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はじめに

明治初期から明治中期にかけての教育学理論は，庶物指教，開発主義，ヘルバ

ルト主義など教授方法を伴うかたちで取り入れられ，展開した。これら教育学理

論の導入は， ともすれば外来思想の場当たり的な摂取と見えるが，寺子屋や漢学

塾などでの教授方法しか持たなかった日本の初等教育が実物教授を重視する近代

教授法を摂取する際に辿らなければならなかった試行錯誤の過程であるとも言え

よう。日本において教育学説が整備される過程も，実物教授など近代教授法の理

解に関わって検討する必要がある。

先行研究では，庶物指教から開発主義へと理論が変化するなかで，実物教授法

への理解が段階的に深まっていく様子が示されている。 「日本近代教育百年史」

は庶物指教や問答科が近代教授法の摂取にとって重要であったと指摘しているが，

同時に庶物指教が教授法の上で大きな問題があったと指摘している。庶物指教や

問答科は「本来のねらいを全く忘却して紋切型の問と答を暗唱させるという教授

法に堕していたj!のである｡東京師範学校をセンターとして普及した問答法や庶

物指教が｢真の意味の実物教授j'となるのは高嶺秀夫が明治11年にアメリカから

帰国して開発主義を唱道してからのこととされる。しかし，庶物指教がなぜ「本

来のねらい」を忘却したのか，開発主義がなぜ「真の意味の実物教授」を実現し

得たのか，両者の理論に即した理由は提示されていない。先行研究では，実物で
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はな<掛図を用いたり形式的な問答の暗記に終始する様が問題点として挙げられ

ているが，それらは一つの現象に過ぎない。本質的な問題は稲垣忠彦が検討した

ように｢科学の成果と認識との内的連関性j'にあると思われる。

本論の目的の一つは，庶物指教が形式に堕したにも関わらず開発主義が「真の

意味の実物教授」を実現し得た理論的な理由を明らかにすることである。このよ

うな問題を検討する上で本論が注目するのは，実物教授を重視すると言った際，

それがどのような理由で重視されているかという意義づけである。理論体系全体

の中での実物教授の位置づけを検討することにより， 「科学の成果と認識との内

的連関性」を検査することができる。本論が具体的な検証の際に「帰納」や「演

繰」という概念に注目するのは， この概念がいかに理解されているか，それが実

物教授とどのような理論的関係にあるかを検討することにより，科学認識と実物

教授との内的連関性を明らかにすることができるからである。教育学理論におい

て実物教授の持つ意味は,理論の中で「帰納」「演鐸」という概念がどのように

理解され，位置づけられているかによって大きく変化する。 「帰納」「演鐸」とい

う概念の変容過程を追うことにより，庶物指教と開発主義の理論的な相違が明確

になる。

さらに本論は開発主義からへルバルト主義への理論の変化を，教授法が整備さ

れる過程に注目しながら検討する。その際の具体的な検証においても「帰納」「演

鐸」は鍵となる概念である。開発主義の段階では「帰納」「演鐸」は人間の認識

能力の発達過程一般を記述する心理学あるいは論理学の用語であって，教授過程

を説明する際には用いられなかった。いつぽうへルバルト主義は，教授過程を説

明する概念として「帰納」「演鐸」を使用していく。本論は，開発主義における

心理学用語としての「帰納」「演鐸」とヘルバルト主義における教育学用語とし

ての「帰納」「演鐸」の間の連続性と断続性に着目しつつ，明治20年代前半に摂

取されたヘルバルト主義の性格を明らかにする。本論では，開発主義によって心

理学の概念として導入された「帰納」「演縄」がヘルバルト主義によって教授過

程を記述する教育学の概念へと適用されるところまでを検討し，庶物指教，開発

主義，ヘルバルト主義と変容する教育学説の変化の筋道の一端を明らかにしたい。
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1 ．開発主義以前：科学認識と実物教授の内的連関の不在

表1は，明治初期から中期にかけての主な教育学理論書，教授法書などに， 「帰

納」と「演鐸」という言葉が何回登場したかを計数したものである。まず明治初

期の教授法書にまったく 「帰納」と「演鐸」という言葉が使用されていないこと
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が解る。そして明治15年に伊澤修二『教育学』が使用して以後，教育学書の中に

｢帰納」「演鐸」という用語が頻繁に登場し，むしろ使用しない本のほうが稀であ

ることが解る。伊澤『教育学」が一つの画期であることが確認される。

「帰納／演鐸」が明治中期以降の教育学にとって重要な概念だったことは，明

治期の文部省教員検定試験の教育科試験問題に頻繁に出題されていることから理
41

解できる。列挙すれば， 「抽象帰納演鐸発明想像等の作用を講述せよ」 （明治21年

第4回)， 「帰納的論理法の重要なる法則を記し例を挙げて之を証明せよ」 （明治25

年第6回)， 「思想の二大法と三段論法の法則との関係如何」 （明治27年第8回)，

｢帰納推理に関して注意すべき要点は如何」 （明治28年第9回)， 「論理学上比論

(洋名に類推と呼ぶ） と帰納との別に就きて例解せよ」 （明治30年第11回)， 「演鐸

推理及び帰納推理を説き，其教授上の適用を実例によりて記せ」 （明治38年第19

回)， 「帰納推理の原理を説き，該法の主張せられたる以来，其教育上に及ぼせる

影響を挙げよ」 （明治39年第20回), 「科学研究上，演鐸法及帰納法の価値如何」
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(明治41年第22回), 「類推と帰納法との区別を例を挙げて説明せよ」 （明治42年第

23回）など，明治期を通じてこの概念が教育学の基礎教養とされていた様子がわ
5）

かる・

伊澤「教育学」以前の教育学関係書籍においては， 「帰納」や「演鐸」という

概念がまったく使用されていない。その段階では「科学の成果と認識との内的連

関性」を示す表現はほとんど見いだせず，その意味で「実物教授の真の意味」が

理解されていなかったと言える。たとえば明治9年の『学室要論」は「教授法ノ
6）

論二先ツ実物ヲ示シテ弁解スルヲ以テ要卜ナス」と実物教授を支持しているが，

その理由は単に「記憶力」を強める効果があるとするだけで，科学認識と実物教

授との内的連関性を確認することはできない。 「塞児敦氏庶物指教」や「加爾均

氏庶物指教」など庶物指教を表題に掲げる教授書においても，実物の教授を重要

視することには変わりないが，なぜ実物を重視するかの理由は明確に示されず，

科学認識と庶物指教との内的連関性を見ることはできない。

この時期において科学認識と実物教授の関連についての言及を例外的に認める

ことができるのは，箕作麟祥訳「学校通論」である。 「学校通論」は「経験二原
7）

ク学術ノ効ハ各般ノ事実ヨリ其大理二及ホシ以テ之ヲ推定スルニ在り」と述べ，
8》

｢末ヨリ本二及ホス」や「本ヨリ末二及ホス」という訳語で「帰納」「演縄」とい

う概念を説明した上で， 「下等小学校二於テ教ユル科目中ノ最モ重立チタル者ハ

物体教導j'とする｡単に実物を教授することを重視するのではなく， 「物体教導」

が「末ヨリ本二及ホス学科」のための基礎となることを踏まえた上で，それが

｢各般ノ事実ヨリ其大理」に至るという経験科学の原則と関連づけられている。し

かしここに見られた帰納的科学観は例外的と言える。たとえば同様に箕作が翻訳

した『百科全書教導説」も実物教授を重んじる態度は一貫しているが，その理由

は単に「凡ソ児童ハ実物ヲ指示セザル教ハ之ヲ了解スル常二難ク自カラ実物上二

就キ解シ得ント欲スル者ナレバ思フニ彼顕示ノ法ハ之ヲ児童ノ為メ最大ノ資益ア
10）

ル者ト為ス可シ」とされるだけで， 「学校通論』に見られた科学と実物教授の内

的連関を確認することはできない。
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2．論理学用語としての「帰納」「演緯」と伊澤修二による教育

学への導入

「帰納／演鐸」は論理学が中心的に扱う概念だが，論理学が日本に導入される

際の特徴として，明治後半よりも前半のほうが盛んであり，そして「哲学者以外
11〉

の学者および実際家にとっていっそう大きな関心を持たれた」とされている。こ

の指摘のように実際的学問である教育学が「帰納／演縄」に大きな関心を寄せて

いたことは，前述した文検の試験問題から明らかである。もともと「帰納」及び

｢演鐸」という用語は，明治6年に西周が日本語に翻訳したとされている。西は
オプセルウエーシウン エキスベリエンス プルーウ

｢学術」の方法として「視 察」 「経験」「試験」が重要だとした上で， 「鏡
デダクシウン

近の学術においてもっとも要領となすべき方法は，識究の際に演縄の法と
インダクシウン

帰納の法とを用うるに意をいたすべきことなり」とし， 「事実を一貫の真理に

帰納し， またこの真理を序で，前後本末を掲げ，著して一の模範となしたるもの
サイーンス 12）

を学という」と述べた。このように西は学(science)にとって「帰納／演

鐸」という概念の持つ意味を把握していたが，その概念を教育学において駆使し
13）

始めたのはアメリカ留学から帰国した後の伊澤修二と高嶺秀夫である。特に伊澤

｢教育学｣に関しては｢伊澤はその訳語を西の訳業によっているi'と指摘されて

いる。以下，伊澤と高嶺の論理構成において「帰納／演鐸」がどのように位置づ

き説明されているか， またそれらの概念が実物教授とどのような関係にあるかを

検討する。

伊澤修二『教育学」はまず教育の領域を「精神上／肉体上」に二分し， 「精神

上ノ教育即チ心力ヲ育成スルハ心理学ノ論スル所ニシテ其目的タルヤ各種ノ心力

発育ノ方法秩序ヲ窮ムルニ在ル」と心理学の意義を強調し， さらに精神上の教育
15）

を「知育／徳育」に二分した。そして知育の章は「直覚力」→「表現力」→「再

現力」→「省察力」の順序で構成され， さらに省察力の中身は「反射即チ思想」

→「概念」→「弁決」→「論弁」の順番で構成されている。実物教授の重要性は

この知育の構成のうちの「表現力」の項で説かれている。伊澤は「人ノ知識ハ其

初メ外物ヨリ来ル外物ヲ知覚スルハ感覚器ニヨラサル可ラス外覚性ハ諸心力中最

初二旺盛ナルモノナリ故二外覚性ノ教養ハ幼時二於テ最緊要トス其教養ノ法ハ諸

種ノ物性二接セシムルニ在り諸種ノ物性二接セシムルハ実物教授二非レハ能ハス
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16）

是し実物教授ノ幼時ノ教育二緊要ナル所以ナリ」と説明しているが， この伊澤の

構成と説明が庶物指教の段階と大きく異なるのは，実物教授が知育の体系性の中

に位置付いて説明されている点である。

「帰納論弁」と「演鐸論弁」は，知育の最終段階である「省察力」における「論

弁」の部分で説明される。帰納論弁は「同種ノ事物数個ヲ観察シ普有ノー性質ヲ

具スルヲ見テ其性質ハ其種ノ事物皆ナ必ス之ヲ具スルモノナリト考定スルニ在
17）

ル」とされ，演鐸論弁は「一ノ通法ニヨリ其下二属スル所ノ諸般ノ事物ヲ推論測

定スルモノニシテ或ハ之ヲ－ノ全体ヨリ諸部分二推及スルノ法ナリト云フモ可ナ
18）

リ」と説明される。この「省察力」の説明は庶物指教の段階では見られなかった

ものであり，伊澤以前と以降の論理を明確に区分するものである。そして「省察

力」の項目で説明される中身は「帰納//演鐸」という概念であり， この概念が用

いられているかどうかが理論の発展段階を示す一つの指標となる。

さらに重要なのは，実物教授と「帰納／演鐸」という概念が両者とも知育の体

系の中に位置づけられつつ説明され，両者の間に明らかな体系的連関性を見るこ

とができるようになる点である。表lで確認したように伊澤「教育学」は「帰

納／演鐸」という用語の使用頻度において画期となっているが，単に用語の問題

ではなく，実物教授の位置づけに関わって前時代から大きく変化しているのであ

る。

3．高嶺秀夫における「帰納／演緯」の理解

伊澤に見られたような心理学の体系の中における実物教授と「帰納／演鐸」と

いう概念の連関性は，高嶺が訳した「教育新論」にも認められる。 「教育新論j

も教育の分野を「知育//徳育／体育」に三分割した上で，知育の領域では心力の

発達が「知覚力」 「想像力」「推論力」「弁決力」「比較力」「概念力」という心理

学の用語で説明される。そして伊澤と同様，実物教授と「帰納／演鐸」という概

念はこの心理学の体系の中に位置付いており，両者の関連性を見ることができる。

実物課と「帰納」や「演鐸」という概念との関係は， 「帰納法二因テ発明シタル

理法ハ証明ヲ要スルコトアルベシ，又演鐸法二於テモ此理法ヲ新奇ノ事情ニ広ク

応用スルコトヲ要スルコトアルベシ。此ノ両様ノ事情二於テハ必調査ヲ尽シテ遂
19）

二単元ノ事実ニ達スベキナリ，是し即実物課ヲ含蓄スルモノト謂フベシ｡」と，直
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接に言及されている。

さらに注目されるのは，実物教授が教育の初期にのみ意味を持つものだと，そ

の効果の限界が示されていることである。 『教育新論」は「実物教授ノ限界」と

いう小見出しを掲げ， ここで「心意訓練ノ終局ノ成果ハ，形而上ノ知識ニ達シ無

形ノ関係及原則ヲ処理スルコトヲ得ルー在り」とした上で，実物課は教育の初歩

には重要だが，省察力の段階に至ったら「知識ハ唯間接二実物課ノ補助ヲ受クル
麺）

ノミ」と説明している。実物課の効果を限定し，認識における位置を明確にした

点で， 『教育新論』はそれ以前の庶物指教とは一線を画している。開発主義は教

授に実物を用いる効果を単に知るだけでなく，教育全体の体系のなかでその効果

の限定性をも理解するに至った。伊澤においても実物教授の効果が説かれるのは

知育の構成の中で二段階目に位置付く 「表現力」の項目であり，知育はそこから

さらに進んで「省察力」にまで至ると説明されているのであって，教育が実物教

授で終わるとされていない点が前時代の庶物指教と全く異なる論理的な要点であ

る。

この高嶺の訳は明治18年に成っているが， 「帰納」「演鐸」といった用語は明治

15年の段階で使用されていたと思われる。東京師範学校は明治15年に師範学科取

調員を募集しており，そこに参加した森岩太郎が高嶺からジョホノット教育学を

学び，岡山師範学校に赴任した後の明治16年に「教育新論」を出版している。そ

の「教育新論』では「帰納／演鐸」は「各個ノ事物ヨリー般二推及スルヲ帰納推
21）

理ト云ヒー股ヨリ各個ノ事実二及スヲ演鐸推理ト云う」と定義されている。さら

に，心力が「表現力」→「再現力即記憶力」→「省察力」の順番に発達するこ
露）

と， 「五感ヲ練習シ之ヲ鋭敏ナラシムルハ秩然ダル実物教授二拠ル可シ」と実物

教授を重要視する点など，高嶺の訳と比較して相当簡略になっているものの「帰

納」「演鐸」と実物教授に関して要所は押さえられている。このことから，明治

15年の師範学科取調員に対する指導の中で高嶺が「帰納／演鐸」という概念を使

用していたことが推測される。

このように，伊澤と高嶺は明治15年頃には「帰納／演鐸」の概念を把握し，心

理学に基づいて知育の発達の最終過程に位置づける一方，実物教授もその体系の

中に位置づける理解を示している。実物教授はこのように知育の全過程の中に位

置づけられ，効果が限定されることで，はじめてその持つ意味が明らかになる。
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｢真の実物教授」を実現するための理論的基盤が伊澤と高嶺に至って整備された

と言えよう。この理解は明治20年代半ばまで教育学理論の標準となり，以後の教

育学理論書は伊澤と高嶺に倣って，ほぼ例外なく書中で「帰納／演鐸」という概

念の説明を行うようになる。

4．伊澤・高嶺以後の「帰納」「演緯」と実物教授に対する理解

明治10年代後半から20年代半ばにかけての教育学理論書がほぼ例外なく 「帰

納」「演鐸」という概念を使用するようになるのは，表1から明らかである。文

検の問題で「帰納／演鐸」という概念が頻繁に出題されるため，教育学の概説書

で必ず扱われるという事情があったことも推測される。ただ全ての理論がまった

く同じ構成を採るわけではないので，いくつかのバリエーションを確認しておく。

生駒恭人は，知育を「観察」→「想像」→「記憶」→「判決」→「推論」の順

番に櫛成している。 「観察」の段階はさらに「知覚」と「概念」に分けられ， 「知
型）

覚」においてはペスタロッチが引用された上で「実物教授」の重要性が説かれる。

最終段階の「推論」においては， 「推論カノ最緊要ナルモノヲ帰納法，演鐸法卜
21）

ナス」とされ，帰納と演鐸がどのような作用かが説明されて知育の解説が終わる。

渋江保は，知育を「観察」→「記憶」→「想像」→「断定」→「推理」の順番

で構成している。最初の「観察」では「単に書籍のみに依頼することなく，可及
室）

的直接に事実を観察せざるべからず」とされ，実物の教授の重要性が説かれる。

そして最終段階の「推理」を「包意推理」と「明言推理」の二つに分けた上で

｢明言推理はその作用の如何に由りて之を演鐸推理即ち演鐸法及帰納推理即ち帰
濁）

納法の二種に分つ｡」としてその概念を説明し，知育の項を終える。

能勢栄は，知育を「感覚」→「知覚」→「想像」→「概念」→「断定」→「推
酎）

理」の順番に構成する。そして実物教授は「感覚」と「知覚」の段階，つまり知

育の最初期に適用される手続きとされる。そして最終段階の「推理」において
湧）

｢推理の作用に帰納と演鐸との二種あり」とし，その概念を説明して知育の項を

終える。

以上， 「記憶」と「想像」の順序， 「推論」の中に帰納と演鐸以外の推論形式を

含めるかなどいくつかの点が論者によって異なっていることが解る。ただ， 「観

察」など五感に関わる実物教授を知育の入り口に置き， 「推論」を最終段階に置
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くという様式は共通している。重要なのは，全ての理論書があくまでも実物教授

を推論に至るための知育の起点とし，実物教授で何もかもが終わるとはしていな

い点である。能勢栄は「直覚ト云う語ヲ最制限セル意味二解シ，之ヲ官能ノ知覚

卜同意味ノコト、見ルトキハ，直覚ハ実物指教ノ発現スル基ヒトナルモノナリ。

(中略）直覚ヲ此ノ意味二解セバ，之ヲ－個ノ方法，即帰納法ノ起点ト云フハ可
弱）

ナレドモ，直覚其ノモノガー個ノ方法ヲ構成スルトハ云うベカラザルナリ」と，

直覚が帰納法の手続きの最初の段階であることを強調している。庶物指教の段階

に存在しなかったのはこの認識と理論である。実物教授が心力発達のどの段階に

位置付くかを明確に認識せず，その効果の限界が理解されない場合，不必要に実

物教授が拡大適用され，問答法が形式に終始するのも無理はないと思われる。「帰

納」や「演鐸」という概念を消化し，実物教授を理論の中に位置づけ得た点で，

庶物指教から開発主義への発展が明確に見いだされる。

5． 『改正教授術』における「帰納／演鐸」の理解と，谷本富

による批判

「帰納／演鐸」という概念は伊澤と高嶺によって教育学に導入され，実物教授

の意義を明らかにし，教育学における基本的な概念となった。ところが高嶺らの

理論を教授法へ具体化したとされる白井毅・若林虎三郎「改正教授術」は，表1

に見るように「帰納」「演鐸」という用語を一回も使用していない。ただし， 『改
釦）

正教授術』の冒頭に掲げられた九カ条の「教授ノ主義」の9番目は「先ヅ総合シ

後分解スベシ」とされており， この文言は実質的に「先ヅ帰納シ後演縄スベシ」

と解釈できるものである。高嶺秀夫は「総合」という用語を「帰納」と同意義に

使用し，同様に「分解」という用語を「演鐸」と同意義に使用しているからであ

る。高嶺訳『教育新論」では「客観法」「主観法」という用語で「帰納／演鐸」

という概念を説明しており， さらに「客観法」を「此ノ法ハ集合シテ群ヲ作ル故
3】）

二総合法ナリ，此ノ法ハ終二理法原則ニ達ス故二帰納法ナリ」とし， 「主観法」

を「題目ヲ区分スルガ故二分解法ナリ，理法或ハ定義ヨリ来ルガ故二演鐸法ナ
堂）

リ」とした。つまり高嶺の理論においては，客観法＝総合法＝帰納法であり，主

観法＝分解法＝演鐸法となる。 「改正教授術』に掲げられた「先ヅ総合シ後分解

スベシ」という主義は，高嶺の論理に照らせば帰納→演鐸という手続きを意味し
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ている。

ところがこの「改正教授術」の「先ヅ総合シ後分解スベシ」という文言が，ヘ

ルバルト主義を唱道していた時期の谷本富によって批判される。谷本は開発主義

の九カ条の教授の主義に触れ， 「先つ総合して後ち分解すべしとのことも，一応

は有理の言ながら，吾人の教授するや必す総合を先にする者にあらす。却りて

婁々分解して，而して後ち総合するを可とすることあり。特に教授は一物より一

般に及ぶべしとせは，一見宛も先つ総合より始むるに似たれども，実は却りて分

解より始むるにあらすや」や「(ペスタロツチーは：筆者）教授は先つ総合して

而後ち分析せよと云へり。この規則不完全にして誤解を生するの憂あり」と批判

した。

この谷本の批判は，明治10年代後半から20年代前半にかけて「総合」「分解」

という概念に加えられた批判との関係で理解される。たとえば明治18年に訳され

た『倍因氏教育学』は， 「総合／分解」という用語に対して痛烈な批判を加えて

いる。ベインは「分解法並二総合法コノニツノ名辞ハ教師等ノ婁々見聞スル所ナ
麺）

レトモ， コノ意ヲ審ニセルモノハ未ダコレアラザルナリ」と語義が不明確なこと

を指摘した上で， 「総合トハ云ハズシテ演鐸ト称スルコソ望マシケレ」と， 「総合」

の代わりに「演鐸」という概念を使用すべきことを主張した。同様に能勢栄が訳

したコンペーレ『根氏教授法jにも「吾人ハ総合及ビ分解ト云フニ語ヨリ尚悪シ

ク解釈セラレタル語アルヲ知ラズ，或ハ其ノ誤用ノ為二其ノ意味ヲ不明ナラシメ

タルモノモ此ノ語ヨリ甚シキモノアルヲ知ラザルナリ。サレバ予ハ此ノー語ヲ教
34）

育学上ノ用語中ヨリ除去セラル、コトアルモ之二悲嘆ヲ感ゼザルベシ」という激

しい批判が見られる。さらにコンペーレは「分解総合ノー語ヲ教育学上二導キ入

ル、コトヲ悪シ、トスベキ明白ナル証拠ト云フハ各学者ガ是等ノ言表ノ使用二関

シテ，一定ノ理解ヲ有セザルノ事実是ナリ。即或ル人ガ総合ト名クル所ヲ，他ノ
弱》

人ハ分解ト呼ビ，或ル人ガ分解ト云う所ヲ，他ノ人ハ総合卜云フガ如シ」と批判

したが， この批判は伊澤と高嶺が「総合／分解」という用語を正反対に使用して

いる状況を正確に言い当てていた。

高嶺は客観法＝総合法＝帰納法，主観法＝分解法＝演鐸法と理解し，総合→分

解の順序を示した。 『改正教授術』の「先ヅ総合シ後分解スベシ」という教授の

主義は， この理論の上で理解できる。しかし伊澤修二は高嶺とは正反対に分解→
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総合の順序を示した。伊澤「教育学」によると， 「分解」とは「繁錯ナル全体ヲ

別チテ成分ノ諸原子二帰スル所ノ心力ノ動作」であり， 「総合」とは「繁錯ナル

全体ヲ成ス所ノ諸種ノ原子ヲ合同シテ考フル所ノ心力ノ動作」であり，両者の関
託）

係は「凡ソ総合ノ成ルハ必ス分解ヲ経テ而シテ後二非レハ能ハス」とされる。つ

まり，高嶺と伊澤は「総合」と「分解」の順序について正反対の見解を示してい

たのである。

伊澤と高嶺の間で棚鰭が見られるだけでなく，当時の教育学書の中でも「総

合／分解」に関する見解は一致していなかった。たとえば高嶺と同様に総合＝帰

納，分解＝演鐸とする論理は，他に今泉源一郎『尋常小学教授学略説』 （明治20

年)，国府寺新作「教育学講義』 （明治22年)，同『普通教育学」 （明治24年）があ

る。しかし高嶺とは正反対に総合＝演鐸，分解＝帰納とする理論として，たとえ

ば有賀長雄訳・リンドネル「麟氏教授学」 （明治21年)，久保田貞則『教育学」

(明治24年)，松尾貞次郎訳・ローゼンクランツ「魯氏教育哲学』 （明治24年)，白

井毅「教授新案」 （明治24年）などがある。谷本富はこのような状況において「改

正教授術』の「先ヅ総合シ後分解スベシ」という文言を批判した。

そしてヘルバルト主義は， 「総合／分解」「帰納／演鐸」という概念を新しい文

脈で使用し始める。

6．ヘルバルト主義における「帰納」「演鐸」概念の変化

開発主義において， 「帰納／演鐸」は心理学の概念であった。この概念を教授

過程の説明に適用し，教育学の用語にしたのがへルバルト主義である。

ヘルバルト主義における「帰納／演鐸」の位置づけについて， まず後の評価か

ら確認しておく。昭和7年発行の『入澤教育辞典」の「帰納」の項目は， 「個々

特殊のものより一般的なものに至るを云ふ･ヘルバルトの形式的段階中提示，比

較，概括即ち彼によって教授の醇正と称せられる過程は小なる集団を積んで統一

に達するもので，之は帰納である，応用の段階は教授の分節的作用で演鐸であ
37）

る｡」とされている。 「帰納／演鐸」という概念は教授過程の説明に用いられてい

る。

阿部重孝もへルバルト学派の五段階教授を評して「最初の四段は帰納的過程で

ありまして（中略）真理や法則の発見に導くものでありますが，第五段の応用は
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演鐸過程でありまして，新に作られた観念系統の活用を練習させるのでありま
麺）

す」とする一方， 「吾々が知覚判断をなす場合には，分析及び総合の二つの段階

のあることを指摘して置きました。この心理的原則を教授過程に応用したものが

所謂帰納的・演繰的方法Inductive-de-ductivemethodでありますが， この方法を

導き出したのはヘルバルトでありまして，彼の教授法に対する貢献は実際教授を
羽）

なす場合に於いてふむべき段階を定めたことであります」と評価している。阿部

は「総合／分解」を「心理的原則」の用語として， 「帰納／演鐸」を「教授過程」

の用語として使用している。昭和初期の教育学において「帰納／演鐸」は教授過

程を説明する概念となっており， さらにヘルバルトの業繍と関連して理解されて

いる。以下，ヘルバルト主義によって「帰納／演鐸」が教授過程を説明する概念

へと変化する様子を，開発主義理論との連続性と断絶性に注目しながら検討す

る。

ヘルバルト主義が流行するのは明治20年代後半とされているが，本格的な摂取

は明治20年代前半から始まっていた。たとえば明治21年の有賀長雄訳「麟氏教授

学」はヘルバルト主義導入の先駆けとして注目されている。しかしその心理学の

記述には開発主義からの連続性が認められる。たとえば， 「総念，断定，及ビ結

論ハ思念ノ根元型式ニシテ，凡ソ人類ノ思慮スル所此ノ三者ノ範囲ヲ出ヅル無
⑩）

シ」という心理学主義に立って， 「総念」→「断定」→「結論」という順序によ

って知力発達の過程を記述する構成は，用語こそ違え伊澤修二の「直覚力」→

｢表現力」→「再現力」→「省察力」という心力発達の叙述形式と同じ構成であ

り，明治20年代後半のヘルバルト主義が説く表象心理学とは異なるものである。

｢帰納」という概念自体に対する理解も開発主義を踏襲している。有賀は「特殊

ヨリ普遍二進ムノ法即チ例ヨリ規則二進ミ，直覚ヨリ観念二進ミ，一個ノ場合ヨ

リー般ノ理法二進ミ，結果ヨリ理由二進ム者ナリ，之ヲ分析法又ハ帰納法ト称
41）

ス」と訳し， さらに「初等ノ教授二於テハ分析作用ヲ用テ適当ナリトス，何トナ

レバ此ノ法二於テハ幼児ノ経験二連結セシメンコトヲ勉ムル者ニシテ，幼児ノ経
裡）

験ハ必ズ常二直覚物即チー個ノ場合ヨリ成り立テバナリ」として，実物教授を

｢分析」という概念と関連させて位置づけている。 「帰納」の定義と心理学体系の

なかでの位置づけ， 「帰納」と実物教授との関係について，開発主義理論と変わ
⑬）

るところはまったくない。
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同様の連続性は，大瀬甚太郎の議論にも見ることができる。ヘルバルト主義教

育学説を綜合したものとされている大瀬甚太郎「教育学』 （明治24年）は，教育

の分野を「身体的教育／精神的教育」に分け， さらに精神的教育を「知育／徳

育」に分割し， さらに知育を「直覚ノ階級」→「心現ノ階級」→「思考ノ階級」
“〉

という順序で説明している。この記述は明らかに開発主義の證理を踏襲している。

さらに「思考ノ階級」の項目において「帰納／演鐸」の作用を解説し， 「理解力

ヲ発育セシムルノ目的ハ推論ノ此ノー途二於テ心ヲ訓練シ，双方ヲシテ互二相扶

助セシムルニアリ」として「演鐸法ハ帰納法ヲ前置トシ，且其扶助ヲ得テ論証ヲ

全クシ，帰納法ハ亦タ演鐸法ノ助ヲ受ケ，益々汎概ノ理ヲ求メ得ルモノニシテ，

両者ノ執レヨリ進ムモ互二相扶助セザレバ，完全活発ナル知識ヲ得ルー至ルコト

難シ･是し科学ノ種々ノ課目ニツキ見ル所ノ事実ニシテ，教授上特二注意ヲ要ス
衝）

ルノ点ナリ」とする論理構成は，開発主義期の理論と変わりがない。
“）

開発主義との違いで注目されるのは， 『麟氏教授学」が「教授学論理上予習」
47）

と「教授学本部」の二部構成をとり，大瀬も「知育徳育体育」を説明した後で

｢教授汎論」を説くという段階的な構成を採用している点である。 「麟氏教授学」

は「帰納／演鐸」という概念を「授業法」の説明で使用する前に， 「教授学論理

上予習」の部で丹念に解説しているが，その中身は開発主義で説かれている「知

育」とまったく同じ構成である。つまり 「麟氏教授学』は，開発主義が「知育」

として記述した中身を予め習った基礎知識とした上で， 「教授学本部」において

｢授業法」を展開するという構成をとっている。逆に言えば， 『麟氏教授学』にと

って開発主義理論の「知育」の中身は「教授学論理上予習」に過ぎない。 『麟氏

教授学」は， 「教授学本部」で「授業法」を「(一）事物分析即チ説明作用（二）

事物保合即チ拡張作用（三）思想分析即チ帰納作用（四）思想保合即チ演鐸作

用1'の4種に分解し,それぞれが具体的にどのような教授場面で適用されるかを
詳述している。 「教授学論理上予習」で説明された概念が， 「教授学本部」で具体

的な場面に適用されるわけである。大瀬も同様に， 「智育」の項で「帰納／演鐸」

の予備的な解説を行った後， 「教授汎論」の項目で改めて「学科ヲ整備スルニツ

キ其方法二数種アリ」として， 「帰納法」「演鐸法」「分析的方法」「接合的方法」

の4つの教授法を列挙して説明している。「帰納／演鐸」概念の心理学的あるい

は論理学的な説明と，その概念を具体的な教授場面へ適用する記述が，教育学理
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論の構成の上で分離したのである。

ただし有賀や大瀬の言う4種の授業法は教材の特質に対応した類別であって，

時系列に並べたものではない。五段階教授への言及も見られず，教授過程を説明

する概念とはなっていない。この点が明治20年代後半以降のヘルバルト主義との

顕著な違いである。明治30年になると，ヘルバルト主義は五段階教授の説明に

｢帰納／演鐸」概念を適用するようになっている。槇山栄次は「教授ハ教材ノ性

質ト生徒ノ程度トー従上，時トシテハ分解若クハ保合二依ルコトアルベク，又時

トシテハ帰納若クハ演鐸二依ルコトアルベシ。然しドモ心意自然ノ順序二従フト

キハ，始メニ分解シ，次二保合シ，第三二帰納ヲ用上，第四二演鐸二依ル以テ適

当ナリトス｡此ﾉ適当ﾅﾙ順序二基ヅｷ教授ﾉ進路ｦ分割ｼﾃ五段ﾄｽy)と説明
した。槇山は有賀や大瀬が示した4種の教授法を「心意自然ノ順序」から時系列

に並べ，それを五段階教授との関係で理解したのである。このように教授過程を

｢帰納／演鐸」という概念で説明する議論は開発主義の段階には見られなかった

ものであり，ヘルバルト主義以降に新しく登場した様式である。ほか，たとえば

湯本武比古は孔子の償→啓→琲→発→三隅反という認識の段階をヘルバルト主義

の五段教授と結びつけて論じ，償から発まで（ヘルバルト主義では予備から結合

まで）を「以上四段ハ，概念ニ達スル帰納的ノ道ナリ」とし，三隅反（ヘルバル

・ト主義では応用）を「一旦得ダル真理，即チ原理原則ハ，之ヲ演鐸応用スルコ
卸）

ト，教授上ノ要訣ナリ」と説明している。

このように，明治20年代前半のヘルバルト主義は開発主義の影響を色濃く残し

つつ「帰納／演鐸」を教育学の概念へと適用し始めたが，明治20年代後半以降の

ヘルバルト主義は五段階教授の説明に「帰納／演鐸」概念を用いるようになった。

このように教授過程を説明する概念として「帰納／演鐸」を理解する様式は，入

澤や阿部など昭和初期の教育学理論にまで引き継がれることになる。

おわりに

明治初頭における問答科や庶物指教は近代教授法の導入にとって画期的な意味

を持つとされながら，教授法としては形式的な暗記に終わりがちだったと評価さ

れている。本論では，庶物指教の段階で実物教授が理解されなかった原因が実物

教授と科学認識の内的連関の不在にあることを示した。そして伊澤修二と高嶺秀
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夫が心理学によって心力発達の過程を記述し，その体系の中に実物教授を位置づ

けたことにより，実物教授の持つ意味が初めて明らかになったことを示した。実

物教授は心力発達の過程の入り口に置かれ，その効果が限定されることにより，

初めてその持つ意味が明らかになる。一方「帰納／演鐸」とは心力発達の最終過

程に位置付く推論を説明する際に用いられる概念である。教育学理論が心力発達

の過程を体系的に記述しているかどうかについて， この用語が使用されているか

どうかが一つの指標となる。 「帰納／演鐸」という概念を使用して心力発達の過

程を体系的に記述し，その体系の中で実物教授の位置を画定して教育における意

味を説明できたとき， 「真の実物教授」が理解されたと言えるだろう。伊澤と高

嶺以後， 「帰納／演鐸」は基礎的な概念として教育学の中に定着した。しかし，

｢帰納／演鐸」についての伊澤と高嶺の理解には， 「総合／分解」という概念との

関係において混乱があり，明治10年代後半から20年代前半にかけて概念の混乱状

態が続いた。

帰納・演鐸・総合・分解という概念を教授過程の説明へと適用したのが，明治

20年代前半に摂取されたヘルバルト主義である。開発主義の段階では心力発達の

過程を記述する心理学の概念だった「帰納／演鐸」という用語は，ヘルバルト主

義に至って教授過程を記述する用語となる。その具体的な顕れが五段階教授法を

｢帰納／演鐸」という概念との関係で理解する態度であり，それは昭和期の教育

学理論まで連続している。

このように， 「帰納／演鐸」という概念が定着あるいは変容する過程の中で，実

物教授の意味と位置づけも変化していく。実物教授と「帰納／演鐸」概念の関係

に対する理論が欠落しているとき，実物教授は形式化する。形式化した庶物指教

と開発主義の違いは，推論と実物教授の関係についての理證の有無である。逆に

言えば，ヘルバルト主義が教授過程に「帰納／演鐸」という概念を適用したとし

ても， 「帰納／演鐸」概念と実物の関係に対する理論が欠落した場合，教授過程

は形式化する。五段階教授法が形式化したといったとき，その事態の実質的な意

味は，認識過程と教授過程の関係についての洞察が欠落しているということであ

る。五段階教授法の形式化については， この観点から理論体系を検査する必要が

あろう。ヘルバルト主義における教育学説の変化の諸相の検討は，今後の課題と

したい。
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