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社会的事実の問題構成

薬師院 仁 志

La problematique du fait social 

YAKUSHIIN Hitoshi 

序

本稿が関心を寄せるのは，社会学が思考する領域の問題である。当然のことながら，社会学が

分析する対象は，社会的諸現象である。だが，多くの社会学的記述は，個人と社会の関係を主題

にしてきた。社会を知るということは，なによりも，それが個人といかなる関係にあるのかを知

ることだったのである。

社会学的記述の多くは，①一方に諸個人の期待や心的傾向，あるいはその行為や実践を置き，

②他方に，社会的なものをそれらの総和，蓄積，生産物，惰性態，物象化などの用語で定義し，

③個人的なものと社会的なものが，相互依存的，弁証法的，対立的，あるいは，ねじれの関係を

結ぶという理論構造を共有してきた。つまり，社会学が思考する領域は，社会（的な事象）と個

人（的な事象）の関係の次元に設定されてきたと言うことができるのである。分析の対象は社会

であっても，思考の領域は“関係”の次元に成立していたのである。たしかに，デュルケームに

よって固有の意味での社会学が開示されたとき， 対象として総称された社会的事実は， 「個人の

うえに外部的な拘束をおよぼすこと」ができるものとして定義されていた1)。社会的事実は， 個

人に対する外在的・拘束的な関係を基準に定義されたのである。しかし， この定義は，社会と個

人の関係を思考せよという指示ではない。なぜなら， この定義を社会と個人という問題設定の枠

内で処理しようとすれば，極端な決定論に結像してしまうからである。たとえば，パーソンズは，

次のように批判する。

かれは， ……社会的規範に排他的妥当性を与え個人の倫理的独立性を度外視するに至った鸞

だが， この批判は当たらない。 外在的拘束性は， 社会的事実の本質規定ではないのである。

デュルケームは，次のように述べている。

社会事実に特徴的なものとして強制若しくは拘束を説いたとき，我々はこれに依って社会事

実の簡単な説明を与えようとは少しも考えていなかった。ただ社会学者がこの科学に属する
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事実を判別出来る便利な徴示を指示しようとしただけである凡

デュルケームは，先の定義によって，同時代の社会学者がその分析の対象を判別する手段を提

示したにすぎない鸞すなわち，個人に対する関係は，社会的事実の本質規定ではないのである。

デュルケームにとって，社会的事実は，個人と社会の関係の領域で思考される対象ではなかった

のである。それでは，社会的事実の本質規定はいかなるものであるのか。それを知ることは，社

会的事実が思考される領域を知ることでもある。本稿の課題は，社会的事実という問題構成が定

立されるまでの碁本的な行程を追跡することである。

社会が，個人との関係に基づいて分節されたことは確かである。先に記したように，社会的事

実は，個人に対する外在性・拘束性という指標によって認識されたのである。以下に，その行程

を追跡してみよう。

デュ・ルケームは， まず，次の事実を確認する。

人間の感性は，それを規制しているいっさいの外部的な力をとりさってしまえば，それ自体

では，なにものも埋めることのできない底なしの深淵である凡

個人の諸性質は，社会的な要因によって規定され，変容される〔それ自体では〕無規定な素

材にほかならない6)0 

人間の社会生活は，時間的・空間的に見て， きわめて多様なのである。そこから，人間が先験

的な本能図式によって集合生活の秩序を構成していないことが確認される匹 しかしながら， 人

間が無秩序のもとに置かれているわけではない。その空隙に，社会的な環境が顕在化してくる。

人間は，自然の秩序から切り離されても，社会的な現実世界を保持しているというわけである。

いかに多くの本能をわれわれは失ったことであろう。その理由は，人間は物理的環境とだけ

でなく，動物のかかわっている環境をはるかにこえて，無限に拡大され安定した活動的な社

会環境とも関係しているからである凡

人間は社会的に行動するがゆえに，先験的な本能図式に依らなくとも，集合生活の秩序を構成

できる。すなわち，先験的•本能的な図式に代わる，社会的な力が，人間の社会生活を規定して

いるのである。

したがって， ここに， きわめて特殊な性格をおびた一群の事実が存在することになる。すな

わち，それらは，行動，思考および感覚の諸様式から成っていて，個人にたいしては外在し，

かつ個人のうえにいやおうなく影響を課することのできる一種の強制力をもっている冗
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しかも，社会的な力は，人為的あるいは功利的な契機によって産み出されたのではないとされ

る。すなわち，社会的な力は，社会という固有の根拠を持つとされるのである。

個人が社会的に行動し，感覚し，思考するとき，かれがしたがう権威は，その点でかれを支

配するのであるから， この権威は，すなわち個人を越えた， したがって個人の説明しえない

諸力の所産であるということである。個人のこうむるこの外部的な圧力は，個人から発する

ことはありえないIO)o 

以上のような行程を経て， デュルケームは， 社会学に固有の対象として， 「ひとつの新種をな

す」11) 事実を分節したのである。

II 

個人との関係を契機に発見された社会的事実を，個人と社会という問題設定の枠内にとどめた

まま理解しようとするとき，内面化＝社会化の図式が定立される。個人が当該社会の指定する価

値・規範を受容し，社会の成員性を獲得することによって，集合生活の秩序が成立するというわ

けである。しかし，人々はなぜそのような価値・規範を受容するのか。なぜそのようなことが可

能なのか。 内面化＝社会化の図式は， この点を克服しなければ成立しない。 その点に関連する

デュルケームの記述は，次のようなものである。

それら（信念と慣行の全体）は普通は，それらが人びとに抱かしめる尊敬により，われわれ

がそれらを尊敬すべきであると感じる義務感により，また，われわれがそれらから逃れよう

とするときにいつもおこる，それらが制裁という形でわれわれに与えている威圧によって，

われわれに強制されている12)0

しかし，デュルケーム自身が指摘しているように， これは「循環論法」13) である。すなわち，

個人は社会による拘束なくしては「無規定な素材」であり，価値・規範は，意識主体の尊敬や義

務感なしには強制力を発揮できないというのである。この循環を断ち切ろうとすれば，人間の中

に，ア・プリオリな創発特性や道徳傾向を仮定しなければならない。たとえば，パーソンズの社

会理論には，次のような前提が横たわっていたのである。

究極的価値を科学的用語で正当化しようとしても，いつでも循環論法に陥ってしまう。また

善なるものを追求しようとする義務感は， どうにも説明し尽せない人間の究極的な属性の一

つであるように思われる 14)0 

デュルケームは，パーソンズのような前提を認めない。また，たとえ認めたとしても，循環を

断ち切ることはできないのだ。なぜなら， この前提は結果から回復されたものにすぎないからで

ある。正確に言えば，事後的に結果となる事柄，すなわち，価値・規範の内面化という過程が成
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立していることを前提として，さらにその前提となるア・プリオリな義務感が措定されているの

である。デュルケームは， この循環を断ち切ろうとはしなかった。たとえ理論的には循環論法で

あったとしても，デュルケームにとって， この循環は観察与件なのである。デュルケームは，次

のように述べている。

社会生活は循環的に運行している。一方では，個人は， 自分のもっともよきもの，他の存在

に伍して彼を異色あらしめ，固有の地位を占めさせるすべてのもの，彼の知的および道徳的

教養を社会から受けとる。……したがって，人間性の特質である諸属性は社会からわれわれ

にくるのである。しかし，他方では，社会は，個人によって，また，個人のうちにのみ，生

存し，生活するのである。社会の観念が個人の精神内で消滅したら，集合体の信念・伝承・

熱望が，私人によって感じられ，分有されることを休止したら，社会は死滅するであろう 15)0 

社会は循環的に運行している。デュルケームは， このことを肯定している。しかし，循環的に

運行している事実に対して，循環論法で説明するのが最適だと主張しているわけではない。デュ

ルケームは，循環論法を肯定するがゆえに，循環を断とうとしなかったのではないのである。た

しかに，社会の循環的な運行は観察与件である。しかし，ある事実が観察与件として経験される

ためには，感覚や思考の様式が，社会的事実として成立していなければならない。社会学者が行

動し，感覚し，思考する際においても，社会が指定した様式を無視することはできないのである。

デュルケームは，そのことを知っていた。

m
 

社会の循環的な運行が，観察与件として与えられないような状況を想定することができる。

デュルケームは，アルカイックな社会の状況を，次のように認識している。

低級社会において個人の人格の占める地位がまことに微々たるものであったとすれば，それ

は， この人格が人為的に抑圧されたり，押しこめられたりしたからではない。歴史のこの段

階では， こうした個人的人格が存在しなかったからという，まことに単純な理由にもとづく

のである 16)0 

当時にあっては，社会の魂は，少数の観念と感情とでしか作られていないので，容易におの

おのの個人意識にまった＜化身するのである。社会の魂を個人はすべて自身のうちにもって

いる。それは彼の一部をなしている。したがって，それが伝える衝動に身をゆだねるときに

は， 彼は， 拘束にゆだねるのではなくて， 彼の天性が呼ぶところに赴くのだ， と信じてい

る17)0

アルカイックな社会の住人たちにとって，個人と社会の“関係”を思考することは不可能であ

ろう。それは，知力が劣るからではない。そのような認識が可能になる状況が成立していなかっ

たのだ。
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われわれには， ときとして，どれだけ奇異に思われようとも，原始人は一つの論理をもって

いる 18)。

ただ，その論理がわれわれのものとは別種なのである。われわれが，われわれの論理でアルカ

イックな社会を眺めるならば，そこにおける個人と社会の関係を思考することができるであろう。

しかし，当事者たちには．その〈関係〉が観察与件として与えられていないのである。すなわち，

近代的な思考の様式が，社会的事実としてわれわれを規定するがゆえに，われわれは社会の循環

的な運行という観察与件を手にすることができるのである。このことは，同時に，社会学的な思

考が個人と社会の関係に照準するかぎり，それ自体がひとつの社会現象にすぎないことを物語っ

ている。たとえ分析の対象を近代社会に限定したところで，その記述は，当該社会の論理を反復

しているにすぎず，決してそれを相対化しうる思考にはなりえないのである。そのような思考は，

相互依存や弁証法という形をとりながら，個人と社会の循環を隠蔽しつつ，その循環を経巡って

いるのである。

しかし，われわれは，近代的な思考様式を捨てることができない。アルカイックな社会の論理

に身を浸すこともできない。デュルケームの思考は，困難な地点に立つのである。その困難につ

いて，パーソンズは次のように述べている。

かれの認識論は，人間理性の基盤そのものを，同じ様な相対性の圏域に投げこむ。その結果，

さきの相対主義それ自体が相対化される。というのは，社会類型の相対主義は，それ自体妥

当性が特定の社会類型にのみ限られる範疇体系の産物となってしまうからである 19)0 

だが，それに対して，デュルケームなら次のように答えるであろう。

「実地においては，われわれが出発するのはつねに通俗的概念，通俗語からである。」20) しかし

ながら， 「必要に迫られてそれらの範疇に頼らなければならないことがあっても， 少なくとも，

それらがほとんど無価値であることを自覚し，理論のなかで不当に大きな役割を演じさせないよ

うにすることだけは必要である。」21) なぜなら，「学者が日常語を慣用どおりに使って，その意味

を特別に吟味し， あらためて規定する労をいとうならば， 重大な混乱におちいるだろう。」22) し

たがって，「科学は概念をあらたにつくりなおさなければならない」23) のである。

万人にとって，普遍的な意義のある社会学を設立することは不可能であろう。われわれの社会

が指示する思考様式を無視すれば，社会学的な営みは，混乱した記述の集塊にすぎなくなる。し

かし，社会の指示する思考様式に埋没してしまえば，社会学は，当の社会を形作る要素になって

しまう。そこで，デュルケームは，通俗概念・通俗語から出発し，それを使用しながらもその支

配から脱し，新たな次元でそれらの概念を構築しなおそうとするのである。概念をつくりなおす

ことは，単に概念の意味や用い方を変更することではない。概念を，既存の思考の枠内で使用す

るのではなく，それが分節されてきた基本的な層にまで遡ってとらえなおすことである。すなわ

ち，デュルケームは，制度化された思考様式から出発し，一旦それを解体した上で，社会学に固

有の論理を構築しなおすのである。デュルケームの課題は， 「常識を社会学的諸議論から切り離

す」24) ことであった。われわれにとって意義があると同時に，われわれの思考様式に緊縛されな
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い理論の構築を目指したのである。次章では，その行程を追跡してみよう。

IV 

(I) に引用したデュルケームの諸記述は， たしかに，社会と個人の関係をとらえている。 し

かし，社会的な力の投錨点は，内面化＝社会化の図式が立脚するような，意味作用の主体として

の個人ではない。むしろ，その投錨点は，生ける物質性としての身体なのである。そのことは，

次の記述からもうかがえる。

個々の身体は，集合表象が，異なって屈曲し，染色する特別な環境を構成している。その帰

結として， これらの身体に引き入れられたあらゆる意識は，同じ世界，すなわち，集団の道

徳的統一をもたらしている観念と感情との世界に臨んでいるには違いないが， これを，すべ

て同じ角度から眺めているのではない。おのおのが自己流にこの世界を表明しているのであ

る25)。

内面化＝社会化の図式において，個人と社会の関係は，＿―-意識的であれ無意識的であれー一

具体的な意味内容の水準でとらえられていた。しかし，デュルケームの思考は，社会と個人が具

体的な関係を結ぶための条件に照準しているのである。つまり， 社会的な力を， “社会的な事象

と具体的な関係を結びうる存在を形成する作用”としてとらえているのである。社会的な力は，

価値・規範の意味内容を注人するような作用ではない。〈内面化〉されるのは， 感覚や思考の内

容ではなく，その様式なのである。社会的な力は，おのおのが自己流に社会を表明するための，

条件となる「人格性」26) を形成する作用なのである。したがって，社会的な力は，具体的な個々

の行為に直接作用する力ではない。

外在的な力は，……一定数のある種の行為を要求しこそすれ， きまっただれそれの行為を要

求するということはない27)0 

社会的な力—―ーデュルケームの用語では非人格的なカ―は内面化＝社会化という操作が可

能になるような，意識主体としての人間そのものを形成する力なのである。ここで，社会的な力

が産み出す人格性は，普遍的な人間理性ではなく，当該社会種が指示する価値・規範に相関した

人間性である。

人間性は一つであるどころか，時間的にみても空間的にみても著しく多様なのである。……

人間の精神的態度や道徳性の基本をなすものは……場所を異にするに従って変化していると

いうことである。すべての人間に妥当する唯一の道徳が存在するという観念は，今日ではも

はや支持されない28)0 

社会的な力は，パーソンズが前提としたような「人間の究極的な属性」を産む作用ではない。
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それは，人間性のありようを，当該社会に適合するものへと変容する力なのである。これは，重

要なことだ。すなわち，社会的な力は，特定の価値・規範と“循環的な関係を結ぶべき個人”を

つくる作用であり，言い換えれば，社会と個人の関係そのものを産出する作用なのである。非人

格的な力が，諸身体を，当該社会の価値・規範を内面化できる人格へと変容する。それによって，

その社会の循環的な運行が現象可能になるのである。デュルケームの思考は，現象として展開す

る出来事に照準していたのではない。思考の領域は，現象を可能にする作用の次元に設定されて

いるのである。

われわれは，社会生活の表面に発展する出来事の考察だけにとどまるべきではなく， この生

活の奥底にふれる最深点，つまり，個人や集団を動かす内的原因，非人格的で表面に出ない

力を研究する必要を感じている29)0 

社会的事実の問題構成は， 社会という， 循環的に運行している総体が． いかなる作用原因に

よって成立しているのかを編制の問題として分析することを指示している。社会的事実を分析

することは．循環的に運行している総体をとらえることなのである。

循環的に運行している総体は，社会的な力の作用によって編制されている。これは事実である。

しかし， この説明ではまだ不充分である。これなら，社会的な力を，身体に外在するものとして，

ア・プリオリに前提しなければならないからである。デュルケームが言うように， この力は，内

的原因として説明されねばならない。したがって，問題は， この社会的な力が，どのような機序

で発生するのかを明らかにすることにある。これは，社会の起源に対して発せられる問いではな

い。それを問うことは，社会学の仕事ではない。ただし，既存の社会において．それを成立させ

ている力がどのような機序で発生してくるのかを明らかにすることは．社会学の任務であろう。

デュルケームは，その機序の図解を，宗教生活に求めた。

V 

まず，デュルケームは， トーテミズムを，「達しうる限りもっとも原始的で単純な宗教であ

る」30) と位置づけた。その上で， トーテミズムを，社会集団としての氏族に対する崇拝に基づく

宗教であると定義している。

神と社会とは一つでないであろうか。集団と神性とが各個の二実在であったら， どうして集

団の記号がこのなかば神性の画像となることができたであろうか。氏族の神・トーテム原理

は， したがって，氏族そのもの以外ではありえない31)0 

(II) で引用したように， デュルケームは， 社会の指示する信念や慣行が拘束力を発揮するこ

との根拠として，それに対する人々の尊敬を挙げた。そして，その尊敬の元型を，宗教生活にも

とめたのである。
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ほとんどすべての主要な社会的制度は宗教から生まれた， といっていい。……宗教が社会の

本質的なものを生み出したとするならば，それは，社会の観念が宗教の魂だからである32)。

さらに，デュルケームは，次のように主張する。

社会がその成員におけるは，神のその信者におけるようなものだ……33)0 

つまり，集団の価値・規範・信念・慣行などが，人々の尊敬を得るのは，元来，それらが聖な

るものとして，宗教から生まれたからなのである。ここで，社会的な強制力が，神に対して感じ

るのと同様の尊敬や義務感や威圧に由来しているとするならば，それは，外在的な力ではなく，

諸個人の内部に想像された感情によって効果を現す力だということになる。つまり，人々が社会

を尊敬すると感じるがゆえに，結果として， 自ら社会に服従しているということになるのである。

デュルケームは，次のように述べている。

信者，宗教生活を営んでいて，宗教生活を構成しているものを直接に感じている人々は，

…真の宗教の機能は，……われわれを活動させ，われわれが生きるのを助けるところにある，

と感じている34)0 

人々によって想像された感情が，結果として，人々を拘束する力のように現象するわけである。

つまり， 社会は， 「人々の精神に神的なものの感覚をよび醒す」35) 仕組みなのである。社会は，

身体の内に，人格性の場を成立させる。このことは，外在的な拘束を個人の主体的な義務感に変

換するということではない。むしろ，内的に呼び醒まされた義務感が，外的な拘束であるかのよ

うな効果を現象させるということである。循環的に運行する総体（＝社会）とは，身体を，自発

的な義務感を持つ行為者へと変容させる“仕組み”なのである。神と信者の力関係そのものを，

信者の内部に組込みながら運行している仕組みなのである。この仕組みは，身体に外在するとい

うより，身体を部品としながら作動している。社会的な力は，外部から循環的運行を支えている

のではなく，循環的運行の内部で，いたる所で発生しているのである。

社会は，それ自体がよってたつ基礎を，すでに諸意識のなかですべてつくられたものとして

発見するのではない。社会はそれらの基礎をみずからにおいてつくっているのだ36)0

循環的に運行する総体は， もはや， 自己の根拠を外部に持たない。社会学的分析において，

「当の事実の外部にその存在理由を探究するという理由はなくなる」37) のである。すなわち， 社

会的事実が， 「固有の存在をもちながら所与の社会の範囲内に一般的にひろが」38) っているもの

としてとらえられるのである。この地点で，デュルケームは，生の実体としての社会を開陳した。

しかし，実在論や決定論ではない。われわれは， もはや，社会と個人という枠組の中にはいない

のだ。社会的事実の問題構成は，社会を，全域的に拡がった固有の実在として思考すること，そ

れがいかなる機序によって編制されているのか（＝作用原因）を分析することを指示しているの
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である。その指示は，次のとおりである。

社会現象は物であり，物のように取り扱われなければならない。……社会現象は，それらを

表象する意識的主体から切り離して，それ自体において考察されなければならないのだ39)。

VI 

次に，デュルケームの具体的な仕事のなかに，社会的事実の問題構成を読み取ってみよう。た

とえば，「自殺論』の意図は，次のように記されている。

個々の自殺の発生にかかわるすべての条件をできるだけ完全に網羅することではなく，もっ

ぱら，社会的自殺率と名づけたこのかぎられた事実のもとづいている条件を究明することに

つきる40)0 

分析が照準するのは，個々の自殺と社会的条件の“関係”ではない。社会的自殺率を規定する

“条件そのもの”の究明なのである。そして，究明すべき条件とは，「社会の一般的状態」41) であ

る。

数字の表現しているもの，それは，集合精神のある一定の状態にほかならない42)。

デュルケームは，集合精神の状態を構成するものとして， 自己本位主義・集団本位主義・アノ

ミーという三潮流を提起した。そして， これらを， 「社会的自殺率の変化を規定する要因」43) で

あると述べた。ただし，これは，自殺率を規定する種々の要因のうち，特に社会的要因に注目し，

それを特権視したということではない。たしかに， 自殺率が社会状態の表現である以上，三潮流

は，自殺率の変化を規定する要因には違いない。しかし，自殺論の彗本的な主題は，社会的自殺

率（が表現している事実）そのものを，社会的事実としてとらえることであり，自殺率を社会的

要因によって説明することではない。つまり，分析が主照準した事柄は，自殺という具体的現象

であるより，むしろ，総体としてとらえた，社会の一般的状態なのである。この一般的状態を知

ることは，三潮流の大小比率を見極めることである。ただ，それは直接的な観察与件として与え

られない。そこで，自殺者の数を，社会状態の外部的表現として代用するのである。自殺率は，

社会状態の外徴を，統計という手段を用いて取り出したものなのである。

ここで重要なことは，社会の状態やそれを表現する社会的自殺率が，個々の自殺者の 意識

的・無意識的に一準拠すべき規範ではないということである。社会的自殺率は，行為主体の準

拠を経由せずに，その規則性を現前させる。それは，外部に根拠を持たない全域性を獲得してい

るのである。つまり，社会の一般的状態，すなわち，「集合精神のある一定の状態」を社会的事

実として思考するとき，そこでは，行為主体が消失しているのである。この領域こそ，社会的事

実の問題構成が開示した思考領域である。デュルケームは，社会の循環的な運行が，行為主体の

消失した空席で，休みなく遂行されている姿をとらえたのである。したがって，究明の対象とな
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るのは， この全域性の諸状態である。そこでは，個人と社会の関係が，総体としてとらえられて

いる。個々の行為主体は，総体の運行に代補される一機能としてしか，問題にならないのである。

この（自殺への）潮流が強ければ強いほど，当然，それに深く冒されて自殺への決意をかた

める者もそれだけ多くなる。逆の場合には反対の結果が生まれる44)0

分析の主題となった事象は，社会と主体的個人の具体的な関係ではない。そうではなくて，当

該社会における，集団と個人の関係の総体が，どのような状態として編制されるかを問題にして

いるのである。問題は，社会という総体の編制状態である。社会は，人々を特定の道徳的理想に

対応させる仕組みとして運行している。そして，集合精神の状態は，社会の道徳的理想に相関し

ているのである。

社会によってその比重に大小の差はあっても，自己本位主義，集団本位主義，そしてある程

度のアノミーとむすびついていないような道徳的理想は存在しない45)。

したがって，自殺率を通時的・共時的に分析し，三潮流の大小比率（＝社会状態）を見極める

ことは，その社会における人間性が，いかなる理想や規範に準拠すべき存在として形成されてい

るのかを知ることである。すなわち，当該社会における集団と個人の関係の総体が，どのような

形態に編制されているのかを知ることであり，循環的な運行がいかなる状態にあるのかを知るこ

となのである。

VII 

『社会分業論」の第一版序文は，次のようにむすばれている。

本書をあらわす機縁となった問題は，個人的人格と社会的連帯との関係の問題である。個人

がますます自立的になりつつあるのに，いよいよ密接に社会に依存するようになるのは，

いったいどうしてであるか。個人は，なぜいよいよ個人的になると同時にますます連帯的に

なりうるのか。というのは， この二つの動きは矛盾しているようにみえて，実は並行してあ

いついでいるからである。これが，われわれのみずからに提起した問題である。われわれに

とって， この表面上の二律背反を解決するように思われたのは，分業のたえざる顕著な発展

による社会的連帯の変化である。これこそ，われわれが分業を研究の対象とするにいたった

理由である46)0 

デュルケームが問題にしたのは，社会的連帯と個人的人格の関係が，いかなる機序で編制され

ているのかということである。問題となる関係を，社会と個人の関係という主題の枠内で思考す

るならば，表面上の二律背反が発生する。すなわち，二律背反は，個人が社会に埋没した存在で

あるのか，個として独立した存在であるのかといった，内一近代的な思考のもとでのみ発生する
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のである。そこで，デュルケームは，社会的連帯の編制様式を分析することにより， この二律背

反を脱しようとした。連帯は，「機械的連帯」と「有機的連帯」の二種に大別される。その特徴

は，次のように記述されている。

第一の連帯は，個人を無媒介的に社会に直接結びつける。第二の連帯では，個人は社会に従

属する。個人は社会を構成する諸部分に従属するからである47)。

連帯の二様式は， 〈社会〉と〈個人〉の関係の総体が編制される二様式なのである。この様式

は，個人の意識や価値観の内容に相関するのではない。それは，むしろ，身体がどのような人間

性を付与されているのかに相関している。たとえば，機械的連帯において，身体は，個別の人格

性を付与されるのではなく，集合的存在としての人間へと変容されている。

第一の連帯は，社会の全成員に共通な理念と傾向が，各成員に個人的に属するそれらを，そ

の数と強度においてこえる程度においてのみ，強力であることができる。……この連帯がそ

の力を行使する瞬間において，人間の人格は消滅する， といってよい。なぜなら，そのとき

われわれは， もはや自己自身ではなく，集合的存在だからである48)0 

機械的連帯に基づいて成立している社会において，人々はアイデンティティを保持する個人で

はなく，個別の人格性を〈欠いた〉集合的存在なのである。それに対して，有機的連帯は，諸身

体を個別の人格へと変容する社会に相関している。

この連帯は，諸個人がたがいに異なることを前提とする。……各人が固有の活動領域を， し

たがって一個の人格をもつかぎりにおいてのみ可能である49)。

二種の連帯は，人間性のありように相関している。それらは，社会という総体が編制される際

の二様式なのである。このうち，デュルケームが主照準したのは，有機的連帯の方である。すな

わち，自立的で個別的な個人が，共同体を喪失した結果として生まれたのではなく，別の様式で

社会に領属化されていることを確認したのである。分業によって， 「有機体としての統一性は，

この部分の個性化がいちじるしくなるほど，大きくなる」50) ような社会が編制されたことを図解

したのである。

結び

デュルケームは，社会学の対象を，社会的事実と総称した。社会的事実は， とりあえず，われ

われに経験として与えられる。だが，この経験そのものも，社会的に編まれたものなのである。

なぜなら，経験を成立させる，行動・感覚・思考の様式は，きわめて典型的な社会的事実だから

である。体験は，社会的な事実として意味づけられてこそ，現実的な経験となりうるのである。

しかも，対象だけが社会的事実なのではない。分析が用いる概念も，分析が依拠する思考様式も，
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すべて社会的事実なのである。したがって，社会学者が，手にした経験（的データ）を既存の概

念で記述するならば， それは， ひとつの社会現象にすぎないのである。 たとえ， 新しい用語を

作ったとしても，それが既存の思考様式に収まってしまうのなら，同じことである。

われわれの手にしうる現実は，われわれの経験であり，思考であり，感覚であり，概念である。

それらの総体が，われわれの住む現実世界を成立させている。それは，内閉的な総体である。通

俗的な社会学は， この内閉的な総体の部分をなしていたということができる。その営みは，自己

の内閉性を経巡る循環論法に陥らざるを得なかった。それに対して，デュルケームが指示した社

会学的課題は， この内閉的な総体が，いかなる機序によって編制されているのかを思考すること

であった。したがって，社会的事実の問題構成は，思考の領域そのものの変更を指示しているの

である。社会的事実を，固有の実在として，物のように扱うという思考法は，われわれが内属す

る思考領域からの離脱なしには成立しないのである。この離脱は，一足飛びに成されるものでは

ない。困難な歩みなのだ。本稿は， この歩みを追跡してきた。すなわち，社会的に生起する出来

事を，社会的事実という問題構成のもとでとらえる思考が，いかにして定立されたのかを追跡し

てきたのである。
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