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｛研究ノート］

19世紀イギリス自由教育論争研究の論点整理

本宮 裕示郎

0. はじめに

本研究ノートでは、19 世紀中葉のイギリスで、起こっ

た自由教育論争に関する先行研究を概観し、 その論点

を整理することを邑的とする。

自由教育論争とは、 教養を身につけることを目的と

する島出教育（liberal education）の本質をめぐって、

数多くの論者によって展関された論争であるl
o 論争の

発端は、 ドイツやフランスなどのヨ ー ロッパ諸問で、見

られた産業面の急激な発展に後押しされて、 イギリス

で従来軽視されてきた科学教育を要求する声が高まり

を見せたことにある九言い換えると、オックスフォ ー

ド大学やケンブリッジ大学、 パブリック ・ スクーノレな

どで伝統的に重視されてきた、 古典を中心とする文学

教育を擁護する立場に対する、 科学教育を推進する立

場からの自由教育カリキュラムの改善要求で、あった。

としては、 J. 社ニューマンや J. S. ミノレ、 見

シジウッィク、 T.託． ハクスリー、M. ア ーノノレドなど

が挙げられる。 また、E Wブアラーによって編纂され

た Essのs on a Liberal Education では、盤史家J. シーリ
ーや、 パプジック ・ スクーノレの教師で、あるEEポー

エン、J. M. ウィルソンらも名を連ね、 さまざまな論

者を巻き込んで展開された3a

論争の背後には、 「産業化と民主化の進展による社

会生活の根本的変化J 4があるとされる。 自由教育を揺

いながらも、 その中身は古典中心の狭隆な教育内容に

陥っていた中等教育や高等教育が批判を受け、 その批

判に、 自然科学などの実学的とみなされた教科を要求

する声が重なり、 実用的なカリキュラムへの転換が求

められたのである5。

そのため、 この論争の核心は、 一般的には、 実学主

と人文主義の争い、 ひいては科学と文学の争いにあ

るとみなされてきた九たとえば、前田博は、自由教育

6I 

に窮する当時の主要な論文を列挙し、 論争のピ｝クが

1867 年頃にあったことを指摘した。 そのうえで、 「古

典を中心とした伝統的な自由教育の立場と、 科学を中

心とした新しい教育の立場とが対立し、 教育内容の再

編成をめぐつて humanities の擁護者と科学の擁護者j 7 

との陪で

渥美も、前田と同様に、 1 W古典Jの擁護派と『科学J

の擁護派との間に激しい論争が展開されたj Bと見てお

り、 1895 年に出され 「人文学と自然科学および技術教

科を含むバランスのとれたカリキュラム戸を要求した、

中等教育に関するプライス委員会の報告書を、 公の立

場から科学か文学かをめぐる論争に終止符をうったも

のとみなしている。 機外においても、 R. F. パッツや

J. S. ブノレ｝ベッカーによって、自由教育論争が科学対

文学の二項対立図式でとらえられてきた10
0

その一方で、 科学対吉典の二項対立関式以外の視点

からも研究が行なわれてきた。たとえば、竹熊耕一は、

自出教育論争においてfカリキュラムにおける『科学J

と『古典』の優位性をめぐる争いが議論の大きなポイ

ントを成したことは需違いないj 11ことを認めつつも、

その点だけに視点を絞ると、 自由教育論争全体の実質

的な成果が見落とされてしまうことを危慎した。 そこ

で、 竹熊は、 自出教育論争の論者の問題意識が 「古典

と科学の二者択一ではなく、 むしろいずれをも包摂す

る、 本来の『リベラノレJな教養の理想、を回復すること

にあった点J 12に着冒して、 科学か古典かという

に縛られなかったJ. H. ニューマンと J. s. ミノレの自由

教育論を比較することによって、 自由教育論争の意義

を探った。また、R. ホワイトは、代表的な論者として、

ニューマン、 ミノレ、 狂． シジウィック、 主瓦ハクスリ
ー、 M. ア ー ノノレドの5人を取り上げ、 それぞれの自

由教育論に含まれる内在的価値（intrinsic value）と外



在的効果（extrinsic e民cts）の内実を探ることで、 各論
者の異同を明らかにしている13

a

このように、 自出教育論争は、 科学対文学の二項対
立図式に縛られることなく、 さまざまな視点を含みな
がら研究が蓄積されてきた。 しかしながら、 多様な観
点から検討が行なわれてきたがゆえに、 自出教育論争
全体で一体何が関われてきたのか、 その論点も多様に
解釈され、 ともすれば、 自由教育論争研究を通じて論
点があいまいになっていることも否めない。 逆に言え
ば、 自由教育論争研究を包括的にとらえることで、 論
点整理を行うことが求められている。

そこで、 以下では、 「はじめにjで言及した研究を
中心に、 これまでに蓄積されてきた先行研究を、 科学
対文学の二項対立図式とその他のニ項対立図式と区分
けしたうえで、 これまでに明かされてきた論点を整理
する。 なお、 本研究ノー トにおけるイギリスとは、 主
と し て イングランドのことを指す 。 また、liberal
educ ationの訳語については、自出教育やりベラノレ・エ
デュケ ー ションと慣習的に訳されてきたが、 本研究ノ
ー トでは、 自出教育に統一する。

1 . 科学対文学の二項対立留式にもとづく先行研究
「はじめにJで挙げた先行研究を時系列で見たとき

に、 もっとも古いものとして位置付けられる研究は、
ブル ーベッカ ーとパッツによるものである。 ブル ーベ
ッカ ーは、 1947年に出販したd History of the Prゆlems

of Education のなかで、自由教育を科学的な内容を含ん
だものへと構成し直した立場の代表者としてハ クスリ
ーの名前を挙げ、 その一方で、 古典文学が自由教育に
とってもっとも重要な内容を与えることを主張した立
場の代表者としてア ーノルドの名前を挙げた14。 向年
に、 パッツもd Cultural Hist01ァザ降·stern Education: Its 

Social and Intellectual Foundations のなかで、 科学教育
推進派とされるハ クスリーとスベンサーにとって、 も
っとも活発な論争相手がア ーノノレドで、あったと説き、
ブソレ ーベッカ ーと類似の指摘を行っている15

a

このような、 ハ クスリーとア ーノノレドの対立関係、
ひいては自由教育論争を科学対文学の二項対立図式で
とらえる見方に対して、前田博は、 「イギリス十九世紀
後半の全体の流れにおいてこの二人の教育思想家が占
める位置に関して、 誤解をひき起し易いJ1

6とし、 自
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由教育に関する、 ハ クスジ ーとア ーノルドの異需を整
理した。

話回の整理によれば、 偶者が理想、とする教育内容に
ついては、 ブル ーペッカ ーやパッツが指捕するほどの
隙たりはない。 ハ クスリーは 「私は真の文学教育の重
要さを疑ったり、 あるいはそれなしでも知的教養は完
全であり得ると考えたりは決してしない。 専ら科学的
な訓練は専ら文学的な誤練と同じように心のゆがみを
引き起すであろうJ17と述べ、 ア ーノノレドもまた、 「世
界において考えられ語られてきた最もよいものJ1

8の
なかには 「近代において自然の律大な観察者、 研究者
が考え語ってきたものj19も含まれるべきであると説
いた。 両者ともに教育内容としての科学と文学の重要
性を認めていたのである。

その一方で、 前出は、 教科としての科学と文学の相
対的価値については、 両者の簡に差異が見られたこと
を指摘する。前田によれば、 ハ クスリーが19世紀当時
における自然科学の藁要性の高まりを受けて、 科学教
育を教育の基礎とすべきと説いたのに対して、 ア ーノ

ノレドは、 人間本性の構成要素が、 行為の力、 知性と知
識の力、 英の力、 社会生活と習慣の力にあるとしたう
えで、科学が知性と知識の領域にとどまるのに対して、
文学によって知識を行動や美への本能へと結びつけら
れるため、 文学の価値に重きを置いた20

0

前回は、 持者のこの差異にもとづいて、 ハ クスリー

がf自由教育の『基礎』を科学におき、 近代的合理的
な人間の育成J21を自由教育の自諜と考えたのに対し
て、 ア ーノノレドは、 「個人の内面性に埼い、 人間の内面
性を豊かにし深めることJ22を居指していたと両者の
自由教育論を整理した。

前田による解釈、 つまり、 科学と文学の相対的価値
の不一致を認めつつも、 教育内容に関しては、 需者の
類似性を認める解釈に対して、 古榛和夫は、 改めて両
者の差異を強調した。 吉橋によれば、 ハ クスリーにと
って、 科学の陶冶倍値とは、 「真理を『事実J の中に求
めようとする探究的精神J23をもつようになることで
あり、 ア ーノノレドにとって、 文学の陶冶価値とは、 「人
類の精神的遺産である吉典古代の文学、 芸術への『参
加J、 人生にJ24関する市広い知識とその『理解』によ
る精神の内面的充実J25で、あった。 吉橋は、 両者が提
示した教育内容の表面上の一致によって、 この異なる



自由教育思想、が隠されたことを改めて強調した。

前田と古橋による研究は、 ハクスリーとア ーノノレド

の差異を強調するかどうかという点で立場がわかれる。

ただし、 科学と文学の異同という点から整理が行なわ

れている点において、 つまり科学と文学の関係から自

由教育論争を論じている点においては、 前田が批判し

たブノレーベッカーやパッツと陪じように、 開者による

研究は科学対文学の二項対立陣式のなかでともに行な

われていた。

このような論じ方は、 自由教育を援史的な視点から

検討した、 w. B. カーノカンや B. A. キンパノレの主張

のなかにも見てとることができる。 カーノカンは、 科

学と文学の対立を、 f近代派jと f古典派Jという 2

つの派閥の対立と見なした26
0 カー ノカンによれば、

「近代派jが、 「古びた知識を一揖し、より実用的な知

識を深めようJ27とすることで、 テクノロジーに重き

を置きがちなのに対して、過去に自を向けるf古典派j

は、 f近代派jとは脊用性の判断の尺度が異なり、理性

的な自己認識を重要視し、 「近代涼jが有用と認めるテ

クノロジーは物事を理解する一助に過ぎなかった28
0

また、 キンバノレは、 自由教青の歴史において、 「哲

学者（philosophers) Jと f弁論家（orators) Jとし、う 2

つの系譜があることを指摘した29
c キンパノレによれば、

f哲学者jの系譜の特徴は、 自由や知性、 合理性を強

調することにあり、 知識語体を追求することが究極の

目的とされる。 対照的に、 「弁論家jの系譜の特徴は、

く欝い市畏となることを目指して、 吉典的な

テキストをもとに訪11練を行うことにあり、 そこでは知

識をもとにして価髄や基準を規定することが議損され

る。 つまり、 キンパノレにとって 「哲学者jとは f知識

の追求Jを使命とする科学を推進する立場であり、 f弁

論家jとは 「知識の保存Jを使命とする文学を擁護す

る立場に棺当する。 キンパノレは、2 つの系譜が交立に

強調されて、自由教育の歴史が形成されてきたと説く。

ここまで概観してきたように、 自岳教育論争を科学

対文学の二項対立密式で見ることによって、 それぞれ

の学問分野の特徴から、 陶冶価値の違いや、 知識観の

違いなどが明らかにされてきた。 確かに、 科学対文学

の二項対立密式でとらえることで、 論者の立場が明確

になり、 自由教育論争がわかりやすく整理される。 し

かしながら、 わかりやすいがゆえに見落とされるもの
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があることも否定できない。 実際に、 単純化への危慎

を訴えかけるかのように、 科学対文学以外の二項対立

図式も見いだされてきた。次節では、竹熊耕一やR. ホ

ワイトによる研究を中心に、 他にどのようなこ項対立

図式が見いだされてきたのかを見てみよう。

2. その他のニ項対立図式にもとづく先行醗究

「はじめにjで言及したように、 竹熊耕一は、 科学

か文学かという論点に縛られることのなかったニ ュ ー

マンとミルの自由教育論を対比させながら論じている。

また、ホワイトは、ニ ュ ーマン、ミノレ、シジウィック、

ハクスリー、 ア ーノノレドの5人を取り上げて、 内在的

錨｛直とタト在的効果という観点から5人の自由教育論を

分析している。 以下では、 まず、 竹熊の解釈にもとづ

いて、 ニ ュ ーマンとミノレの主張を概観し、 その後、 ホ

ワイトの分析を見てみよう。

竹熊によれば、 ニ ュ ーマンは、 大学の本務が知性を

教育することにあると説き、 大学を実華社主義から切り

離して人間教育のための場所にすることを求めた30
0 

ニ ュ ーマンにとって、 知性の本質とは真理を認識する

際の暁察性にあり、 知性を磨くことによって、 知識を

より大きな知識の棒組みのなかに位置づけることが可

能になるとされた3＼竹熊は、 ニ ュ ーマンによる知性

のとらえ方を 「理論的な知性に止まらず、 それらを包

み込んだところの、 開かれた世界認識の態度J3
2と見

なした。 つまり、 それは f常に＜全体＞と＜ 関係＞の

中で、愚考する『哲学的』な態度J3
3を生み出すもので

あった。

竹熊は、 このような哲学的な思考習 ’墳を与えること

がニ ュ ー マンにとっての自由教育の理想、で、あったと説

く。 この理想、を実現するためには、 学問的知識を教授

する訓練が必要とされた。 竹熊によると、 ニ ュ ーマン

は、 学問的知識のために2つの条件を要求した。 それ

は、 リベラノレ（liberal) Jな性格であることと、 f普遍

的な知識（universal knowledge) Jとして教授されるこ

とで、あった。

竹熊によれば、 リベラノレな知識とは、 「知識のため

の知識、 すなわち真理探究のための純粋な自己目的的

活動として得られた知識J3
4で、

あった。 このリベラノレ

な 知 識 は 、 「 知 性 を完成へ 向 け て 『全般的 にJ

(generally）練磨するカJ35となる。 言い換えれば、 リ



ベラノレな知識によって、 知識を統一的にとらえること

が可能になるとされた。 対照的に、 f 有用な知識J

(useful knowledge）とは、 何かに役立つものであり、

知性の働きを押しとどめることとなる。 そのため、 知

識の有用性を求める実学的功利主義はニ ュ ーマンによ

って切り捨てられることとなる。 これらの主接を受け

て、 竹熊は、 ニ ュ ーマンによる自由教育の称揚が、 専

門的な教育や職業的な教育に対する疑義の提出であっ

たと解釈している。

また、 竹熊は、 もう一つの条件であるf普遍的な知

識jは、 ニ ュ ーマンの知識観に関わるものであったと

説く。 知性による知識の統一位を前提とするニ ュ ーマ

ンにとって、 知識はf一つの全体J (one whole）から

なるもので、あった。 この知識観にもとづくと、 どの学

関も棺瓦に補完し矯正し合い、 均衡が保たれることと

なる。竹熊によれば、 ニ ュ ーマンは、 「有機的に支え合

い連繋する諸学問の全体系を、 神の広大な知を反映す

る一つの『普遍的な知識JIJ3
6とみなしたのである。

ミノレは、 ニ ュ ーマンの主張とは対照的に、

自由教育の可能性を現実生活と結びつけていたと竹熊

は解釈する。 ミノレにとって、 大学の目的は、 法律家や

竪部を養成することではなく、 社会を進歩させたり、

文明を維持・発展させたりする担い手となる教養人を

養成することで、あった3＼そのためには、 健全な患考

の原理と原則によって訓練された知力（understanding) 

と、 精神的な生活と物質的な生活の尚吾における重要

な事実についての一般的知識（general knowledge）を

兼ねそなえていることが不可欠とされた。 これらのミ

ルの主張を受けて、 竹熊は、 ミルの自由教育論では、

知力と知識の酒養に力点が置かれていたと説く。

知力のための学習においては、 数学、 実験科学、 論

理学が重視される。 竹熊によれば、 ミノレにとっての教

義人とは、知識を単に受容するだけではなく、 r giらの

思考と判断によって確実な知識を算出する人J38であ

り、 これらの学問がもっ訓練的儲値の高さによって、

それは実現可能とされた。 具体的には、 数学において

は精鍛な論証を通じて、 物理学と化学を含む実験科学

においては綿密な観察である実験を通じて、 事実を発

見する方法を学び、 推論の過程を分析したり、 記述・

説明したりする論理学によって、 明鞍に思考すること

が可能になるとされた。竹熊は、ミノレのこのような 「知
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力j観は、 「論理的思考力の養成を中心とした形式陶冶

の見地J3
9に立つもので、 古典文法によって判断力や

記嬉力を訓練することは期待されていないと説く。

ただし、 古典は一般的知識の重要な部分を占めるこ

とになるとされた。 ミノレが説く一般的知識の領域は広

く、生理学や心理学、歴史学、法律学といったように、

人間や社会を取りあっかうさまざまな学賠が含まれる。

竹熊によれば、 ミノレにとっての古典は、 人障の本性や

行為に関する 「最も完成された経験的知識の宝庫J40で

あり、生きるための知恵の 「永遠の源泉J41で、あった。

竹熊の整理にもとづいて、 ニ ュ ーマンとミノレの自由

教育論をまとめると、 ニ ユ ｝マンの主張には、 神を前

提としたキリスト教徒としての思想が垣間見えるもの

の、 科学や文学といった学問分野からではなく、 自由

教育において求められる知識とはそもそも何なのか、

という観点から、 自由教育の理想的な教育内容を提示

している。 一方で、 ミノレの自由教育論においては、 知

識をどのように身につけるかという、 いわば知識がも

っ隣冶価値の方法知的な側面から数学、 実験科学、 論

どのような知識を身につけるかとい

う、 いわば内容知的な側面から、 古典を含む幅広い知

識が求められていた。

両者の聞にこうした差異が見られる一方で、 再者と

もにより包括的な自由教育を追求することによって、

科学と文学、 もしくは実学主義と人文主義の間にある

溝を埋めようとしていたとしづ共通点も見いだされる。

ニ ュ ーマンであれば、 知識の統一性によって、 ミノレで

あれば、 知力と知識の区別によって、 その実現が試み

られていたのである。竹熊が指摘したように、 「本来の

『リベラノレ』な教養の理想、jを回復する過程のなかに

科学と文学もともに位壁づけられることになった。

竹熊と同じように、 科学対文学の二項対立図式から

ではなく、 自出教育がもっ内在的価鑑と外在的効果か

ら分析を試みたのがホワイトの研究である。 ホワイト

は、 産業社会としての様相を一段と帯びることとなっ

た 19 世紀において、社会的な要求と自患教育の 「伝統

的な優先事項（the traditional priorities) Jがどのように

折り合いをつけるのか、 その過程を分析した。

分析に際して、 ホワイトは、 自由教育を、 知識の追

求を通じた、 精神の癌養（the cultivation of the mind) 

と定義する。 ホワイトによれば、 19 世紀のなかでも、



1850年以前は、 自出教育の内容の議論にとどまり、表
面的で実用的な議論に過ぎなかった。 一方で、1850年
以持は、 自由教育の観念（the idea ofliberal education) 
が姐上に載せられることとなった。 そこで、 当時を代

表する論者として、 ニ ュ ー マン、 ミノレ、 シジウィック、
ノ＼クスリー、 ア ー ノルドの5人を取り上げ5人の自由
教脊論のなかに見られる知識の善（good）としての｛員lj
語と力（power）としての側面に注視した。

は、 知識の内在的価値（包仕insic value) 
であり、 精神の質に関わるもので、あった。 一方で、 力
とは、 知識の外在的効果（extrinsic effects）を意味し、
社会的な儲僚や社会的な効果に関わるものとされた4\

ホワイトは、 この善と力が、 5 人の自由教育論のなか
でそれぞれにどのようなバランスを保っているのか、
その検討を行った43

0 

ホワイトの結論を先どりすれば、 善としての知識を
強課した論者としてニ ュ ーマンが位置づけられ、 その
対掻に、 カとしての知識を強調した論者としてハクス
リーが位置づけられた。 ミノレとシジウィック、 ア ー ノ
ノレドは、 替と力の両面を統合させることを試みた、 中
間的な立場にあるとされた。 このような位寵づけにど
のようにして主ったのか、 以下では、 ホワイトの分析
にもとづいて、 各論者の主張を概観してみよう。

ホワイトによると、 ニ ュ ーマンの自由教育論は5人
のなかで最初に現れただけではなく、 後の4人の自由
教育論にも影響力をもった。 それは、 功利主義者らの
主張に見られた、 外在的な効果や妥当性から自由教育
を擁護することを拒苔するものであり、 自由教育自体
の値伎を強調するもので、あった。竹熊も普及していた、

リベラノレな知識Jと 「有用な知識jについて、 ホワ
イトは前者を善としての知識、 後者を力としての知識
と解釈し、 後者については、 ニ ュ ーマンにとって前者
の部産物に過ぎないもので、あったと解釈した4＼ホワ
イトによれば、ニ ュ ーマンの白出教育論における、 「リ
ベラノレな知識jは、 職業訓練などには結果として役立
つだけであり、 自由教育の有益さと職業訓練の有益さ
は明確に区別される4\

善としての知識の仮lj簡を強諒した ニ ュ ー マンに対
して、功利主義の立場から、自由教育の社会的な錨催、
つまり力としての知識の重要性を強調したのがミルで
あった。 ニ ュ ーマンと比べると、 善と力の両側簡をよ
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り平等に扱い、 両側面を統合する知識のあり方を探っ
たのであり、 まさに人文主義と功利主義の統合が試み
られた46

0 善としての知識と力としての知識の統合に
よって、 自由教育の恩恵を偲人だけではなく、 社会も
受けることができると考えられていたのであり、 そこ
では個人の幸福と社会の幸福をいかにして接続するか
に意識が向けられていた4\

シジウィックは、 ミノレ同様に、 その自由教育論にお
としての知識と力としての知識を統合的に分析

し、より多様な自由教育を求めたとされる。なかでも、
シジウィックの問題意識は、 当時の学校や大学で優位
性を示していた古典諾や古典文学の錨値に向けられて
いた。ホワイトによれば、 シジウィックは、 科学か文
学かという二者択一には批判的であり、 科学と文学の
どちらも教育には必要と主張した。 一方で、 吉典語を
中心とする文学教育は、 教育的価値が過大評値されて
おり、 有用な知識からも君離している点を問題視し、
認識能力や推論能力の訓練となる科学教育の罷位性を
説いた480 

ホワイトは、 ミルやシジウィックが、 善としての知
識と力としての知識の間でバランスをとろうとしたの
に対して、 ハクスリーは、 功手当主義的で力としての知
識を強調したと説く。 ホワイトによれば、 ハクスリー

の自由教育論では、 有益であれば、 つまり力としての
側面が発聾されていれば、 その教青は自由とみなされ
る。 ハクスリーが人生をチェスのようなゲー ムとみな
し、そのノレールに相当する自然法員IJ (the laws of Nature) 
を知っているかどうかが人生の成功や幸せを左右する
と主張していたことを受けて、 ホワイトは、 ハクスリ
ーの自由教育論は、 人間が自然法員ljに支配されている
とし寸前提にもとづいており、 自由教青論における伝
統的な価値、 つまり善としての知識に言及することが
なかったと説いた490

一方で、 ハクスリーの論争相手で、あったア ー ノノレド
は、もっとも統合的な自由教育論を展開したとされる。
たとえば、『教養と無秩序』では、 ニ ュ ー マンと同じよ
うに、 告由教育の理念がもっ古典的な性格に言及し、
ミノレやハクスリー 以上に、 その社会的な側面からの重
要性を説いた。 なかでも、 教養を通じて、 古代ギリシ
ャの理想、とされるf完全性jを求めることで、 当時、
無秩序に陥っていた社会を救済することが毘指された。



「完全性jを追求するために、 教育内容としては、 古

典人文学を重視しつつも、 科学を含む幅広い科臣が要

求された。さらに、 「完全性jは個人だけで達成される

ものではなく、 社会を構成する人々の間で浸透するこ

とによって、 達成されるものとみなされた50
0

以上のような分析から、 ホワイトは、 先に見たよう

に、 普を強調した立場にニ ューマン、 力を強諒した立

場にハクスリーを位鷺づけ、 中間的な立場にミノレ、 シ

ジウッィク、 ア ー ノルドを位置づけた。 ただし、 ホワ

イトによると、 それぞれの論者の自由教育論のなかに

はいくつかの共通点も見いだされる。 まずは、 ハクス

リーを除いて、 古典的人文主義的な価値を認め、 善と

しての知識を正当化している点である。 次いで、 ニュ
ーマンを除いて、 社会的で功利主義的な優先権を認め

ており、 力としての知識が人間や社会を促進させるこ

とを認めている点である。 さらに、 3つめの共通点と

しては、 どの論者もカリキュラムを、 排他的な古典主

ることなく、 幅広いジェネラノレなものにすべき

であると説いた点である51 0

前節で概観した二項対立図式においては、 科学と

ひ
、
つけて考えられていた力としての知識と、 吉典や文

学と結びつけて考えられていた警としての知識は、 と

もすればどちらか一方が選択され片方が捨象される議

論に捕りがちで、あった。 対して、 ホワイトによる分析

においては、 善としての知識とカとしての知識をどち

らも含み込んだものとして、 自由教育がとらえられて

いた。 それは、 竹熊の分析に見られたように、 自由教

育論争を、 自由教育のあり方から間い誼すなかで、 科

学や文学を位置づけ蓋す試みとして解釈したものであ

ったとも言い換えられよう。

では、 竹熊やホワイトによる研究を、 前節で披観し

というこ項対立関式にもとづく自由教育

論争研究と重ね合わせると、19世紀イギリスの自由教

育論争における論点をどのように整理できるのだろう

か。 次節では、 竹熊やホワイトによる先行研究の論点

を整理したうえで、 その整理に科学対文学の二項対立

図式で見られる論点を重ね合わせてみよう。

3. 皇自教膏論研究における論点整理

自由教育論争における一つ告の論点としては、 個人

と社会の接続という点を挙げることができる。 ホワイ
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トの分析において、 ミルやア ー ノノレドの問題意識とし

ても見られたように、 善という内在的価値は、 偲人的

なものとみなされ、 力という外在的効果は、 社会的な

ものとみなされていた。 ミルであれば、 それは人文主

義（個人）と功利主義（社会）の統合として現れ、 ア
ー ノルドであれば、 「完全性jを傭人だけではなく、社

会の構成員全員が達成することが昌指されていた。 つ

まり、 借入の幸福と社会の幸福をいかに接続するのか

という点に注意の巨が向けられていたのである。

この錨人と社会の関係の内側には、 「知ることJと

「行うことJの関係も含まれている。 つまり、 知識を

個人が 「知ることJによって、 その倍人が社会でどの

ように 「行うことjになるのかも関われていた。

さらに、 そこで必要とされる知識の質と量に着目す

れば、 知識の 「広さJとf深さJの関係もまた論点と

して浮かび上がる。 ホワイトが5人の自出教育論者の

共通点のーっとしてあげていたように、 自由教育にお

いては、 教育内容として幅広いカリキュラム、 いわば

知識の 「広さjが支持されていた。 自出教育と知識の

「広さJの欝速は、 自出教育を歴史的な視点から検討

したロスプラットによっても指摘されている5＼つま

り、 認識価値と人格錨値の関係は、 知識の 「広さJと

「 深さjの関係と表裏一体のものであり、 知識の 「広

さjを 「知ることjによって、 知識の 「 深さJが必要

とされる専門性を発揮して 「行うことjをどのように

実現するのかが関われていたのである。

ここでの 「行うことjには、 専門性による社会での

実用的な側寵だけが含まれているわけではない。 実用

性を発揮するための土台となる道徳的な側冨も含まれ

ていた。たとえば、ニューマンやア ー ノノレドは、 「行う

ことjが強課されることによる非道徳北を危倶してい

た。 ニューマンであれば、 専門性によって視野が狭く

なることを心配し、 哲学的な知識によって、 物事を多

面的に見ることができるようになることを望んだ。 ア
ー ノルドであれば、 産業化によって独善的な考えが蔓

延し社会が無秩序になっていることを憂いて、 教養の

復権を試みた。 知識の 「広さjと 「 深さjの関係の背

後では、 実用性の強調による非道徳化にどのようにし

て対処するかも同時に関われていたのである。

さらに、 竹熊の整理を考慮すると、 知識の 「広さj

と 「 深さJの関係が単に関われていたわけではなく、



知識がし1かにして身につけられるかも関われていた。
竹熊が指識したように、 ニューマンが、 どのような知
識を身につけるかという点から哲学的知識の重要性を
強寵したのに対して、ミルはどのように知識を身につ
けるかという点から、 科学的な知識の重要性を強調し
た。 障者はともに、 自由教青のカリキュラムとしては
幅広い教育内容を求めながらも、 知識がもっ陶治｛高値
の内容知的側面と方法知的倒産のどちらに住意を傾け
るかという点で意見を異にした。 カリキュラムの表面
上では一致しながらも、 その内部では異なる論理が働
いていたのである。

これまでの考察をまとめると、 ①f個人jとf社会j
（ 内在的錨穂と外在的効果） の関係、 ②f知ることj
と 「行うことjの関係（「知ることJには、 内容知的領lj
語と方法知的側面が含まれ、 「行うことjには実用性と
道徳性が含まれる）、 ③知識の 「広さjとf深さJ（ 一

般性と専門性） の関係といったものが主な論点として
挙げられよう。 これらの論点を以下のような顕で仮説
的に表してみた。

図 1.自由教育論争の論点整理

この図では、 「個人jとf社会jの関係を自
論争における包括的な論点としたうえで、 その内部に
その他の論点が含まれるものとみなされている。 試み
に、 この思に科学対文学の二嘆対立図式を重ね合わせ
ると、 自由教脊論争とは、 各論者が、 科学や古典がそ
れぞれにもつ隣治価値に志じて、 この醤のなかにそれ
らの科目を位置づけようとする際に生じた論争で、あっ
たと読み解けよう。 言い換えれば、 それぞれの論点に
対して、 科学や古典を学ぶことがどのように貢献しう
るか、 たとえば、 科学的な知識が 「偶人jと 「社会J
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の接続にどのように寄与するのか、古典をf知ることj
がどのようにして「行うことjを導くのか、 といった
ことが関われていたのである。

4. おわりに

本研究ノ ートでは、 先行研究にもとづいて、 自由教
育論争の論点を整理し、その整理を仮説的に図化した。
もちろん、 本研究ノ ートで依拠した先行研究自体を批
判的にとらえる視点をもつことも不可欠である。 たと
えば、 力を強調した立場の極地にハ クスリーを驚いた
ホワイトの分析に対しては、 さ橋はその評儲が一面的
で、あったことを指摘している5＼ま
度化という観点から 19世紀イギリスにおける科学教
育を検討した磯崎哲夫も、 ハ クスリーが科学教育に①
一般教養的価値、 ②実用的錨鑑、 ③専門家養成の準嬬
教育としての錨値、 という3つの｛高値を認めていたこ
とを指摘している5＼吉矯や 磯崎によるこれらの指摘
を考慮すれば、 ホワイトによるハ クスリー解釈は限定
的であり、 その再考が求められていると言えよう。

自由教青論争研究の今後の展望としては、 先行研究
への批判的なまなざしを向けつつ、 本ノ ートで提示し
た図をブイノレタ ーとして各論者の自由教育論を分析す
ることと、 分析をもとにより精確なものへと図を洗練
させること、この2 点を相互作用的に行っていきたい。
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