育までの各教育段階への

科学教育の導入を推進した代表的な人物として知られる。イギリスでは、科学教育は従来軽視され

てきたものの、19 世紀中頃から見られたドイツやフランスを中心としたヨーロッパ諸国での産業面

の急激な発展に触発されて、実用的な側面から科学教育を要求する声が高まりを見せていた2。ハク

スリーは、科学者としての経験をもとに、事実の観察や比較・分類などを含む科学的な方法を提唱

し、実用性にとどまることなく、科学的な認識を身につけられる科学教育を求めた。また、ダーウ

ィンの進化論を擁護したため、創造説を説くキリスト教徒との間で、人間の起源をめぐって論争を

繰り広げた。キリスト教徒に対するハクスリーの批判は、当時、子どもの道徳性にとって中心的な

役割を担い、聖書にもとづいて行なわれていた宗教教育にも向けられた。ただし、ハクスリーは道

徳性自体を否定したわけではなく、財政的に厳しい家庭環境のなか、心身両面の健康に困難を抱え

る子どもの状況を鑑み、学校教育を通じて道徳性を身につける重要性を説いた3。 
その一方で、教育改革者として階級ごとに分断された当時の学校体系を問題視した。当時のイギ

リスは、労働者階級、中流階級、上流階級といった階級ごとに教育制度が設けられていた。たとえ

ば、労働者階級の子どもの教育機会は初等教育にかぎられていたのに対して、上流階級の子どもは

パブリック・スクールに通い、教養を身につけることを目的とする自由教育を受けていた。当時、

自由教育とはエリート教育を意味していたのである4。ハクスリーは、このような状況を問題視し、

階級に関係なく、個人の能力に応じて高度な教育を受けることを要求し、科学教育の導入にとどま

らず、当時の閉ざされた学校体系や自由教育の改革も同時に求めた。 
このような、当時の教育に関する幅広い活動を経て、晩年期の 1893 年に行った講演「進化と倫

理」では、自らの自然観をもとに自由放任主義（laissez-faire）批判を行う。この講演はオックスフ

ォード大学で行われたロマネス講演（The Romanes Lecture）のなかの１つである。翌年には、講

演の導入部に相当する論文「プロレゴメナ（Prolegomena）」を発表する5。1890 年代当時のイギリ

スは、政治的にも、経済的にも、自由放任主義の思想が強い影響力をもっていた。しかも、社会に

おける生存競争の生存者を最適であるとともに、倫理的にも最良であるとみなす社会ダーウィニズ

ムの思想と自由放任主義が結びつくことで、社会のなかでの生存競争が支持されていた。ハクスリ

ーはこの状況を問題視し、宇宙過程（the cosmic process）、園芸過程（the horticultural process）、
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倫理過程（the ethical process）という社会を構成する三つの原理を提示し、自由放任主義への批判

を展開する。 
自由放任主義への批判から、「進化と倫理」はハクスリーの政治的・経済的立場を示すものとして

理解されてきた一方で、そのなかで展開された自然観と、従来の主張との間に差異が生じているた

め、ハクスリーの思想の転機であるともみなされてきた6。具体的には、パラディス（James G. 
Paradis）とリオンズ（Sherrie L. Lyons）による指摘がその代表的なものである。パラディスは、

当時の時代背景を考慮したうえで「進化と倫理」の意義を検討した。パラディスによると、ハクス

リーは、「進化と倫理」において「自然の過程に付与してきた道徳的意味内容をすっかり取り去って

しまっ」7ている。つまり、ハクスリーが自然のなかに道徳的な価値を従来見いだしてきたのに対し

て、「進化と倫理」では、自然はいかなる道徳的な価値を伴わないとみなされた。パラディスは、こ

のような変化の考えられうる理由として個人的、政治的な原因をあげ、たとえば、1886 年 2 月 8 日

に起こった暴動に端を発する暴民政治や 1887 年末の娘の死が影響を与えたと説く。また、リオン

ズは、自然観の変化の理由について、ハクスリーが 1868 年に行った講演「自由教育―それをどこに

見いだすのか―（A Liberal Education: And Where to Find It）」のなかで、自然をチェスと類比し

て論じたこと自体、自然の複雑さや難しさを見落としており、そもそも従来の自然観が楽観的であ

ったと指摘している8。 
これらの研究で指摘されているように、ハクスリーの自然観については、「進化と倫理」で変化が

生じたことが定説となっている。しかしながら、先行研究では、変化したという事実の言及とその

理由の推測に議論が限られており、管見の限り、自然観とハクスリーの科学教育観が結びつけられ

て論じられることはなく、道徳的な価値との関係が問われることもなかった。科学教育の重要性と

ともに、道徳性の重要性を説いてきたハクスリーの主張を踏まえると、道徳的な価値、自然観、科

学教育観をそれぞれ結びつけて考察することが不可欠である。言い換えると、科学的な認識と道徳

性がどのようにして結びつくとみなされたのかが問われる必要がある。そこで、本稿では、「進化と

倫理」での自然観とそれ以前の自然観をそれぞれ概観し、比較したのちに、科学教育観を検討する

ことで、ハクスリーにおける科学的な認識と道徳性の関係を明らかにすることを目的とする。 
 
1. 「進化と倫理」での自然観 

 ハクスリーは、「進化と倫理」において、自由放任主義の問題点を指摘するなかで、自らの自然観

を明らかにする。ハクスリーによると、人間の前には、自然に対する「組織された共同体という技

芸の状態を維持し改善するための終わりのない競争」9が横たわる。つまり、晩年期のハクスリーに

とって、自然は人間と「終わりのない競争」を行う対象であった。その一方で、「進化と倫理」以前、

つまり、1870 年代から 1880 年代にかけて、科学教育論を積極的に説いていた時期は、「人間として

できるかぎり、完全に自然と調和（harmony with Nature）」10することを求めていた。完全に調和

する自然観から「終わりのない競争」を行う自然観へとどのようにして移り変わったのか。まずは、

「進化と倫理」での自然観を概観しよう。 
（１） 宇宙過程 

「進化と倫理」のなかで、ハクスリーは、宇宙過程、園芸過程、倫理過程という 3 つの過程を、

社会を構成する原理としてあげる。ハクスリーによると、社会が生まれる起源には、宇宙過程の原
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理があり、この原理のもととなる宇宙の状態は「無数の時間を通じて進行してきた、絶え間のない

変化という過程の一時的な様相である」11とされる。この「絶え間のない変化」という性質を受け

て、宇宙過程が「きわめて異なる状態をたどってきたことが確かである以上、同じように異なる状

態へと変化」12するために、「永続するものは、さまざまな生物集団ではなく、宇宙を生み出す過

程であり、つかの間の表現のなかにこの過程が見られる」13と説く。つまり、ハクスリーにとっ

て、宇宙過程とは「絶え間のない変化」を特徴とする自然を生み出す過程であり、自然の「絶え間

のない変化」のなかで永続する、ある秩序を意味した。そこから、宇宙過程のもっとも特徴的な性

質が「すべてとの争いである、生存競争であり、その結果が選択、つまり、どのような時代の条件

にも、全体として、もっともよく適応した生命形態の生存」14にあると結論づける。その結果、宇

宙過程においては生存競争こそが特徴的な性質であり、競争の結果という「観点のもとでのみ、生

命形態は最適である」15とみなされることになる。 

生存競争を特徴とする宇宙過程に対して、園芸過程は、自然のなかに人間によって作り出された

人工物を維持する過程、いわば自然のなかで「庭を作り出し維持する」16過程を意味する。ハクスリ

ーは、園芸過程が宇宙過程の一部であることを認めつつも、現実に照らし合わせると、両者が対立

すると説く。つまり、宇宙過程の特徴が「激しく絶え間のない生存競争」17であるのに対して、園芸

過程の特徴は「生存競争を生み出す条件を取り除くことによる生存競争の排除」18にあるとされた。 
このように、ハクスリーは、宇宙過程と園芸過程を対立する関係でとらえたうえで、社会のあり

方については、「社会の進化に対する宇宙過程の影響が大きければ大きいほど、その文明は原始的」

19であると主張する。そのため、社会の進歩のためには、「宇宙過程を一歩ごとに抑制し、倫理過程

とでも呼ばれる、代わりのものによって置き換えて」20いかなくてはならないと説く。ただし、ハク

スリーにとって、宇宙過程を抑えるために必要とされた倫理過程が、宇宙過程と対立する園芸過程

を意味するわけではなかった。このことを確認するために、園芸過程に関する主張を見ていこう。 
 

（２） 園芸過程 

園芸過程について、ハクスリーは、「力でも知性でも人間が足元にも及ばず、人間が家畜として扱

われるほどの力量」21をもつ統治者を想定して考察する。ハクスリーによると、この統治者は、宇宙

過程の原理にもとづく自然の状態を園芸過程の原理にもとづく社会へと移行させるという目的をも

つ。この目的に向けて、まずは、共同体のなかの生存競争を厳しく抑え、共同体のなかの構成員を

自然の状態との戦いに備えさせる。つまり、共同体を組織することによって、自然の「絶え間のな

い変化」に対抗し、その変化をとどめることを目指すのである。統治者の意図通り、共同体が文明

の進歩にともなって、自然の状態との戦いを制するようになるにつれて、「宇宙過程、つまり、自然

の状態に見られる下等な生存競争を廃止」22し、園芸過程の原理にもとづく社会を構成し始める。 
しかしながら、ハクスリーによると、人間は「そのほかの生物と同じように、繁殖への強力な本

能を備えているため、急速に増殖する傾向を共有して」23いる。つまり、園芸過程を原理とする社会

がさらに発展し、人口減少を導く生存競争を特徴とする宇宙過程の原理が抑制されることにともな

い、社会における人口増加に対する歯止めが機能しなくなるとされた。その結果、人口が増加し、

統治者は人口調整のために、自然の状態に見られた「厳しい生存競争を再び開始」24すること、いわ

ば「余分な人口に対する組織的な根絶や排除」25を行うことになる。言い換えると、自然の状態と対
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立しているときには、園芸過程の原理によって自然の状態のなかの生存競争の抑制を求めていたに

もかかわらず、自然の状態との戦いを制し、園芸過程の原理にもとづく社会が発展することによっ

て、当初は抑制することを目指した生存競争を導入することが避けられなくなるのである。この段

階において、園芸過程は、宇宙過程と同じように、生存競争を引き起こす原理へと姿を変える。 
ハクスリーは、この「厳しい生存競争を再び開始」することになった事態を社会ダーウィニズム

の思想に結びついた自由放任主義と重ね合わせて批判した。生存競争を導入する「宇宙の進化の原

理をより徹底して適用しようとする多くの試み」26が、当時のイギリスに広まっていることを非難

し、そのうえで、そのような試みが「人間社会は、私が想定してきた種類の統治者を、その内部で

自己調達するための能力を備えているという考え方」27にもとづくことを問題視した。つまり、自ら

が想定した統治者が現実には存在しないことを理由にして、その統治者を前提とすることによって

成り立つ自由放任主義を非難するのである。 
なかでも、ハクスリーは生存競争を統治者の選別に類比して批判する。具体的には、統治者が「人

間の性質について、きわめて鋭い判断力を持つ者」28であっても、目の前に置かれた子どもたちを

「この子は国家にとって役に立つことが確かなので残し、この子は愚かで、怠惰で、危険なのでク

ロロホルムで殺すべしなどと選別できるとは到底思えない」29と主張した。統治者が求める生存競争

での生存者を最適者であり、最良であるとみなす自由放任主義の考え方を否定したのである。ハク

スリーにとって、「宇宙の進化は、人間の善や悪の傾向がどのようにして生じるかを教えるかもしれ

ないが、宇宙の進化自体は、なぜ善と呼ばれるものが悪と呼ばれるものよりも好ましいかについて

は、従来私たちがもっていたものよりも優れた理由を提供する力をもたない」30のであり、生存競争

と人間の善悪を結びつける自由放任主義は受け入れられる考えではなかったのである。 
 

（３） 倫理過程 

では、自由放任主義に対する厳しい非難を行ったハクスリーが求める倫理過程とは、社会をどの

ように構成する原理なのか。倫理過程について、ハクスリーは、ミツバチと人間のそれぞれが構成

する社会の比較を通じて論じる。ハクスリーによると、人間のみが社会を構成するわけではない。

ミツバチやアリなどの人間以外の生物も、生存競争で生き残るためには、協力することが有利に働

き、社会を構成するとされた。たとえば、ミツバチの社会では、生存競争は厳しく制限され、「社会

の構成員全員にとって善となる行動を行うように」31強いられる。ハクスリーは、人間の社会も、ミ

ツバチの社会と同じように、生存競争で生き残るために生じたと説く。 
ただし、ミツバチの社会と人間の社会の間には、根本的な違いがある。それは、社会の構成員に

備わる先天的な役割の有無である。ミツバチの社会では「社会の構成員は、それぞれ組織的に、特

定の役割のみを果たすように運命づけられている」32のに対して、人間の社会では「社会組織におい

て明確に身分が決められているという運命は存在しない」33とされた。 
ハクスリーは、ミツバチと人間の違いを、社会における先天的な役割の有無に見いだす一方で、

人間は誰もが「人生のなかの喜びを楽しみ、苦しみを避けようとする」34欲求を先天的にもつと説く。

この欲求とは、「楽しいことしかしようとせずに、自らが生まれた社会の幸福などはほとんど思いい

たらない傾向」35であり、人間の反社会的な傾向を意味した。ハクスリーは、この先天的な欲求は、

「獣から半人間へ、半人間から人間へという祖先の長い系列を通じて受け継がれてきたもの」36であ
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り、何よりも、その欲求の強さが、生存競争での勝利の条件であり、人間が自然の状態との戦いを

制するために必要な条件であったと説く。ハクスリーによると、この先天的な欲求を社会の「内部

で自由に働かせることを許せば、確実に社会を破壊する要因」37になる。この先天的な欲求は、自然

との戦いにおける勝利の条件であると同時に、社会の破壊にもつながるとみなされたのである。 
そこで、ハクスリーは、先天的な欲求を社会の内部では抑制することこそが「人間社会が発生す

るための必要な条件」38になると説き、一番の抑制剤として、「法律に対する恐れではなく、仲間の

意見に対する恐れ」39を挙げる。さらに、「人間は動物のなかで模倣することがもっとも得意」40な動

物であり、模倣を通じて、喜ぶ人や苦しむ人の立場に意識的に身を置くことで、「私たちが共感

（sympathy）と呼ぶ心の状態」41が生じると説く。この共感によって、「一定の行動と賛成や反対と

いった感情との間にある、安定した連想」42、いわば社会の秩序が形成されるのである。 
では、社会の秩序は共感からどのように生み出されるのか。共感から社会の秩序を形成するため

に、ハクスリーは、模倣を通じて生じる共感を組織化し人格化することによって、それぞれの人間

に生まれつき備わる先天的な欲求にもとづく人格とは別に、人為的な人格、いわばアダム・スミス

（Adam Smith, 1723-1790）が良心（conscience）と呼んだ人格を形成する必要性を説いた。ハク

スリーによると、良心という人為的な人格は、「社会の見張り人」43となり、「人間の反社会的な傾向

を、社会の幸福にとって必要とされる範囲で抑制する任務」44を負う。つまり、それぞれの人間が良

心を形成することで、それぞれが先天的な欲求を自己抑制することが可能になる。反社会的な傾向

をもつ先天的な欲求が自己抑制されることで、社会の秩序を乱す行為も抑制され、そこに社会の秩

序が形成されるとみなされた。ハクスリーは、社会の秩序の形成へとつながる、この「私たちが良

心と呼ぶ、共感を組織化し人格化する過程」45を倫理過程と名づけたのである。 
ただし、ハクスリーは、社会を存続させるための先天的な欲求に対する自己抑制が過剰になると、

社会の破滅を招く可能性があることも同時に指摘する。なぜならば、先に指摘したとおり、先天的

な欲求によって自然との戦いを制することで、人間の社会は生み出されているからである。そこで、

人間の前には「自然の状態に対して、組織された共同体という技芸の状態を維持し改善するための

終わりのない競争」46が横たわると説き、社会の外部にある自然に対しては、先天的な欲求を発揮す

ることでその戦いでの勝利を目指し、社会の内部では、社会を破壊させないために、倫理過程によ

って生み出される良心による先天的な欲求の自己抑制を求めたのである。このような思想を通じて、

ハクスリーは、「社会のなかで、そして、社会によって、人間は社会自体を維持し改善できる、価値

ある文明を発展させられる」47と説き、生存競争にもとづく自由放任主義の思想を退けることを試み

たのである。 

 概観してきたように、ハクスリーは、「進化と倫理」において、人間の反社会的かつ攻撃的である

先天的な欲求によって自然と「終わりのない競争」を行うことで社会が生まれ、その社会を維持す

るためには、先天的な欲求を抑制する良心が必要であると主張した。つまり、晩年期のハクスリー

にとって、自然と人間は、社会の発生と維持のために不可欠な競争を行うとみなされており、その

競争を行うために、良心にもとづく倫理過程が要求されたのである。では、「進化と倫理」以前には、

ハクスリーはどのような自然観を説いていたのか。次節で、その主張を見てみよう。 
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2.  「進化と倫理」以前の自然観 

（１） 「完全に自然と調和」する人間 

ハクスリーは、1868 年に行われた南ロンドン労働者大学（the South London Working Men’s 
College）の開校式で、学長として「自由教育―それをどこに見いだすのか―」と題する講演を行っ

た。この講演のなかで、人生をチェスにたとえながら、理想的な自由教育について論じ、その際に

自然観も同時に明らかにしている。 
ハクスリーによると、自然のなかに見られる、さまざまな法則は、チェスであればルールに相当

し、チェスの勝敗がルールを知っているかどうかに左右されるのと同じように、人生の成否もまた、

自然法則（the laws of Nature）を知っているかどうかに左右される。ハクスリーは、この類比を「き

わめて明らかで根本的な真理である」48と説いたうえで、教育とは「自然法則を知性に教えこむ（the 
instruction of the intellect in the laws of Nature）」49ことであると主張する。 
ハクスリーがここで使う教育という言葉には注意が必要である。「厳密に言って、教育を受けない

人間は存在しない」50という表現に表れているように、この講演において、ハクスリーは、教育とい

う言葉を人間が自然から受ける影響という意味で用いる。ハクスリーによると、人間が自然のなか

に生まれ落ちた時点から、自然は、人間の目や耳などの感覚器官を通じて、事物の性質を人間に教

え始める。ただし、この自然からの教育は、人間にとって必ず良いものになるとはかぎらない。自

然からの教育は、人間が自然から暴力を受ける可能性をつねに含むからである。この暴力から逃れ

るためには、自然による教育の先を行く、人為的な教育（artificial education）によって、自然法則

を学ぶこと、いわば「自然法則を知性に教えこむ」ことが必要とされたのである。 
ハクスリーは、この人為的な教育を自由教育と呼んだ。ハクスリーによると、この人為的な教育

が「自然法則への違反により生じる大きな災いから逃れるために人間を準備してきただけでなく、

自然が災いと同じように自由に与えてくれる報奨を理解し、しっかりと受け取るように人間を訓練

してきた」51のである。つまり、自然法則への違反によって自然が与える災いから逃れるだけではな

く、自然を利用するためにも、人為的な教育である自由教育が必要とされた。人為的な教育が自由

教育と呼ばれるように、ここでの主張によって、従来エリート教育とほぼ同義で使われたてきた自

由教育の意味の転換がはかられたのである。そして、自然法則を蓄えることによって、自然の災い

から逃れ、自然を利用することができる人間を「完全に自然と調和（harmony with Nature）」52し

ていると表現したのである。 
では、「完全に自然と調和」する人間とは何か。自然と人間の関係について、ハクスリーは、1876

年に南ケンジントン博物館で行われた一連の講義のなかで、生物学の意義を論じる際に言及する53。

この講義のなかで、ハクスリーは、生物学が、生物を扱う学問という広義の意味において、政治学

や心理学といった、通常は生物学とみなされない学問も、その領域に含むと説く。加えて、そのよ

うな生物学を学ぶ意義が、人間と自然の関係の見直しにあると主張する。ハクスリーによると、こ

れまで人間は自然のなかで自らを特別な地位に置き、動植物との差異化をはかってきた。ハクスリ

ーは、この従来の自然と人間の関係について、人間は「世界のなかにいる（he is in the world）け

れども、世界のなかに位置づけられない（he is not of the world）」54と言い表す。そこで、人間を

特別な地位に置く、自然と人間の関係を問題視し、人間を自然のなかに「位置づける」ことを求め

た。つまり、ハクスリーは、人間と自然の間に境界線を引かず、人間を自然の一部とみなしたので
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ある。 
人間を自然のなかに位置づけるというハクスリーの要求は、1863 年に発表され、人間の起源の追

究を目指した『自然における人間の位置についての証拠（Evidence as to Man’s Place in Nature）』
を筆頭にして、科学者として自らが行ってきた生物学の研究成果に裏づけられていた。たとえば、

生物学の意義を論じたこの一連の講義でも、人間と動物の身体構造に共通する「1 つの偉大な基本

的な統一」55に言及し、人間と動物の間にある共通性を強調した。そのうえで、人間を含む動物と植

物の関係についても、従来指摘されてきた動物と植物の絶対的な区別を否定し、動物と植物の間に

も「構造の基本的な均一性」56があり、身体面と精神面の両面で動物と植物は一致すると説く。これ

らの主張を踏まえて、ハクスリーは、人間と動物の差異だけでなく、動物と植物の差異もまた「種

類ではなく程度の差異」57であると説き、両者の間に決定的な相違はないと結論づける。つまり、「完

全に自然と調和」する人間とは、自らを自然の一部とみなし、自然のなかに位置づけることができ

る人物を意味していたのである。 
このようなハクスリーの自然観と、「進化と倫理」で展開された自然観を比較すると、完全に調和

する自然観から「終わりのない競争」を行う自然観へと単純に移り変わったわけではないことが読

みとれる。パラディスによる先行研究では、「進化と倫理」において、自然における道徳的な価値を

取り去ったとみなされていた。しかしながら、ハクスリーは、「進化と倫理」以前の自然観において

も、自然のなかに道徳的な価値を認めていたわけではなかった。ハクスリーにとって、自然とは自

然法則を見いだすための対象であり、自然そのものに道徳的な価値を見いだしていたわけではなか

ったのである。では、ハクスリーが求める自然法則とはどのようなものなのか。 
 
（２） 道徳的な価値の実現 

ハクスリーは、講演「自由教育」と同年の 1868 年に「生命の物質的原理（on the Physical Basis 
of Life）」と題する講演をエディンバラで行い、この講演のなかで、重力を例に挙げながら、自然法

則の性質について論じる58。この講演での主張によると、観察された事実にもとづく自然法則は「こ

うなるだろう」（will）という性質をもつ。ハクスリーは、この自然法則の性質が「こうなるに違い

ない」（must）と変質して理解されるようになることを問題視した。たとえば、空中で何にも支えら

れていない石は地面に落下するということを人間は経験から学ぶ。しかし、日常生活のなかで石の

落下を頻繁に目にすると、人間は石が地面に落下することを当然の現象とみなすようになる。その

結果、石が地面に落下しない理由を考えるという視点をもつことが困難になり、人間は自然法則の

性質 will を must と誤解し、石が地面に落下するに違いないと思い込むのである59。 
ハクスリーは、自然法則の性質の will を must として誤ってとらえるという、この転換点を知識

についての思想上の分岐点とみなす。つまり、この分岐点を境にして、科学的に証明できる範囲の

限界を認め、自然法則を見いだし続けるものとしてとらえる will の立場と、その限界を認めずに、

自然法則を絶対的なものとしてとらえる must の立場がわかれる。ハクスリーが will の立場を求め

る背景には、ハクスリーなりの世界観があった。ハクスリーによると、人間が住む世界は苦しみや

無知に満ちている。このような世界において、人間に課される明白な義務は「苦しみを少しでも取

り除き、無知を少しでも減らすように試みること」60であり、その義務を果たすためには、知識を求

める続けることが不可欠となる。そこで、ハクスリーは人間が will の立場にとどまり、真理を追究
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することで、限界を押し広げることを求めるのである。 
では、人間は、must の立場に転じることなく、どのようにして will の立場にとどまれるのか。こ

の問いについて、ハクスリーは、懐疑（skepticism）という思想をもとにして、知識の限界を論じた

ヒューム（David Hume, 1711-1776）が偉大な功績を残したと説く61。ハクスリーは、ヒュームの思

想を受けて、懐疑によって自然法則の性質を must へと変質させないことを求めた。この懐疑こそ、

ハクスリーが理想とする科学教育において、重要な役割を一貫して担った。たとえば、1866 年の講

演「自然知識の改善要求（on the Advisableness of Improving Natural Knowledge）」では、「自然

知識を改善する人は、権威を絶対的に拒絶」62し、そのような人にとっては「懐疑が最高の義務」63

であり、「盲目的な信仰は、唯一の許されない罪である」64と主張する。この講演では、過去にロン

ドンで発生した、ペストの大流行や大火事といった自然災害の原因が神の裁きとみなされてきたこ

とを非難し、それらの自然災害を再び発生させないためには、神ではなく人間の力に頼るほかはな

いと説く。そこで、ハクスリーは自然についての知識を改善する必要性を説き、そのために懐疑が

「最高の義務」とみなされた。つまり、自然を対象とする科学教育において、will とみなされる自

然法則を見いだすために、子どもたちが懐疑することを求めたのである。 
では、「最高の義務」とされる懐疑とは具体的にどのようなものか。自然法則を導く科学的な方法

についての主張からその内容を考察しよう。ハクスリーは、1854 年に行った講演「博物学の教育的

価値（on the Educational Value of the Natural History Sciences）」で、生物学や物理学、化学と

いった、科学のそれぞれの分野の特徴を論じ、そのなかで「すべての科学の方法はまったく同じも

のである」65と説く。ハクスリーによると、科学のそれぞれの分野に共通する、科学的な方法は、①

事実の観察（実験と呼ばれる技術的観察を含む）、②比較と分類（似た事実を束にし、札をつけて、

その束を一般的命題と名づける過程）、③推論（一般的命題から事実へと引き戻す過程）、④検証（予

想が正しいかどうか確かめる過程）という 4 つの過程からなる。ハクスリーは、この科学的な方法

を科学のどの分野においても共通の方法とみなした。つまり、ハクスリーにとって、この方法こそ

子どもたちが身につけるべき科学的な認識を意味していたのである。 
しかしながら、共通の方法とみなす一方で、科学の分野によって重視される過程が異なると説く。

つまり、「生きているものと生きていないものとの間にある、非常に大きく明らかな実際的な区別」

66があるために、「生きているもの」を対象とする生物学と「生きていないもの」を対象とする物理

学や化学の間には境界線が引かれる。そのため、「生きているもの」を対象とする生物学では、①事

実の観察と②比較と分類からなる科学的な方法の帰納的な側面が重視され、生物学以外の「生きて

いないもの」を対象とする分野では、③推論と④検証からなる演繹的な側面が重視される。 
ハクスリーは、科学的な方法にもとづく科学教育を求める一方で、この方法を通じて得られるど

の知識も「どこまでも条件つきの性質をもつ」67ものであると注意をうながす。ハクスリーによると、

「どのような状況においても、検証の過程を無視することは危険」68であり、科学的な方法の帰納的

な側面と演繹的な側面の絶え間のない往還によってのみ、自然法則が見いだされるとされた。つま

り、自然法則は、人間が科学的に証明できる範囲の限界を認めたうえで、真理の追究を通じて見い

だされるもの、無秩序に見える自然のなかに秩序として見いだされるものであり、それを実現する

ものこそ懐疑に他ならなかったのである。 
では、科学的な認識が道徳性へとどのようにしてつながるのか。ハクスリーによると、先に論じ
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することで、限界を押し広げることを求めるのである。 
では、人間は、must の立場に転じることなく、どのようにして will の立場にとどまれるのか。こ

の問いについて、ハクスリーは、懐疑（skepticism）という思想をもとにして、知識の限界を論じた

ヒューム（David Hume, 1711-1776）が偉大な功績を残したと説く61。ハクスリーは、ヒュームの思

想を受けて、懐疑によって自然法則の性質を must へと変質させないことを求めた。この懐疑こそ、

ハクスリーが理想とする科学教育において、重要な役割を一貫して担った。たとえば、1866 年の講

演「自然知識の改善要求（on the Advisableness of Improving Natural Knowledge）」では、「自然

知識を改善する人は、権威を絶対的に拒絶」62し、そのような人にとっては「懐疑が最高の義務」63

であり、「盲目的な信仰は、唯一の許されない罪である」64と主張する。この講演では、過去にロン

ドンで発生した、ペストの大流行や大火事といった自然災害の原因が神の裁きとみなされてきたこ

とを非難し、それらの自然災害を再び発生させないためには、神ではなく人間の力に頼るほかはな

いと説く。そこで、ハクスリーは自然についての知識を改善する必要性を説き、そのために懐疑が

「最高の義務」とみなされた。つまり、自然を対象とする科学教育において、will とみなされる自

然法則を見いだすために、子どもたちが懐疑することを求めたのである。 
では、「最高の義務」とされる懐疑とは具体的にどのようなものか。自然法則を導く科学的な方法

についての主張からその内容を考察しよう。ハクスリーは、1854 年に行った講演「博物学の教育的

価値（on the Educational Value of the Natural History Sciences）」で、生物学や物理学、化学と

いった、科学のそれぞれの分野の特徴を論じ、そのなかで「すべての科学の方法はまったく同じも

のである」65と説く。ハクスリーによると、科学のそれぞれの分野に共通する、科学的な方法は、①

事実の観察（実験と呼ばれる技術的観察を含む）、②比較と分類（似た事実を束にし、札をつけて、

その束を一般的命題と名づける過程）、③推論（一般的命題から事実へと引き戻す過程）、④検証（予

想が正しいかどうか確かめる過程）という 4 つの過程からなる。ハクスリーは、この科学的な方法

を科学のどの分野においても共通の方法とみなした。つまり、ハクスリーにとって、この方法こそ

子どもたちが身につけるべき科学的な認識を意味していたのである。 
しかしながら、共通の方法とみなす一方で、科学の分野によって重視される過程が異なると説く。

つまり、「生きているものと生きていないものとの間にある、非常に大きく明らかな実際的な区別」

66があるために、「生きているもの」を対象とする生物学と「生きていないもの」を対象とする物理

学や化学の間には境界線が引かれる。そのため、「生きているもの」を対象とする生物学では、①事

実の観察と②比較と分類からなる科学的な方法の帰納的な側面が重視され、生物学以外の「生きて

いないもの」を対象とする分野では、③推論と④検証からなる演繹的な側面が重視される。 
ハクスリーは、科学的な方法にもとづく科学教育を求める一方で、この方法を通じて得られるど

の知識も「どこまでも条件つきの性質をもつ」67ものであると注意をうながす。ハクスリーによると、

「どのような状況においても、検証の過程を無視することは危険」68であり、科学的な方法の帰納的

な側面と演繹的な側面の絶え間のない往還によってのみ、自然法則が見いだされるとされた。つま

り、自然法則は、人間が科学的に証明できる範囲の限界を認めたうえで、真理の追究を通じて見い

だされるもの、無秩序に見える自然のなかに秩序として見いだされるものであり、それを実現する

ものこそ懐疑に他ならなかったのである。 
では、科学的な認識が道徳性へとどのようにしてつながるのか。ハクスリーによると、先に論じ
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た「完全に自然と調和」する人物は、自然のなかに自分を位置づけるだけではなく、社会において

も位置づけることが可能になる。この主張を踏まえて、人間と社会の関係から考察しよう。ハクス

リーは人間と社会の関係を創世記のアダムとイヴに類比して論じる。世界にアダム 1 人しかいない

場合、その世界における自然と人間の関係は、人間への自然による教育が生み出す、快楽と苦痛に

支えられると説く。しかし、2 人目の人間となるイヴが登場することによって、「社会的・道徳的現

象の社会」69が現れる。つまり、人間と人間が出会うことで生まれる関係を社会的な関係とみなし、

そこでは道徳的な行為が必要になると説いた。ハクスリーによると、人間対人間という社会的な関

係において、人間の幸福と不幸がこれまで自然と人間の関係を支えた快楽と苦痛にとって代わる。

そこでは、個人の幸福と社会の幸福をどのようにして両立させるかという道徳的な問いが浮かびあ

がるとされた。そのため、社会的な関係においては、個人と社会の幸福を両立する道徳的な行為が

それぞれの人間に求められることになる。 
ただし、ハクスリーは、人間が自然の一部であるかぎり、社会的な関係で必要とされる道徳的な

行為も自然法則によって方向づけられると説く70。では、自然法則によって社会におけるそれぞれの

人間の道徳的な行為はどのように方向づけられるのか。この問いについては、ハクスリーが、理想

とする教育内容として、生物学や物理学などの自然科学からなる科学教育に加えて、「社会学

（Sociology）」を繰り返し挙げていることが示唆的である。ハクスリーは、「社会学」について、生

物学が「孤立したものとして生き物を取り扱うのみである」71のに対して、「科学のより高度な 1 つ

の部門」72であると表現する。つまり、先述の広義の意味での生物学が、「社会学」としてとらえら

れていたのである。ハクスリーによると、「社会学」は「生き物を集団として考え、生き物相互の関

係を取り扱う、人間を観察する科学」73であった。 
ハクスリーは、初等教育や中等教育では、自然科学を基礎とする教育内容を理想としつつ、高等

教育では、「社会学」を学ぶ重要性を説いた。たとえば、「社会学」で対象となる社会現象について、

「ほかの現象と同じように、自然法則の現れであることを学ばなければならない」74と述べ、科学的

な方法を社会現象に適用する必要性を説いた。しかも、「社会学」が社会科学（social science）と表

現されたことにも見受けられるように、その対象には経済や政治といった、人間の社会的な営みに

よって生まれる社会現象を含まれた75。つまり、ハクスリーは、子どもたちが科学教育を通じて、自

然法則を見いだす懐疑を身につけること、そして、懐疑を人間の社会的な営みによって生まれる社

会現象にも適用し、社会のなかの道徳法則を子どもたちが見いだすことを求めていた。言い換える

と、懐疑を通じて、科学的な認識と道徳性の架橋を試みていたのである。 
ただし、ハクスリーにとって、道徳的な価値の実現は社会学に限られていたわけではない。道徳

的な価値を重視する姿勢は宗教教育批判にも直接表われている。ハクスリーは、読み・書き・算や

歴史・地理からなる当時の初等教育の教育内容について「比較的重要ではない問題に時間が使われ

る一方で、もっとも重要な事柄に注意が一切払われていない」76と指摘する。この指摘のなかの「も

っとも重要な事柄」こそ、ハクスリーにとっては「行為の指針としての道徳」77であった。ハクスリ

ーは、当時行われていた宗教教育によって、ある行動が称賛され、ある行動が非難されるという道

徳法則を子どもたちが学ぶことは認める。しかし、祈祷文やカテキズムの暗記に陥っている当時の

宗教教育では、道徳法則が生み出される過程を子どもたちが学ぶことができない点を問題視する。

つまり、ハクスリーは、子どもたちが道徳法則に従って「行うこと」ができるものの、道徳法則を
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本当に「知ること」はできていないと説く。そのため、子どもたちは、道徳法則を「独断的な仕方で

教えられているかもしれない」78ものの、「現代文明の複雑な条件から生み出される、難しい問題に

これらの法則を適用する訓練は、まったく受けていない」79とされた。そこで、ハクスリーは、現実

社会で子どもたちが道徳法則にもとづいて行為するためには、道徳法則を暗記し、それに従うだけ

ではなく、その背後にある道徳法則を導く過程を同時に学ぶ必要があると説く。 
しかしながら、ハクスリーは、道徳法則を導く過程を宗教教育に導入すれば良いという主張をし

たわけではなかった。むしろ、宗教教育に対する批判は、宗教教育において道徳法則が絶対的なも

のとして扱われている点に向けられていた。ハクスリーは、宗教教育が祈祷文やカテキズムの暗記

に陥る前提に、神聖視された祈祷文やカテキズムから導かれる道徳法則を絶対的なものとみなす姿

勢があることを見抜き、この絶対視を非難した。道徳法則の絶対視にもとづいて宗教教育を行うこ

とで、道徳法則を導く過程に子どもたちの目が向けられなくなることを問題視したのである。 
検討してきたように、ハクスリーにとって、科学的な認識と道徳性の架橋を実現するためには、

社会学と宗教教育それぞれにおいて、科学教育によって培われる懐疑が重要な役割を果たした。つ

まり、懐疑を媒介にして、社会学では社会のなかの自然法則を見いだすことによって道徳的にふる

まうことが求められ、宗教教育では、道徳法則に従うだけではなく、道徳法則を見いだすことも求

められたのである。ハクスリーの懐疑を重視する姿勢は、「進化と倫理」の自然観のなかにも見いだ

すことができる。リオンズによると、ハクスリーの従来の自然観は、楽観的であった。確かに、「完

全に自然と調和」という表現には、そのような楽観的な要素が読みとれる。ただし、論じてきたよ

うに、「進化と倫理」以前も、ハクスリーにとって、自然のなかに自然法則を見いだすための懐疑こ

そ、科学の義務であり、「進化と倫理」においても、自然は「終わりのない競争」を行う対象であっ

た。言い換えると、調和するか、競争するか、という表現に違いは見られるものの、ハクスリーに

とって、自然は常に懐疑の対象であり、自然そのものに道徳的な価値を認めていたわけではなかっ

ただけではなく、その点でも、ハクスリーの自然観は一貫していたのである。 
 
3. おわりに 

 本稿では、ハクスリーの科学教育観を、その自然観に焦点を合わせて検討した。まず、「進化と倫

理」における自然に関する主張をもとに、晩年期のハクスリーの自然観を概観した。次いで、「進化

と倫理」以前のハクスリーの自然観を概観したのちに、先行研究での評価と照らし合わせながら、

ハクスリーの自然観の変化を検討し、そのうえで、科学的な認識と道徳性の関係について考察を行

った。本稿での検討によって、ハクスリーの自然観が調和する対象から競争する対象へと単純に変

化したわけではないことが明らかになった。具体的には、「進化と倫理」において、ハクスリーは自

然の道徳的な価値を放棄したわけではなく、従来の自然観のなかにも道徳的な価値を付与していな

かったのである。むしろ、自然のなかに自然法則を見いだす懐疑によって、社会のなかの道徳的な

価値を見いだすことも可能になると考えていた。このような、懐疑を重視する姿勢は、「進化と倫理」

にいたるまで一貫していたのである。 
その一方で、ハクスリーの科学的な認識と道徳性の関係について、以下の問いも残された。まず、

科学の義務とされた懐疑で見いだされる道徳法則によって、子どもたちはどのようにして道徳的に

ふるまうことが可能となるのだろうか。また、「進化と倫理」以前の道徳的な価値と、「進化と倫理」
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本当に「知ること」はできていないと説く。そのため、子どもたちは、道徳法則を「独断的な仕方で

教えられているかもしれない」78ものの、「現代文明の複雑な条件から生み出される、難しい問題に

これらの法則を適用する訓練は、まったく受けていない」79とされた。そこで、ハクスリーは、現実

社会で子どもたちが道徳法則にもとづいて行為するためには、道徳法則を暗記し、それに従うだけ

ではなく、その背後にある道徳法則を導く過程を同時に学ぶ必要があると説く。 
しかしながら、ハクスリーは、道徳法則を導く過程を宗教教育に導入すれば良いという主張をし

たわけではなかった。むしろ、宗教教育に対する批判は、宗教教育において道徳法則が絶対的なも

のとして扱われている点に向けられていた。ハクスリーは、宗教教育が祈祷文やカテキズムの暗記

に陥る前提に、神聖視された祈祷文やカテキズムから導かれる道徳法則を絶対的なものとみなす姿

勢があることを見抜き、この絶対視を非難した。道徳法則の絶対視にもとづいて宗教教育を行うこ

とで、道徳法則を導く過程に子どもたちの目が向けられなくなることを問題視したのである。 
検討してきたように、ハクスリーにとって、科学的な認識と道徳性の架橋を実現するためには、

社会学と宗教教育それぞれにおいて、科学教育によって培われる懐疑が重要な役割を果たした。つ

まり、懐疑を媒介にして、社会学では社会のなかの自然法則を見いだすことによって道徳的にふる

まうことが求められ、宗教教育では、道徳法則に従うだけではなく、道徳法則を見いだすことも求

められたのである。ハクスリーの懐疑を重視する姿勢は、「進化と倫理」の自然観のなかにも見いだ

すことができる。リオンズによると、ハクスリーの従来の自然観は、楽観的であった。確かに、「完

全に自然と調和」という表現には、そのような楽観的な要素が読みとれる。ただし、論じてきたよ

うに、「進化と倫理」以前も、ハクスリーにとって、自然のなかに自然法則を見いだすための懐疑こ

そ、科学の義務であり、「進化と倫理」においても、自然は「終わりのない競争」を行う対象であっ

た。言い換えると、調和するか、競争するか、という表現に違いは見られるものの、ハクスリーに

とって、自然は常に懐疑の対象であり、自然そのものに道徳的な価値を認めていたわけではなかっ

ただけではなく、その点でも、ハクスリーの自然観は一貫していたのである。 
 
3. おわりに 

 本稿では、ハクスリーの科学教育観を、その自然観に焦点を合わせて検討した。まず、「進化と倫

理」における自然に関する主張をもとに、晩年期のハクスリーの自然観を概観した。次いで、「進化

と倫理」以前のハクスリーの自然観を概観したのちに、先行研究での評価と照らし合わせながら、

ハクスリーの自然観の変化を検討し、そのうえで、科学的な認識と道徳性の関係について考察を行

った。本稿での検討によって、ハクスリーの自然観が調和する対象から競争する対象へと単純に変

化したわけではないことが明らかになった。具体的には、「進化と倫理」において、ハクスリーは自

然の道徳的な価値を放棄したわけではなく、従来の自然観のなかにも道徳的な価値を付与していな

かったのである。むしろ、自然のなかに自然法則を見いだす懐疑によって、社会のなかの道徳的な

価値を見いだすことも可能になると考えていた。このような、懐疑を重視する姿勢は、「進化と倫理」

にいたるまで一貫していたのである。 
その一方で、ハクスリーの科学的な認識と道徳性の関係について、以下の問いも残された。まず、

科学の義務とされた懐疑で見いだされる道徳法則によって、子どもたちはどのようにして道徳的に

ふるまうことが可能となるのだろうか。また、「進化と倫理」以前の道徳的な価値と、「進化と倫理」
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で明らかにされた倫理過程は、どのような関係にあるのだろうか。これらに答えていくことを今後

の課題としたい。また、本稿では、対象をハクスリーの自然観に限定したために、その他の概念と

の検討を行うことはできなかった。たとえば、「完全に自然と調和」する人間こそ、ハクスリーにと

って、教養を身につけた人間であったにもかかわらず、教養概念自体の具体的な検討を行うことは

できなかった。また、教養概念に関連して、理想の教養概念についての論争であった自由教育論争

における、ハクスリーの位置づけについても検討できなかった。これらを明らかにしていくことも

同時に今後の課題としたい。 
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T. H. ハクスリーの科学教育論の検討 

―自然観に焦点を合わせて― 

本宮 裕示郎 

T. H. ハクスリーの科学教育論は、科学的な方法にもとづく科学教育によって、子どもたちが科学

的な認識を身につけられることを目指すものである。その一方で、ハクスリーは、晩年期に行った

講演「進化と倫理」において、道徳的な価値の実現を意味する倫理過程という概念を打ち出し、自

由放任主義批判を展開する。本稿では、科学的な認識と道徳性の関係を自然観に焦点を合わせて検

討する。科学教育、道徳性の重要性をともに説くハクスリーの理論は、自らの科学者としての経験

に裏打ちされていた。科学教育では、自然法則を見いだす懐疑を子どもたちが身につけることを求

め、懐疑を社会学や宗教教育に応用することで、道徳法則に従うだけではなく、道徳法則自体を子

どもたちが導き出すことを求めた。以上の検討から、ハクスリーの科学教育論において、懐疑を媒

介にして、科学的な認識と道徳性の架橋を試みられていることが明らかになる。 
 

Investigation of the Theory of Science Education by T. H. Huxley: Focus 
on the View of Nature 

HONGU Yujiro 

T. H. Huxley aimed to promote scientific recognition among children through the theory of science education. 

In his speech, “Evolution and Ethics,” he criticized “laissez-faire economic competition” by presenting the idea 

of “the ethical process,” which meant the achievement of morality. This paper explores the relationship between 

scientific recognition and morality in terms of the view of nature. The theory of Huxley who promoted the 

importance of science and moral education was based on his experience as a scientist. He required that children 

not only obey the rules of morality but also find out such rules. Therefore, he argued that it was important for 

children to obtain “skepticism,” which would enable them to discover the rules of nature through science 

education. Moreover, he hoped that children could apply “scepticism” to other fields related to society and 

morality such as sociology and religious education. In summary, his theory of science education suggests the 

relevance of attempting to form a bridge between scientific recognition and morality through “skepticism.” 

 

キーワード： T. H. ハクスリー、科学教育論、懐疑、科学的な認識、道徳性 

Keywords: T. H. Huxley, the theory of science education, skepticism, scientific recognition, morality 
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