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「総合哲学体系」の哲学的基礎

はじめに

　哲学思想にも流行り、廃りがある。2019年に丸善 150周年を記念して作られた書籍には興味深いデータが
載っている。1902年、内田魯庵は丸善が発行する『學鐙』上で、高橋是清、内村鑑三、徳富蘇峰らを含むさ
まざまな分野の知識人 70数名にアンケートをとって 19世紀の名著を紹介する企画を行った⑴。アンケートの
結果、1位はダーウィンの『種の起源』で 32票、2位はゲーテの『ファウスト』で 16票だった。19世紀を代
表する科学、文芸の書であるこの二冊が入選していることに対し、そう驚きはない。ところが、3位には 15
票を獲得してハーバート・スペンサー（1820–1903）の『総合哲学』が、4位には 14票を獲得してショーペ
ンハウアーの『意志と表象としての世界』が入選している。今日の我々からすると『意志と表象としての世界』

「総合哲学体系」の哲学的基礎
── スペンサー『第一原理』に基づいて ──

寺　嶋　雅　彦

The Fundamentals of Philosophy in “A system of synthetic philosophy”:  
Herbert Spencer’s First Principles.

Masahiko TERASHIMA

Abstract
　Several studies on Herbert Spencer’s thoughts have been published in the English-speaking world since 2000. 
For example, in 2007, Francis published Herbert Spencer and the Invention of Modern Life, a meticulous account 
of Spencer’s interactions with the people of his time. Taylor, the editorial supervisor of Spencer’s collected writ-
ings, published The Philosophy of Herbert Spencer, which systematically depicted Spencer’s philosophy along 
with the intellectual background of the period. The two of them also supervised the publication of Herbert Spen-
cer: Legacies, a collection of essays in 2015. Most of the essays, however, concerns “special philosophy’ such as 
political, social, ethical, biological, and educational thoughts. The “general philosophy” which is presented in his 
First Principles has never been clarified sufficiently. This research situation is true of the Japanese speaking 
world. The main aim of this study is to show Spencer’s underlying idea of “philosophy” and “synthesis” in his 
First Principles, which correspond to his “general philosophy.”
　In section 1, we will clarify the question we work on in this article, after confirming generally his “A System of 
Synthetic Philosophy.” In Sections 2 and 3, we answer the following four questions: 1) What kind of “method’ 
does he employ? 2) How does he think about the character of “philosophy” in the background of synthesizing 
knowledge and constructing a system? 3) How does he derive the law of “evolution”? 4) What is the ideal way of 
“synthesis”? Finally, we will show that the nature and methods of “synthetic philosophy” are still being studied 
today, and that when we work on methods of interdisciplinary studies, the study of Herbert Spencer may provide 
helpful suggestions.
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⑴　Cf. 『丸善の 150年と 12の方法』、60頁。
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が 19世紀を代表する本として 4位に入っていることは驚きに値するものの、デカルト、カント、ショーペン
ハウアーをまとめてデカンショとよび、当時の旧制高等学校の学生たちにとって「生活」や「教養」の一角を
形成していたこと⑵、1890年代半ばごろから 1900年代初頭にかけて青年の間に厭世観が広がっていたことを
鑑みると⑶、1902年に 4位として入っていたことに対し一応の納得ができる。
　そのショーペンハウアーを抑えてスペンサーの『総合哲学』が 3位に入選している理由もまた、歴史を辿ら
ない限り判明しない。例えば、1901年に波多野精一が出版した『西洋哲学史要』ではその最末尾でスペンサー
を取り上げていること⑷、1889年の大日本帝国憲法発布までにスペンサーの邦訳書は 21点も刊行されている
こと、さらに各地の大学で広く教科書として使用されていたという背景を考慮すれば⑸、スペンサーが 20世
紀初頭の本邦の知識人界隈に広く受容されていたことにも納得がいくであろう。いわば、20世紀初頭の本邦
において、スペンサーは流行っていたのである。
　2020年は、スペンサーの生誕 200年であった。スペンサーの流行は 20世紀初頭の後、世界的にも下降の一
途を辿ることになる。しかし、2000年以降、主に英語圏の研究者らによってスペンサーの研究文献がまとまっ
て刊行されたことにより、生誕 200年を過ぎた今日、その読み直しの機運が高まってきている。2007年に、
Francisはスペンサーが生きた時代の人々とスペンサーとの交流を丹念に描いた Herbert Spencer and the Inven-
tion of Modern Lifeを刊行し、また、スペンサーの 1次文献集の監修者を務める Taylorはスペンサー哲学を同
時代の知的背景とともに体系的に描いた The Philosophy of Herbert Spencerを刊行した。さらにこの二人が監
修者となって、2015年には Herbert Spencer: Legaciesという論文集も刊行した。
　本邦に目を転じると、20世紀初頭のように、とはいえ、その頃とは違った形でスペンサーが流行る素地が
醸成されていると言える。2000年には挾本が『社会システム論と自然─スペンサー社会学の現代性─』を刊
行した。2007年には中央公論新社の『哲学の歴史』の第 8巻で、横山がミルとともにスペンサーの項目を執
筆しており、「長いあいだ忘れられていたスペンサーであるが、21世紀に新たなかたちで現代的意義が明らか
にされるかもしれない」と述べている⑹。また、2017年には森本が『ハーバード・スペンサーコレクション』
を刊行した。さらに、2018年には児玉が進化倫理学の観点からスペンサーの読み直しを行なっている。
　このように近年になってスペンサーの読み直し作業が進みつつあるといっても、そのほとんどは、政治・社
会思想、倫理思想、生物思想、教育思想など、本論文でのちに見るようにスペンサーにとって「特殊哲学」に
関するものである。スペンサーの『第一原理』で示される、「特殊哲学」の基礎としての「一般哲学」の読み
直しは十分に進んでいない。スペンサーの「特殊哲学」をも包摂する「総合哲学体系」の全体像を十分に理解
するためにも、また、我々がスペンサーの思想スタイルから学び自ら哲学をする糧とするためにも、基礎部分
に当たる「一般哲学」の検討作業は必須であるように思われる。
　本論文は、上述した研究背景と問題点を踏まえつつ、スペンサーの体系、すなわち「総合哲学体系」におい
て核となる「哲学」、および、「総合」について、『第一原理』に基づいて考察することを目的とする。以下では、
まず、スペンサーの「総合哲学体系」の全体構成を確認しつつ、本論文で取り組む問いを細分化し明確にする

──────────────────────────────────────────────────────────
⑵　明治 27、8年頃から昭和期にかけて、各地の旧制高等学校で「ストーム」が行われていた。「ストーム」は「暴風雨」を意
味し、その初期形態は、学生が夜中に他の寮生の寝室になだれこみ窓ガラスを割るなどして暴れるというものである。その際
に、「デカンショ節」が歌われた。Cf. 『旧制高等学校全書　第 6巻　生活　教養編（1）』、153-173頁。
⑶　井上は、明治期におけるショーペンハウアー哲学の受容に関して、兵藤高夫が提示した 3区分の受容の段階に沿いつつ、三
つ目の段階として、明治中葉以降にショーペンハウアーの思想が厭世観とともに広がっていった様子を描いている。Cf. 井上
克人「明治期におけるショーペンハウアー哲学の受容について─井上哲次郎、R・ケーベル、三宅雪嶺に見る本体的一元論の
系譜─」、65–67頁。
⑷　Cf. 波多野精一『西洋哲学史要』、250-253頁。
⑸　Cf. 山下重一『スペンサーと日本近代』、5-6頁。東京大学で哲学史を講義したアーネスト・フェノロサは「シュベーグラー
の『哲学史概説』の英語抄訳、およびルイスの『付伝哲学史』、さらにハーバード大学で教えを受けたボーウェンの『デカル
トからショーペンハウアーとハルトマンに至る近代哲学』を参考に、デカルトからヘーゲル、スペンサーに至る哲学を講じた」
ようである（藤田正勝『日本哲学史』、18頁）。

⑹　横山輝雄「ミル／スペンサー」、438頁。
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ことから始めよう。

第1節　「総合哲学体系」の全体構成と問題の所在

　まずは、「総合哲学体系」の全体構成を執筆経緯とともに確認しよう。内田魯庵によるアンケートで挙げら
れている『総合哲学』は、正しくは「総合哲学体系」（A System of Synthetic Philosophy）である。これは、1
冊の本ではなく、全 10巻からなる一連の著作であり、1862年から 1893年にかけて、予約出版の形式で順次
刊行された。その一連の出版の出発点となったのは、1858年 1月 6日に父に宛てた手紙の中に含まれた素案、
および、1860年に書かれた出版計画である⑺。前者の手紙で、スペンサーは自身のうちで体系の全体像が形
を得る様子を次のように述べる。

10日間のうちに、様々なことがらに関する私のアイデアは突如として結晶化し、完全なひとまとまりに
なりました。以前は離れていた多くの事柄が、最も単純な一般的原理から論理的に発展することを認める
体系の調和的な部分として、合点がいくものとなりました。（Autobiography, II, 17）

スペンサーは、1850年代に様々な分野にわたる執筆物を残している。山下は、スペンサーが 1852年から 60
年の間に執筆した論文を挙げつつ、「一見恣意的と思われるほど極めて多岐にわたっているが、それ等に一貫
して底流していたのは、普遍的進化の法則を次第に自覚化して、その体系化のために努力した過程であった」
と評価している⑻。スペンサーがこの「普遍的進化の法則」を明確に述べる契機となったのは、1857年の論
文「進歩について─その法則と原因─」（Progress: Its Law and Cause）である。この論文の翌年である 1858
年に上述の手紙を送った段階では、「進歩 progress」や「進化 evolution」があらゆる事象に妥当すると考え、「最
も単純な一般的原理から論理的に発展することを認める体系」を「総合哲学体系」として刊行できるという見
通しを得ることができたのであろう。
　さらに、1860年の出版計画では、全 10巻の構成が示されている。そこに含まれるのは、5部構成であり、『第
一原理』（First Principles）、『生物学原理』（The Principles of Biology）全 2巻、『心理学原理』（The Principles 
of Psychology）全 2巻、『社会学原理』（The Principles of Sociology）全 3巻、『道徳原理』（The Principles of 
Morality）全 2巻である （Cf. Autobiography,II, 557-562）。驚くべきことに、最後の『道徳原理』が実際に刊行
された際に題目が『倫理学原理』（Principles of Ethics）に変更された点以外、この計画に沿って、実際に刊行
されることとなる。
　以上で概観した「哲学」の「体系」を「総合」的に示すというスペンサーの試みは、近代西欧思想において、
いく人かの哲学者が明示的に行なってきた。ところが、スペンサーが「総合哲学体系」を執筆する 19世紀半
ばから後半にかけては、そのように知識を総合し、体系的に示す試みが知のあり方、および、提示方法として
必ずしも理想的なものであったわけではない。また、知識を総合するという試みもその理念や具体的な方法は
必ずしも明瞭ではない。さらにスペンサーは「総合哲学体系」において、「進化」という法則を様々な事象に
適用したことは、多くの批判とともによく知られているが、「進化」という法則はなぜ様々な事象に妥当する
と考えるに至ったのか、また、「進化」という法則は基礎的な部分からどのように導出されているのか、決し
て自明ではない。
　したがって、本論文では、以下の二つの節を通じて、上述した疑問に基づく計四つの問いに対し答えること
を試みる。第 2節では、スペンサーはどのような総合の「方法」を用いたのか、知識を総合し体系を築いた背
景にはどのような「哲学」観があったのか、という二つの問いに答える。第 3節では、「進化」はどのように
導出されたのか、「総合」の理想的なあり方はどのようなものか、という二つの問いに答える。
　本論文の目的は、スペンサーの「総合哲学体系」という巨大な体系全体を支える哲学的な基礎を広く示すこ

──────────────────────────────────────────────────────────
⑺　「総合哲学体系」の出版経緯について、次を参照せよ。横山輝雄、前掲書、429-433頁；Michael Taylor, “Introduction”, v-vi.
⑻　山下、前掲書、42頁。
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とにある。したがって、その趣旨に必要な範囲で
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、上述した四つの多岐にわたる問いに回答を与えることにな
る。より具体的に言えば、本論文では、スペンサーにとっての「哲学」および「総合」を明らかにするという
主たる目的のうちで、スペンサーによる「進化」の導出過程としての「総合」という「方法」に焦点を当てる⑼。
このように「哲学」と「総合」が主だとすれば（「総合哲学体系」というスペンサー自身の文言からも、この
二つの概念を主とすることがふさわしいだろう）、「方法」と「進化」は従の関係にある。ところが、扱う対象
が四つに分散している分、いわば「浅く広い」仕方での提示になってしまう。このような提示の仕方は「広い
視野からの眺め」という良さと引き換えに、個々の論点の「深み」が不十分であるとの誹りを受けるかもしれ
ない。しかし、スペンサーの哲学的基礎を「広い視野からの眺め」として示すことは、一定の新規性と有用性
があるように思われる。というのも、すでに本論文冒頭で述べたように、スペンサー研究において「一般哲学」
の読み直しはほとんどなされていないため、いわばほとんど手がつけられていない場所の地図を描くという行
為それ自体に新規性があり、後にその細かい地点が描かれるための下準備として有用性があるからである。ま
た、本論文では、「哲学」という学問への自己言及や「総合」の方法の提示といった西洋哲学史上、数多く論
じられてきた事柄をとりあげているため、スペンサー理解の進展のみならず、思想史研究への接続においても
貢献することができる。さらに、あらかじめ述べれば、本論文の「おわりに」では、スペンサーの哲学的な態
度や方法論は今日の学際的研究の方法論研究にも示唆を与え得ることを示しており、学際的研究への貢献も視
野のうちに含んでいる。

第2節　「方法」と「哲学」

　まずは「方法」について確認しよう。スペンサーが採用する「方法」は明確である。その「方法」とは、「部
分的に、または、大部分間違っている概念から、それらが含んでいる真理の要素を分離する」（FP, 127）方法
である⑽。つまり、まず、概念はそれを構成する要素に分解することができるという概念観に立った上で、ど
のような概念であってもその中に間違った要素と真理の要素が含まれているため、何が真理の要素をなしてい
るのか判断し、分離するという作業である。スペンサーはさらに、以下のように具体的な手順を示す⑾。

同じ類に属する全ての見解を比較すること。これらの見解の一致しない様々な特殊的、具体的要素を、少
なくとも相互に対立するものとして、いったん脇へ置いておくこと。一致しない構成要素を取り除いた後
に残るものを観察すること。この残った構成要素に関して、その異なる変化を通じて真理を保持している
抽象的な表現を見出すこと。（FP, 127-8）

この方法は、大きく分けて二つの操作に分かれている。第一に、「同じ類に属する全ての見解」の比較を行う
段階である。例えば、人間という「種」は、動物という「類」に包摂されている。また、犬や猫といった「種」
もまた動物という「類」に包摂されている。つまり、人間、犬、猫は「動物」という類に含まれるため共通性
を持ちつつ、それぞれの種差によって区別されている。したがって、スペンサーがここでいう「同じ類」とは、
そこに含まれるものが共通性を持ちつつも、種差によってそれぞれ異なっているものであると考えられる。こ

──────────────────────────────────────────────────────────
⑼　したがって、「進化」概念の内容や妥当性そのものを検討することはしない。「進化」については次の論文を参照せよ。Peter 

J. Bowler, “Herbert Spencer and Lamarckism; 横山輝雄、前掲書、433-438頁；児玉聡「スペンサーの進化倫理学の検討」、
44-47頁。

⑽　これは、スペンサー自身が振り返るように、第 1部の冒頭でも提示している「方法」でもある。スペンサーは、第 1部第 1
章§1の冒頭で、誤りの中にも「実在性の核 nucleus of reality」が含まれているという「抽象的な蓋然性 abstract probability」
は多くの人が認めるものの、他者の見解を判断する際にこの抽象的な蓋然性を心のうちに持っている人は少ないと述べる（Cf. 
FP, 3）。つまり、どのような見解の中にも、「真理の要素」となる「実在性の核」が含まれている可能性があるため、その点を
見落とさない心構えが必要となる、ということである。
⑾　この手順に関して、以下の拙論でも解説を行なった。拙論では、「同じ類」を同じ抽象度と解釈した。しかし、「抽象度」と
いう基準は曖昧であるため、本論文では、「類」という概念が持つもともとの意味に沿って解説した。Cf. 寺嶋雅彦「「包括的
な研究」の「方法」─概念の総合あるいは統合について─」、29-30頁。
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のようにして同じ類に属する見解を特定した後、それらを比較することになる。もちろん実際には、同じ類に
属する「全て」の見解を挙げることは困難であるため、スペンサーはあくまで理想的な方法を提示していると
考えられる。
　第二に、それらの見解の一致しない部分は排除し、残った「構成要素」のなかに「異なる変化を通じて真理
を保持している抽象的な表現」を見つけ出すという段階である。この「異なる変化を通じて真理を保持してい
る抽象的な表現」は、すでに見た「真理の要素」と同じものであろう。それぞれ表面的な現れとしては異なる
ものの、その表面的な現れをもたらす真理は共通しているため、その「抽象的な表現」を見出す操作となる。
　スペンサー自身は、こういった「方法」こそが「総合」の「方法」であると明示的に述べているわけではな
い。とはいえ、次節の後半で考察するように、実際にスペンサーが「進化」を導出する様子を追跡すれば、こ
のような「方法」はまさに「総合」の方法であるということができる。
　次に、スペンサーの「哲学」観の考察に移ろう。スペンサーは上述した「方法」を用いて次の二つの比較を
行う。 （1）§ 36での、哲学史上に現れた「哲学」に関する見解の比較、 （2）§ 37での、「哲学」と「科学」
との比較である。以下では、やや詳細にスペンサーによる比較を追い、結局のところスペンサーにとって「哲
学」とはどのような営みであるのかを考察しよう。

（1）哲学史における「哲学」の変遷
（a）古代ギリシア哲学
　まず、スペンサーは、哲学の初期形態について検討する。その対象とするのは、古代ギリシア哲学である。
スペンサーは古代ギリシアにおける哲学を四つに分けて考察し、最初の三つの段階に共通するものを取り出し
つつ、それを最後の一つの段階と共通するものを取り出している。
　一つ目は、「可変的な状態にあるものの不変的な存在とは何であるか」という問いに対し、「水、空気、火」
などと答える段階である（FP, 128）。スペンサー自身が明示しているわけではないものの、いわゆる古代ギリ
シアにおける自然哲学者たち、とりわけタレス、アナクシメネス、ヘラクレイトスの思想を指すと考えて良い
だろう。二つ目は、「哲学」は「非物質的で永遠的な事物の知識」であり、「事物の物質的な存在の原因」は「数」
であるとしたピュタゴラスの段階である（ibid.）。スペンサーによる評価では、ピュタゴラスに至って、「哲学
を実践的な目的から最も離れた知識として抽象的に捉えることができるようになった」（ibid.）。三つ目は、ピュ
タゴラスののちに、「宇宙の究極的な解釈」としての哲学の探究が行われ、「一があらゆる事物の始原である」、
「一は神である」、「一は有限である」、「一は無限である」、「知性が事物を支配する原理である」、などといった
見解が提示される段階である（ibid.）。
　スペンサーによれば、これら三つの段階に共通しているのは、「その超越的で徹底的な特徴」であり、この
点において「哲学」を構成しているものは他の知識と異なっている（ibid.）。つまり、「哲学」はある一つの現
象や複数の現象のみに妥当する知識を提示するのではなく、万物に余すところなく妥当する普遍的な知識を提
示する試みなのである。
　さらにスペンサーは、四つ目の段階として、「懐疑論」以降の「哲学」は制限された意味となり、ソクラテ
スやストア派においては、「正しい生活の教義」となったと述べる（FP, 128-9）。この教義は、「時代、人、特
殊な場合に関係することなく明確に表現された行為の原理」であった。先の三つが身近な現象や宇宙の究極的
な解釈であったのに対し、こうした究極的な知識に到達することへの「懐疑論」が提示されて以降、哲学は限
定され、人間にとっての良き生き方の探究へと哲学探究の方向性が変化したという見立てである⑿。
　こうした提示ののちにスペンサーは、最初の三つと最後の一つの比較を行う。すなわち、前者の万物に共通
──────────────────────────────────────────────────────────
⑿　古代ギリシアの哲学観を論じるにあたって、スペンサーがなぜプラトンやアリストテレスを取り上げないのか、疑問に思わ
れるかもしれない。しかし、その意図は明白である。彼の意図は古代ギリシア哲学史をできるだけ正確に記述することにある
のではなく、古代ギリシアにおける様々な哲学的立場の検討を通じて、哲学とは何かを示すことにあったのである。つまり、
スペンサーは、ソクラテスまでの四つの段階で、哲学に対する一通りのあり方が出揃ったと判断したものと思われる。そのた
め、その後のプラトンとアリストテレスを扱っていないのであろう。
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する普遍的な知識という特徴と、後者の時代、人、特殊な場合に関係することのない普遍的な行為の原理とい
う特徴に共通するものの比較である。スペンサーはこれら四つの段階における「哲学」の営みを総括し、次の
ように定義する。すなわち、「哲学」が探究するものは、「広く深い真理であり、この真理は事物や行為の現れ
を引き起こす多種多様な詳細にわたる真理から区別されている」（FP, 129）という定義である。つまり、「哲学」
は、身近な現象や宇宙といった「事物」や人間の「行為」の具体的な現れの背後にある個々の真理を探究する
のではなく、万物に妥当する真理を探究するという意味において「広く」、また、個々の詳細などよりも抽象
度が高いという意味において「深い」真理を求めるものとなる。

（b）ドイツ哲学とイギリス哲学
　次に、スペンサーは、近い過去からスペンサーが生きた時代に至る哲学を検討する。その対象とするのは、
ドイツ哲学とイギリス哲学である。スペンサーがドイツ側として取り上げるのは、シェリングやフィヒテ、さ
らに彼らの学徒、ヘーゲル派である。それに対し、イギリス側として取り上げるのは、科学者である。スペン
サーによれば、両陣営の見解は、双方ともに「哲学」という用語を使うものの、その大部分にわたって互いに
否定し合っている。その互いに否定し合う点は、「絶対的な absolute」ものと「相対的な relative」ものに関わる。
　一方で、ドイツ側によるイギリス哲学に対する批判は、イギリス哲学は「哲学」の下において、「相対的な」
ものしか認めておらず、その大部分は「哲学」の名にそぐわないのではないか、という批判である。その実例
としてスペンサーが挙げているのは、イギリス王立協会が発行する『フィロソフィカル・トランザクションズ』
である。スペンサーは、当該雑誌に含まれている論文は、どれも「哲学」という名の下に置かれるにはあまり
に主張するところが少ないのではないか、というドイツ側の主張を推測している。さらに、スペンサーは、ド
イツ側は暗黙のうちに「哲学が仮に相対的なものに限定されるにしても、少なくとも哲学は、数学の公式、物
理学的研究の学説、科学的分析、種の記述、生理学的実験の報告などによって体現される相対的な側面に関わ
るものではない」（FP, 130）と示していると述べる⒀。つまり、スペンサーの見立てでは、ドイツ側としては、
（以下で見るように）「絶対的な」ものこそが「哲学」の名に値するが、仮にイギリス側に譲歩し、「相対的な」
ものまで含めるにしても、その「相対的な」ものに個別具体的な諸科学の研究成果を含めてしまうのは行き過
ぎではないか、と批判していることになる。ドイツ側は、経験を重んじるイギリス哲学が、「哲学」の範囲を
無秩序に拡大することを警戒しているのである。
　他方で、イギリス側によるドイツ哲学に対する批判は、ドイツ哲学は、「哲学」の名において、「絶対的な」
ものを含めているが、人間の認識作用ではそのような「絶対的な」ものには到達し得ないのであるから、「哲学」
から「絶対的な」ものを除外した方が良いのではないか、という批判である。スペンサーによれば、イギリス
側は、「想像的なドイツ哲学」を「馬鹿げたもの」として拒否するだろう。というのも、「意識が、その意識を
超えた何ものかの存在の証拠となるにしろそうでないにしろ、少なくとも意識によってそのような何ものかを
理解することはできない。したがって、いかなる哲学も存在論であると明言する限り、それ［意識を超えたも
のを理解できると考えること］は間違いである」（FP, 129）と、イギリス側が考えるからである。スペンサー
は切り詰めた表現をしているので、補足しよう。すでに述べたように、イギリス側として想定されているのは、
科学者たちである。極めて大雑把な表現ではあるが、科学者は、通常、意識に現れる現象を探究の対象として
いる⒁。そのため、意識が到達し得る範囲は、経験可能な現象の内であって、そういった経験可能な現象を「超
越」する何ものか、例えば「神」といった対象は、意識の範囲には入らない、と科学者が考えているとスペン
サーは想定したのではないか。そのように考えると、「いかなる哲学も存在論であると明言する限り」、つまり、

──────────────────────────────────────────────────────────
⒀　スペンサー自身が示しているわけではないものの、例えば、『第一原理』の初版が刊行された 1862年の『フィロソフィカル・
トランザクションズ』を見てみると、冒頭の二つの論文の題目は、「金属に対する電気の伝導力に関する気温の影響について」、
「二枚貝における帯水層と卵管のシステムについて」となっている。ドイツ側にしてみれば、これらの個別具体的な科学の論
文を「フィロソフィカル」という形容詞がついている雑誌に含めるには、あまりにも用語の意味を広げすぎていると考えたの
であろう。『フィロソフィカル・トランザクションズ』の当該号について、次を参照せよ https://royalsocietypublishing.org/toc/
rstl/1862/152　〈2021年 5月 15日閲覧〉。
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「哲学」は、存在するものについて言及する学問である限り、意識を超越し理解できない何ものかは、存在す
るともしないとも言及することができないため、「哲学」の範疇には入らないと、科学者たちが考えたことを
理解できる。つまり、イギリス側がドイツ側に対して主張したいのは、「哲学から絶対的知識とみなされたあ
らゆるものを切り離す」（FP, 129-30）方が良い、という点にある⒂。イギリス側は、思弁に傾きがちなドイツ
哲学が、経験の範疇を超えたものへと「哲学」の範囲を拡張することを警戒しているのである。
　スペンサーは、この比較の後に、共通する点を取り出す。彼によれば、両者の用いる「哲学」の概念は、「哲
学」という言葉を「体系化されていない知識には適用しない」という点で一致している。スペンサーが想定し
ているドイツ哲学、例えば、シェリング、フィヒテ、ヘーゲルなどは、よく知られているように、「体系」を
構築している。この点で、ドイツ側が「哲学」という名称を「体系化されていない知識には適用しない」のは
たしかである。他方、問題となるのは、イギリス側である。というのも、すでに確認したように、イギリス側
は、「哲学」の名の下に個別具体的な科学的成果を扱っているように思われ、その「体系化」は念頭において
いないように思われるからである。しかし、スペンサーによれば、「最も限定的な専門家でさえも、次のよう
な評論は哲学的なものであると論評することはないだろう。すなわち、全ての詳細を扱っているものの、その
ような詳細とより広い真理との関係に関する洞察を提示しない評論である」（FP, 130）。つまり、スペンサー
の見立てでは、個別科学の具体的な成果を扱っているように思われるイギリス側であっても、それが「哲学」
の名の下に提示される限り、その具体的な成果の「詳細とより広い真理との関係に関する洞察」を提示してい
ることになるのである。以上のように、スペンサーは、ドイツ哲学とイギリス哲学における「哲学」という用
語の使い方をめぐる双方の批判を比較した上で、なお一致する、体系的でない知識には用いないという消極的
な規定、および、詳細と広い真理との関係に関する洞察を含むという積極的な規定を示している。

　さらに、スペンサーは哲学の初期形態と近い過去からスペンサーの時代にかけての哲学の形態の抽象化され
た見解の比較も行う。いわば、哲学史上に現れた「哲学」の抽象的表現の導出である。その最終的な比較の結
果として導出されるのは、「最も高い段階の一般性に関する知識 knowledge of the highest degree of generality」
（FP, 131）という定義である。このような知識の広さと深さにおいて、「最も高い段階の一般性」という特徴
を持つ哲学は、他の学問に対してどのような関係を有するのであろうか。スペンサーはこの定義の直後に、科
学と哲学を比較することによって、哲学の特性をさらに描き出そうとする。次にこの点を考察しよう。

（2）科学から哲学へ
　スペンサーは「科学」を次のように定義する。「科学」とは、「現象の間の共存と順序に関わる。最初は、現
象を単純あるいは低い序列の一般性へと集め、徐々に、より高度で拡張された一般性へと上昇していくもの」
（FP, 131-2）である。このように、科学が徐々に「より高度で拡張された一般性」を扱うようになるのであれば、
同じように「一般性」を扱う「哲学」の余地は残っていないように思われる。しかし、そうではない。スペン
サーによれば、「哲学」は、依然として「最高の一般性の知識に対して適切に保持された名称」（FP, 132）で

──────────────────────────────────────────────────────────
⒁　このような大雑把な言い方をしてしまうと、すでに「相対的な側面」として挙げられている「数学の公式、物理学的研究の
学説、科学的分析、種の記述、生理学的実験の報告」のうち、数学的対象や、未だ観察されていない物理学的対象などは、意
識に現れる現象と言いうるのか、といった問題が生じてしまう。さらに、仮に、これらの対象を意識に現れる現象に含めると
すると、抽象的で、かつ、観察されていない「神」といった対象をなぜ除外しなければならないのか、さらなる説明が必要に
なるように思われる。しかし、この箇所ではあくまでスペンサーの言及を補足することに目的があるので、ひとまずこのよう
な大雑把な規定で済ませることに問題はないように思われる。
⒂　スペンサーによる、このようなドイツ哲学とイギリス哲学の見立てに関しても、彼の古代ギリシア哲学に関する見立て同様
に、できるだけ事象に沿った哲学史というあり方からすれば問題があることは間違いがない。しかし、繰り返しになるが、ス
ペンサーの意図そのものが、哲学史の正確な記述にあるのではなく、哲学という営みの特徴を捉えだすことにある点に注意し
なければならない。また、そもそも、全く問題のない哲学史の記述というのは、あり得ない。どのような哲学史の記述であれ、
何かしらの問題を含んでいる。繰り返しその問題が指摘されるヘーゲルの哲学史、ラッセルの哲学史のみならず、今日の思想
史家が示す哲学史にも必ず何かしらの問題点が含まれている。
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あり続けるのである。
　その理由は、「科学」と「哲学」の一般性の違い、つまり、知識の統合の度合いの違いにある。両者の対比
関係は、「科学は、部分的に統一化された

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

知識であり、哲学は完全に統一化された
4 4 4 4 4 4 4 4 4

知識である」（FP, 134）と
いう表現に結実することになる。
　スペンサーによれば、「科学」が意味するのは、「諸科学の家族」に過ぎない。つまり、家族はたしかに一つ
のまとまりではあるものの、その家族のうちには家族を構成する成員がおり、成員どうしはそれぞれ別の人格
を持つ人間であり続ける。つまり、家族のうちに、個別性が残り続けるのである。したがって、このような比
喩によって語られる「科学」とは、「多かれ少なかれ離れて存在する真理からなり、これらの真理を完全に統
合されたものとしては認識しない」（FP, 132）という特徴を有する。
　それに対し「哲学」は、諸真理を一つに統合することに特徴がある。スペンサーが『第一原理』において具
体的に提示しているのは、科学的な探究によって、「単純な機械的公理」、「分子物理学の原理」、「社会的行為
の法則」などに達した後に、さらにこれらを「究極の真理の系」として考察し、まとめあげる場合に、「哲学」
になるという過程である。つまり、「哲学」は、一般性を獲得した科学的な成果をさらにまとめあげた後の「最
終的な生産物」（FP, 134）であり、「多かれ少なかれ離れて存在する真理」の集まりによる「諸科学の家族」
の段階にはとどまらないのである。
　スペンサーは、以上で示したような科学との対比に基づく哲学の特徴づけを終えたのちに、すでに本論文冒
頭でも述べた「一般哲学 general philosophy」と「特殊哲学 special philosophy」の区別も行う。「一般哲学」の
場合、考察の対象となるのは「普遍的真理」である。この場合、あらゆる個別的真理は普遍的真理の単なる証
拠あるいは解明として用いられるだけである。スペンサーによれば、『第一原理』は「一般哲学」に相当する
（FP, 134）。これに対し、「特殊哲学」の場合、考察の対象となるのは「個別的真理」である。この場合、個別
の真理は「普遍的真理によって解釈された」ものとして、つまり、普遍的真理に基づいて考察がなされる。「総
合哲学体系」の『第一原理』に続く「生物学」、「心理学」、「社会学」、「倫理学」という四つの部門は、取り扱
う現象の性質によって区別された「特殊哲学」となる（ibid.）。

第3節　「進化」と「普遍的総合」

　あらかじめ述べれば、スペンサーにとって、万物に妥当する「進化」に至る道は二つあるように思われる。
一つ目は、経験的なデータを帰納することによって形成された仮説としての「進化」への道である。二つ目は、
「普遍的総合」によって導出された「普遍的真理」としての「進化」への道である。この二つの道を実際に辿
る前に、まずは、スペンサーの『第一原理』における「進化」の着想の由来を確認することから始めよう。
　スペンサーは『第一原理』の第 4版序文で、自らの一般的な「進化」思想の来歴を述べている。「総合哲学
体系」に現れる「進化」の考えはダーウィンの『種の起源』に由来していると論評されることが多い。ところ
が、スペンサーによれば、実情はそうではなく、スペンサー自身が提示した「進化」の考えの方が先である。
というのも、ダーウィンの『種の起源』の第 1版は 1859年 1月に刊行されたのに対し、スペンサーの「進歩
について─その法則と原因─」は 1857年 4月、『生理学の究極的法則』（The Ultimate Laws of Physiology）は
1857年 10月に刊行したからである。スペンサーは、これら二つの論文は『第一原理』にも反映されていると
述べる（Cf. FP, iii）。
　スペンサー自身がこのように言及し、また、すでに本論文第 1節で確認したように、スペンサーの「進化」
の考えが初めてまとまって著述されたのは、「進歩について－その法則と原因」である。同論文では、ヴォルフ、
ゲーテ、フォン・ベーアらの有機体研究から、「有機的進歩は同質なもの homogeneousから異質なもの hetero-
geneousへの変化であること」が帰結することを提示しつつ、このような「有機的進歩の法則はあらゆる進歩
の法則であること」を明らかにしようと試みる。つまり、「地球、地球上の生命、社会、政治、産業、交易、
言語、文学、科学、芸術のいずれの発展においても、単純なものが継続的な分化を通じて複雑なものへ至るこ
の同じ進化があらゆるところで保持されている」ことを論じている（Essays, 3）。
　スペンサーがこのように、生物の進化という法則を拡張し、「あらゆる進歩の法則」として敷衍することに
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は、多くの問題が含まれている。というのも、有機体に関しては、仮にスペンサーが述べる仕方での進化の法
則が妥当するとしても、それが他の領域に適用できるかどうかは定かではないからである。つまり、「進化」
という概念が有機体という範囲を超えて一般的な法則になるためには大きな飛躍を必要とするのである。実
際、スペンサーは、「進歩について－その法則と原因」の執筆過程を振り返る中で、「私の考えはア・プリオリ
なものである、というそれほど稀ではない発言」（The Filiation of Ideas, 549）と表現している。つまり、スペ
ンサーは、「進化」という法則が有機体を超えて万物に当てはまることを、経験的に、すなわち、ア・ポステ
リオリに確かめることなく、経験によらず、すなわち、ア・プリオリに導出してしまっているのではないか、
という発言がそれなりになされていたことを、スペンサー自身が認識していたことを示している。このような、
スペンサーの提示する「進化」には、経験的な証拠がないのではないかという発言に対し、スペンサーは、次
のように考えていた。

同質性から異質性への進歩は、ある時には一組の現象の中に観察され、またある時には他の現象の中に観
察された、その事例は、多数で多様なものとなった。このような変化は普遍的であるという一般化はその
際に初めて到来した。また、その時に初めて、このような帰納が推定されるかもしれない究極的な真理の
探究が始まった。（ibid.）

スペンサーによるこの指摘は、「進化」という概念へと至る第一の道、すなわち、帰納によって形成された仮
説としての「進化」への道を示していると言えるだろう。というのも、少なくともスペンサー自身の認識では、
「進化」は恣意的に他の学問領域に敷衍されたのではなく、他の事例においても「観察」され、その証拠を集め、
「帰納」することによって初めて「一般化」が到来したからである。つまり、この段階における「進化」は、
多くの観察の結果たどり着いた仮説の段階であり、決してア・プリオリなものではない。スペンサー自身が述
べるように、この段階ではまだ「究極的な真理の探究が始まった」にすぎないのである。
　次に、「普遍的総合」によって導出された「普遍的真理」としての「進化」へと至る道について考察しよう。
すでに確認したように、スペンサーの「総合哲学体系」の第 2巻以降では、各部門に即した形で「特殊哲学」
を展開し、「普遍的真理」に基づいて個別的真理を解釈している。その「普遍的真理」こそ、「一般哲学」とし
て『第一原理』第 2部第 11章、12章において導出される「進化」である。
　第 11章では、「物質の不滅性」、「運動の連続性」、「力の持続性」、「力の間の関係の持続性」という第 2部第
3章以降で検討した概念を提示しつつ、これらの概念は「高い程度の一般性の真理なのではなく、普遍的真理
である」（FP, 272）と述べる。スペンサーによれば、これらの諸真理は、「哲学」の部分を構成する特徴とな
る（FP, 273）。ところが、これらは、たしかに哲学を構成する要素とはなるものの、哲学が目標とする「最終
的な生産物」ではない。スペンサーは「哲学によって到達される究極の解釈は、これらの特殊な総合 special 
synthesisを包括し統合する普遍的総合 universal synthesisである」（FP, 275）と明示する。つまり、先ほど提
示した四つの概念は、たしかに諸科学の成果を統合した普遍的真理ではあるものの、いまだ「特殊な総合」の
段階にあり、これらをさらに「普遍的総合」にまで高める必要があるとスペンサーは考えるのである。
　スペンサーは、「人工と自然、有機的と無機的」といった区分は我々が便宜上行なっているものに過ぎない
と考え、こういった便宜上の区分を超えてあらゆる対象に妥当する法則が求められねばならないと述べる（Cf. 
FP, 276）。また、スペンサーは、対象の包括性だけではなく、時間的な包括性も考慮している。というのも、
彼は「知識は明らかに、過去、現在、将来の歴史を全体へとまとめるまで、その制限に達することはない」（FP, 
278）と述べているからである。つまり、現象として今現れているものの過去の状態、さらに将来の状態を知っ
たときに初めてその現象として今現れているものの完全な知識を得ることができたということになると考えて
いるのである⒃。したがって、問われるべきは、「あらゆる具体的過程の歴史において共通する要素は何であ
るか」という問いになる（FP, 276）。言い換えると、「物質の不滅性」、「運動の継続性」、「力の持続性」、「力
の間の関係の持続性」という法則をさらに統合し、「あらゆる具体的過程の歴史において共通する要素」、つま
り、あらゆる対象の全時間的に共通する要素として、一つの法則を発見しなければならないことになる。
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　最後に、「普遍的総合」の過程を、本論文第 2節で確認した「方法」と明示的に重ね合わせてみよう。「方法」
の第一の手順は、「同じ類に属する全ての見解」の比較を行う段階であった。したがって、上述した四つの普
遍的真理からさらに高い段階の法則を導出するために、その四つの法則を比較することになる。実際、スペン
サーは、「同じ類」に属すであろう四つの法則を比較していると言えるだろう。「方法」の第二の手順は、見解
の一致しない部分は排除し、残った「構成要素」のなかに「異なる変化を通じて真理を保持している抽象的な
表現」を見つけ出すという段階であった。実際、スペンサーは、この四つの普遍的な真理を比較し、それらの
構成要素の中から「抽象的な表現」を見出している。それは、「物質と運動の継続的な再配分

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の法則 the law of 
the continuous redistribution of matter and motion」（FP, 277）であり、これこそが、『第一原理』の第 12章から
第 22章にかけて詳述されることになる、「進化」の法則である⒄。スペンサーはまさに、一般性のある命題の
「普遍的総合」を行い、「最終的な成果物」として「進化」という「普遍的真理」を導出したのである。

おわりに

　以上、本論文ではスペンサーの「総合哲学体系」の全体構成を確認することから始めつつ、主に『第一原理』
第 2部に基づいて、スペンサーの「方法」と「哲学」、および、「進化」へと至る二つの道と理想的な総合とし
ての「普遍的総合」を考察した。
　スペンサーが行なったように、科学の成果を十分に取り入れつつ、知識を総合する「総合哲学」の試みはス
ペンサーの生誕 200年である 2020年を過ぎた現在も続いている。興味深いことに、スペンサーと同じく「進
化」という概念を使った（とはいえその概念の内実は大きく異なる）「総合哲学」の試みである。例えば、
Eric Schliesserは、「総合哲学」の例として、2018年に本邦でも翻訳がでた『タコの心身問題』の著者 Peter 
Godfrey-Smithや、すでに多くの翻訳が出ている Daniel C. Dennettの試みを取り上げている。Schliesserは、「総
合哲学」を「専門科学から得た知見、知識、議論をまとめあげる哲学のスタイルであり、複雑なシステムに整
合的な記述を与え、それらをより広い文化や哲学的構想に結びつける意図を持つ」と規定している⒅。Smith
や Dennettはダーウィン主義、つまり、あらゆる事象の究極要因を進化の名の下に見る試みを用いて「総合哲
学」を実践しているという見立てである。しかし、Schliesserは、「総合哲学」に必要なのは、必ずしもダーウィ
ン主義だけではなく、ゲーム理論、情報理論など、異なる専門科学に適用するのに十分フレキシブルだが、専
門科学を結びつけるのに十分に豊かなものであれば良いと考えている⒆。このように、知識を「総合」する試
みはスペンサーを経て現在なお盛んに行われており、その「総合」のための「方法」を巡っても議論がなされ
ているのである。

──────────────────────────────────────────────────────────
⒃　スペンサーがここで想定しているのは、法則の再現性であると考えられる。例えば、ある物体の落下に関する法則を見出し
たとする。すると、将来においても、条件が全く同じであれば、同じ現象が生じる。スペンサーが指しているのは、おそらく
そういった点にある。つまり、スペンサーがいう「将来」は、「予想」のような主観性に基づく「将来」ではなく、「法則」の
ような客観性に基づく「将来」である。スペンサーの立場に立てば、ある事物の法則を知れば、その「将来」のあり方も、制
限の中では「完全」に知り得たと考えて良いだろう（もちろん今日知られているように、初期条件のわずかな違いによって結
果が大きく異なる「バタフライ効果」などがある。そのため、人間がある事象を「完全に」知り得た、と見なすことそれ自体
には問題が残る）。
⒄　スペンサーは、『第一原理』の第 2部第 12章から第 22章にかけて「進化」について「詳述」している。第 4版の『第一原理』
に基づけば、230ページにもわたる。ところが、ここで言う「詳述」の意味は、ディテールを与える、という意味での「詳述」
である。スペンサーは、第 13章で単純な進化と複合的な進化について形式的な区別を行なったのちに、第 14章から第 22章
にかけて、反復的に、天体、地球、有機体、生物、人間、社会、言語、種々の芸術など、具体的な観察結果と実験結果を極端
なくらい豊富に挙げることに専念しつつ、すでに本論文でも指摘している「帰納」によって「進化」に関する細かな論点を付
け加えている。つまり、第 12章から第 22章にかけてのスペンサーの論述の意図は、第 14章で述べているように、「さて、演
繹は帰納によって確かめられねばならない。Deduction has now to be verified by induction」（FP, 307）ということになる。した
がって、本論文で示している箇所までが、「普遍的総合」の段階として「進化」を抽出する作業であって、それ以降の章は、
ほとんどがア・ポステリオリな根拠に依拠しつつ、「進化」の概念の細かな論点を付け加える作業になっている。
⒅　Eric Schliesser, “Synthetic Philosophy”, 1-2.
⒆　Cf. op. cit., 7-8.
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「総合哲学体系」の哲学的基礎

　今日、このように、既存の学問領域の枠を超えて知識の総合（あるいは統合）を目指す試みは一般的に「学
際的研究」と呼ばれる。これはスペンサーが目指した総合哲学の試みや今日なお行われている総合哲学の試み
に類似したものだと言って良いだろう。森村は、スペンサーの「総合哲学体系」は一人で様々な学問領域を研
究する「ひとり総合大学」であったと形容する⒇。以上の本論文での議論から明らかになったのは、スペンサー
は、「一般哲学」、「特殊哲学」を通じて、一人で様々な科学の知識を結びつけ総合する「ひとり学際的研究」
のモデルとしても捉えることができるということである。今日の我々が学際研究の基礎を考察し、実際に「ひ
とり学際的研究」を行う際、さらに、他者と共に学際的研究を行う際には、その先例として、いまなおスペン
サーから多くのことを学ぶことができるだろう㉑。
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──────────────────────────────────────────────────────────
⒇　森村、前掲書、434頁.
21　もちろん、「統合」や「総合」の成果をどのように捉えるかという点で、総合哲学と学際的研究は異なる。例えば、抽象度
の違いを挙げることができる。総合哲学の場合、特にスペンサーの「総合哲学体系」における一般哲学の場合は、究極の普遍
性を目指すため、最終的な成果の抽象度は極めて高くなる。それに対し、学際的研究の場合は、現象の説明を目指すのであれ
ば、それに必要な抽象度になる。他方で、共通点もあげることができる。それは、諸学問の成果をできるかぎり統合、総合し、
より包括的な理解を示すという点である。Cf. 寺嶋雅彦「「包括的な研究」の「方法」─概念の総合あるいは統合について─」、
39-40頁。


