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規範の社会学（2）

友枝　敏　雄

1　秩序問題の鍵概念としての規範

2　規範を捉える視点

3　規範の生成論的説明（『共生社会学』第2号）

4　規範の機能論的説明

5　近代社会の構造

6　社会秩序問題の解法

7　機能分化した社会における自由と正義（本号）

要　　旨

規範が慣習、道徳、法の3つからなることを明らかにした後、規範が、正常と異常、合法

と不法、健康と病気、善と悪といった二項対立の空間を、社会に生み出すことを示す。つぎ

にヨーロッパにおける近代の起源に4つのメルクマールがあることを示した上で、社会の4

つの領域における作動メカニズムとして、資本主義、民主主義、近代科学と技術、近代的人

間類型があることを明らかにする。さらに近代社会における機能分化と個人主義の原理にも

とづいて発生する秩序問題の解法を、パーソンズ、ルーマンの学問的貢献を通してあとづけ

た上で、社会秩序の中核をなす自由および正義への道程を模索する。

キーワード：社会秩序、パーソンズ、ルーマン、自由と正義

4　規範の機能論的説明

慣習道徳法　　すでに、規範とは、奨励のルールと禁止のルールからなる複合体である

と定義した。また規範の2側面として、「約束事としての側面」と「のぞましさとしての側面」

があるζとを指摘した。そこでここでは、規範の分類をしておく1）。

規範の性質は、（1）サンクションの性質がインフォーマルであるか、それともフォーマル

であるか、（2）サンクションの対象が外面的行為であるのか、それとも内面的態度であるの

か、（3）規範に付与された集団感情の強さ、（4）規範の発生源が自然発生的か、それとも人

為的かの4つの側面から考えることができる。このうち（1）のサンクションがフォーマルで

一17一



あるとは、サンクションが自動的に決定され、強制的に行われるという意味であるのに対して、

インフォーマルであるとは、サンクションが自動的に決定されるわけでもないし、強制的に行

われるわけでもないという意味である。

まず（1）と （2）の2つの軸を使って、規範を分類すると表1のようになる。

表1　規範の分類

、、
_＼　サンクションの　　、

@　＼＼　　　性質　　　　、サンタ　　＼＼

Vョンの対象　＼＼　　　　　　　　、

　　　　　　　i
Cンフォーマルiフォーマル　　　　　　　i

外面的行為
　　　慣習　i囎法塗成文法）一一…一一一…一一…一一……一十一一一一一一一一一……一…

一　　■　　■　　一　　磨　　圃　　一　　唖　　一　　■　　幽　　一　　幽　　■　　幽　　國　　一　　一　　磨　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一

内面的態度
道　徳　　　i　　　　　　i

表1にみられるように、内面的態度に対してフォーマルなサンクションを行使する規範がな

いのはある意味では当然であろう。 なぜなら内面的態度をフォーマルにコントロールすること

は、そもそも不可能だからである。 とりわけ信条の自由、言論の自由を尊重する近代社会では、

個人の内面を規制することは、原則的に禁止されているから、内面的態度のコン トロールはほ

とんど不可能だといってよい。

（3）の規範に付与された集団感情の強さとは、たとえばカリスマ的な政治リーダー（レー

ニン、毛沢東） への一般民衆の支持は強いのに対して、年中行事として行われている祭り （慣

習的行為）への一般民衆の支持はそれほど熱狂的ではないといった例をあげることができる。

また結婚式、 葬式といった慣習への人々の支持も狂信的なものではない。これらの例から明ら

かなように、 規範に付与された集団感情は強ければよいというものではない。 そうではなくて、

規範が維持され、 社会システムの秩序形成に有効に機能する程度に規範に付与された集団感情

が強いことが重要である。（4）については、述べるまでもないが、自然発生的な規範が慣習、

道徳であるのに対して、人為的な規範として法をあげることができる。

規範による制御 一方での法と、 他方での慣習、道徳との間に、強制力に違いがあること

は事実である。 しかし慣習、道徳、 法にすべてに共通する機能は、人々の行為を規制し、一定

の幅の中に収束させることである。 このことによって、規範は秩序の生成あるいは他者との共

生を可能にしているのである。このことを図示すると、図1のようになる。

図1から明らかなように、行為者の行為は、社会システムを通過する際に、 yesかnoかに

選別され、行為者にフィードバックされているのである。yesかnoかということを具体的に

言うと、同調と逸脱、善と悪、合法と違法、正常と異常、健康と病気、といった二項対立のカ

テゴリーになる。 この二項対立を考える場合、問題になるのは、第1にyesとnoの線引きの

規準は何か （yesとnoはどこで線引きされているのか）ということであり、第2に、たとえ
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図1 規範による制御

ば正常があるから異常が生まれるのか、 それとも異常が先にあり、その補集合として正常があ

るのか、 あるいは正常と異常は同時に発生するのかという優先問題である2）。いずれもきわめ

て難解な問題であ り、 これから社会秩序と関連づけて考察を試みるが、その作業の前に、社会

秩序が社会科学のメインテーマとして認識されるようになる近代社会の構造を明らかにしてお

こう。 なぜなら社会科学における問いは、 純粋に学問内在的な問いとして成立するだけでなく、

社会の変化に対応して時代相関門に、 違った言い方をすれば学問外在的な理由によって成立す

ることがあるからである。
ノ

5 近代社会の構造

「社会」 の発見と 「個人」の発見 かつて筆者は論じたように、社会学は近代の自己認識

の学と して成立した （友枝，1998）。 このことを言い換えれば、社会学は近代社会のなかで誕

生し、 近代社会を対象にする学問だということである。

近代社会の構造を概観するにあたり、 ヨーロッパ近代において「社会」と「個人」が発見さ

れたことにふれておこう。

ヨーロッパ近代における「社会」の発見と「個人」 の発見によって、自然から社会と人間が

分離された。 自然、 社会、人間はそれぞれ独立した対象として認識されるようになった。正村

（1995） の指摘にならうならば、自然を対象にする場合には、自然法則の解明が、社会を対象

とする場合には、 社会的規則の解明が、 人間を対象とする場合には、個体的同一性の解明がめ

ざされた。 と同時に近代のく知〉のシステムは、中世の人文科学が、自然科学、社会科学、人

文科学の3つへと分化する形で成立するのであった。

いう までもな く社会科学の成立が、 その後の社会学の誕生につながるのであるが、ここで注

目されるのは、 社会科学の成立が、社会現象の独立性の認識と軌を一にしていたことであった。
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つまり社会現象および社会秩序をそれ自体独自なものとして把握できるという認識が成立して

はじめて、社会現象および社会秩序の解明をめざす社会科学が成立するのであった。

自然主義と反自然主義　　その際、自然科学の方法と社会科学の方法との同質性を強調して

社会科学を構築する立場と、逆に自然科学の方法と社会科学の方法との異質性を強調する立場

とがある。前者の立場は自然主義と呼ばれ、』後者の立場は反自然主義と呼ばれる3）。

18世紀の「百科全書派」に代表される啓蒙主義思想の登場と、これと相前後する自然科学の

発展との影響下に、19世紀の社会科学の多くは自然主義的な立場に立っていたといってよい。

その代表的なものとして、自然法則とほぼ同様なメカニズムを社会に発見しようとしたマルク

スの唯物史観・経済理論や、生物進化と社会進化との理論的同型性を強調するスペンサーの社

会進化論があった4）。反自然主義的な立場がヨーロッパで強くなるのは、やはり資本主義の進

展に伴い、その陰の部分（＝矛盾）が明らかになってくる19世紀後半以降であり、そのような

時代思潮のなかで登場してきたのが、ヴェーバー、フロイト、クローチェであった（Hughes，

1958）。彼らを実証主義への反逆者と呼ぶことができよう。

自然法則と社会的規則　　自然科学は自然法則を発見しようとする。この場合、自然法則は

不変的かつ普遍的な性格をもっているから、的確に発見された自然法則を人間の作為によって

変更することは不可能である。これに対し、社会現象から発見された社会的規則は、人間が意

図的であれ、非意図的であれ、日々の実践によって作り出したものであるから変更可能である。

もちろん文化人類学の分野でこれまで発見されてきたような、ある社会のなかに1つの文化と

して浸透している人々の行動様式（＝社会的規則）は、非意図的に作り出された規則であるか

ら、変更することがなかなか困難である。しかしそのようなものでさえ、異文化との接触やそ

の社会自体の変動によって変更されていくのである。だとすれば人間が意図的に作り出した成

文法などの制度が変更可能であることは明らかであろう。

ヨーロッパ近代における「社会」の発見は、「社会的規則は変更可能である」という認識を

成立させたし、さらには、「社会を作りかえることは可能である」という認識を生み出していっ

た。人々はこの新たな認識のもとに、社会を構想し計画する、あるいは社会を変革するという

実践的な営みに従事していったのであった。社会を変革する代表的な思想は、やはりマルクス

主義思想、社会主義思想であるし、福祉国家論に代表される社会福祉の思想や有効需要創出を

めざすケインズ主義的経済政策もこれに入れてよいであろう。

個体的同一性　　個体的同一性とは、「私とは何か」ということが近代固有の問題として発

生することである。少々違った言い方をすれば、「個人」の発見によって、個人もしくは主観

が、行為や認識の出発点として重視されるよケになることである。この個人もしくは主観を重

視する考え方は、個人主義および自由主義という理念として開花し、ヨーロッパ近代を特徴づ
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ける思想となった。

個体的同一性の問題を個人レベル・身体レベルで考えると、近代以降の哲学の中心テーマで

ある人間の実存とは何かという問いになるし、心理学におけるアイデンティティの確立の問題

になる。

社会レベルで考えると、階級、身分、家柄、性別などの属性による拘束が弱まり、個人の自

由が大きくなることはそれなりにょいことである。しかし個人が社会的属性をはぎとられた結

果、自分とは何か、私とは何かが不明瞭になり、自己の一体性・一貫性を保てなくなるようで

は困るし、個人の自由が浸透した結果、人々の絆や連帯が弱まったり、社会の秩序が崩壊した

りするのは、好ましいことではない。いずれにせよ近代社会が価値として称揚する個人主義と

自由主義は、その逸脱した形態として、社会の存立を危うくする可能性をはらんでいる。この

個人の自由の擁i護と社会の必要性という問題は、社会科学において解決しがたい原理的問題で

あり、社会科学のアポリアといってもよい。

ヨーロッパ近代の起源　　理念型として近代社会を捉える場合、近代の起源はいわば自明な

前提とされている。しかしヨーロッパの歴史をふりかえってみると、近代のメルクマールを何

にするかによって、近代の始まりに大きなズレがあることが明らかになる。ヨーロッパの歴史

を概観すると、近代の起源として、つぎの4つがある。

もっとも古いのは、15世紀のルネッサンスもしくは16世紀の宗教改革を、近代の始まりとす

るものである。その理由は、宗教改革により明瞭に示されているように、それまでのカトリッ

クでは、人々は教会をとおして神に結びつけられていたが、プロテスタンティズムが人々を直

接神に結びつけるようになったことである5）。このルネッサンスもしくは宗教改革を近代の始

まりとする考え方では、個人主義の誕生が近代のメルクマールとされている。第2は、1688

年のイギリス名誉革命にはじまり、1776年のアメリカ独立宣言d789年のフランス革命へと至

る市民革命を近代の始まりとするものである。ここでは近代のメルクマールとして市民社会の

誕生が考えられている。第3は、18世紀後半イギリスではじまる産業革命を近代の始まりとす

るものである。産業革命は、19世紀にはフランス、ドイツでもはじまり、産業社会が誕生する。

この考え方では、資本主義（capitalism）の発生が近代のメルクマールとされている。第4は、

1861年のイタリア王国の誕生、1871年のドイツ帝国の成立を近代の始まりとするものである。

ここでは近代のメルクマールとして、国民国家の成立が考えられている。国民（nation）と

いう概念の誕生とともに、国民は、公衆衛生、人口統計、義務教育、軍隊などの具体的な制度

をとおして国民国家に包摂されていく。

このようにヨーロッパ近代の起源として、4つの時期が考えられ、しかも4つの時期の間に

最大400年の開きがあることは何を意味するのであろうか。まずもって明らかなのは、ヨーロッ

パの歴史そのものが近代化の歴史であり、数百年かけて近代化がなされたという厳然たる事実

があるということである。その上であえて言えば、どんなに厳しい基準を設けても、ヨーロッ
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パでは、19世紀には近代社会が成立していたという ことである。

社会の4つの領域 通例社会学では、社会を図2のように4つの領域に分けて考える。全

体社会システムは、経済、 政治、 文化、人と人とのつながり （＝狭義の社会）という4つのサ

ブシステムからなるということである。

この4つの領域のなかで、 社会学的思考がよくあらわれているのは、 人と人とのつながり（＝

狭義の社会）の領域である。 人と人とのつながり （＝狭義の社会） の領域を、経済、政治、文

化という3つの領域と区別することは、パーソンズ （Parsons　and　Smelser，1956）がAGIL

4機能図式を練り上げる際に、 ：L機能と1機能とを区別して、経済、 政治、文化とは異なる領

域として複数の人間の結合や協力に焦点をあてる社会統合（1機能） の領域を、独立の領域と

したことに明らかである。 あるいはハーバーマスがシステム統合に対立する概念として、社会

統合の概念を提示し、コミュニケーション行為による討議ということを主張するのも、この人

と人とのつながり （＝狭義の社会）の領域を重視しているからである。

近代社会の構造と趨勢 この4つの領域にそく して、近代社会の特色を考えてみよう。具

体的には各領域の作動メカニズムもしくは中核にある構造（規制メカニズムとして¢）構造）を

明らかにすることである。

経済の領域では、資本主義が成立し、資本主義が経済領域の作動メ カニズムになることであ

る。近代になって利潤原理にもとつく資本主義のメカニズムが独立したことは、近代以前の社

会の経済メカニズムと比較すると、一層明瞭になる。 近代以前の社会では、経済を営む部門が

政治を営む部門から独立した組織として、成立することはまれであった。 たとえば我が国の平

安時代に権勢を誇った藤原氏は、 全国で荘園経営を行ったが、この荘園経営は、藤原氏という

経 政 文

済 治 化

の の の

領 領 領

域 域 域

◇ ◇ ◇

人と人とのつながりの領域

（社会的行為、 社会関係、社会集団）

図2 社会の4つの領域
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家計を営むためになされたのであって、藤原氏の家計から独立して営まれることはなかった。

江戸時代における江戸幕府の天領経営もまた、江戸幕府という1つの大きな台所（＝家計）を

まかなうためになされたのであって、江戸幕府から独立していなかった。このように前近代社

会では、経済組織は生産組織でもあった。近代になって、経済組織が政治組織から独立すると

いうことは、近代的企業が家計から独立し、企業の収支と家計の収支とがまったく別個のもの

になるということである。このことを違った側面から象徴的に示すのが、工場の成立である。

工場労働者と呼ばれる人々は、家族の居住する場所とは異なる場所（＝工場）で生産活動に従

事するようになった。ここに生活点と生産点との分離という、近代固有の現象が発生するので

ある。

このような資本主義の成立を可能にしたのが、経済活動の自由、職業選択・移動の自由など

の経済的権利の確立であった。資本主義は企業とともに市場によって支えられている。したがっ

て資本主義メカニズムの中核には、企業と市場があるといえる。

政治の領域では、すでに聖権（教皇権）と俗権（帝権）とが分離していたヨーロッパの近代

国家では、市民革命によって、民主主義が最高の政治形態とされる。民主主義は、法の下での

平等、政党・結社の自由、言論の自由、三権分立、参政権など具体的な形態と結びついて実現

されていく。法の下での平等とは、万人に平等な機会が与えられるという意味であり、この平

等原理は、近代以前の社会がほとんど身分制社会にであったことを考えると、いかに近代独特

の原理であるかがわかる。また行政権、立法権、司法権が相互に独立するという三権分立も、

それ以前の社会では、多くの場合、王のもとに行政権、立法権、司法権が集中し独立していな

かったことを考えると、いかに画期的な制度あるかがわかる。さらに19世紀後半以降、国民国

家が成立してくると、戸籍などを通じて国家によって国民として把握された人々は、国家から

さまざまなサービスを受ける反面、納税、義務教育、兵役などの義務を引き受けることになる。

かくて国民は、国家との権利義務関係という形で近代国家に包摂されていくのである。

文化の領域では、個人が神の拘束から解放される。つまり神学的世界観から解放され、自由

に思考し行動する個人が出現するようになる。このような個人の出現にとって、前述した宗教

改革が大きな駆動力になったことはいうまでもない。神学的世界観からの解放は、これまです

べて聖の領域でおおわれていたところに、俗の領域が出現し、聖の領域と俗の領域との分化を

意味する。俗の領域の独自なものとして、近代科学の成立をあげることができる。啓蒙主義思

想における理性へのゆるぎない信頼が、ヨーロッパにおける近代科学の自立をもたらした。近

代科学は合理的な知識を探求するとともに、発見・探求された科学的知識によって、社会の合

理化を推進していった。実際、ヨーロッパの近代科学は、技術と結びつき、産業革命をひきお

こし、資本主義発展の原動力になったし、機械文明を誕生させた。近代になり俗の領域として

独立したもっともわかりやすい例は、医学であろう。それまでの医療は、ともすれば宗教と結

びついて宗教儀式の一環としてなされることが多かった。近代以前の社会では、しばしばシャー

マンや呪術師が医師であった。ところが近代になって、病気を治すという行為は宗教儀式とは
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無関係に行われるようになり、医師という専門職が確立するとともに、今日では当たり前となっ

ている医療の基準が確立された。近代科学の発展は、国民国家によって支援されるようになる。

国民国家による具体的な方策の最大のものが、科学技術の発展を支えるものとして、大学を頂

点とする公教育制度の確立であった。

人と人とのつながりの領域では、近代的な人間関係が成立する。近代的な人間関係とは、個

人の自由な意思にもとづいてとり結ばれる人間関係のことであり、それまでの血縁や地縁にも

とつく人間関係とは異なる。血縁や地縁といったしがらみと関係がないということは、それま

でまったく知らなかった人と関係をとり結ぶことが可能になるということである。近代的な人

間関係は、血縁や地縁にもとつかないことによって、ネットワークの量と範囲を拡大していく

ことが可能になったのである。交通通信手段のめざましい進歩が、この趨勢を加速させたのは

いうまでもないことであるし、昨今の情報ネッドワークの進展によってさらに加速していると

いってよい。近代的な人間関係とは、テンニエスの言葉にならえば、ゲゼルシャフト的な関係

にほかならないし、具体例としては、個人の意思にもとづいて結婚した近代家族や、雇用契約

にもとつく近代的な企業組織や、契約にもとつく取引関係などをあげることができるが、現代

社会では、当然のごとくとり結ばれている関係である。人と人とのつながりの領域を、背後

で支えている思想は、やはり個人の尊厳を重視する個人主義と自由主義である6）。

以上から明らかなように、近代社会は絶えずイノベーションを行っている社会である。この

ことを趨勢で表現するならば、経済の領域では、産業化（industrialization）が、政治の領域

では、民主化（democratization）が、文化の領域では、世俗化（secularization）と合理化

（rationalization）が進行しているといえる。そして人と人のつながりの領域では、個人主義

と自由主義が浸透しているといえる。この個人主義と自由主義の浸透を個人化と呼ぶかどうか

については、「個人化」の概念をどう定義するかに関わっている。「個人化」の問題については

別の機会に論じたので、ここでは取り上げない（友枝・山田，2005）。いずれにせよ産業化、

民主化、世俗化、合理化の趨勢を担う人々が、まさしく近代社会の主人公であり、その主人公

は近代的人間類型もしくは近代的市民と呼ばれてきたのであった7）。

近代社会と秩序問題　　近代社会の構造と趨勢から明らかになるのは、近代社会のシステム

が、前近代社会のシステムとはまったく異なっており、機能的に分化したシステムになってい

ることである。このことは、すでに述べたように、近代国家の成立および近代科学の誕生によっ

て、聖世界と俗世界とが分離したことや（もちろん神政一致の王権がまったくなくなったといっ

ているのではない）、資本主義を担う近代的企業が、国家のコントロールから相対的に独立し

たことに明らかである。

機能分化という趨勢を、各機能を担う集団・組織という観点からながめてみると、それまで

ほとんど親族集団によって担われ、実行されていたものが、近代になり、その機能に特化した

専門的な集団・組織によって担われ、実行されるようになったことが明らかになる。たとえば
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それまで親族組織が担っていた生産の機能は、企業によって担われ、資本家と労働者が誕生す

ること、そしてすでに述べたように、生活点と生産点との分離が生まれるようになること、あ

るいは、それまで主として親族組織が行っていた子どもの社会化・教育を担う組織として、学

校（公教育）が誕生すること、さらには王家に代表される親族集団が行っていた統治の機能が、

政党、結社、裁判所、行政府によって担われることなどが、これにあたる。

社会レベルにおける機能分化のメカニズムを、個人レベルで支えるのが個人主義の原理であ

る。なぜなら社会レベルで、各部分システムの自律性＝機能分化を認めるということは、個人

レベルで、個人の自律性・主体性を認めることにつながるからである。いうまでもなく社会レ

ベルでの機能分化は、社会システムの規模の拡大に対応したものであると同時に、分業論が指

摘する通り、社会システムのパーフォーマンスを上昇させるから、進行するのである。この趨

勢に対応するかのように進展する個人主義の原理は、個人の自律性・主体性を尊重するから、

ある面では個人の幸福を増大させる。しかし、同時に自己の実存の不確かさという近代固有の

憂馨を個人に発生させることも事実である。そして、たとえ個人主義が個人の幸福を増大させ

るという超楽観的な前提に立ったとしても、近代社会では、機能分化の趨勢と個人の幸福とが

どのようにつながるのかという問題を生じさせるのである。この問題は近代以降の人文・社会

科学が取り組んできた大問題なので、ここではこれ以上立ち入らないことにして、ひとまず近

代社会が、機能分化したサブシステムと価値としての個人の尊厳とからなる社会であることを

おさえておく。

近代社会の特色を、機能分化と個人主義としておさえた場合、「社会秩序はいかにして可能

か」という問いとの関係で問題になるのは、つぎの4点である。機能分化の文脈からは、（1）

機能分化したサブシステムの正当性は、何によって担保されるかということと、（2）サブシ

ステム相互を統合し、全体社会システムの一体性を可能にする原理はどこにあるのかというこ

とが問題になる。（2）の問題は、これまで言われてきた「分化一統合」の問題である。個人

主義の文脈からは、（1）個人と個人との関係はいかにして維持され、確保されるのかという

ことと、（2）全体社会システム（＝社会秩序）と個人との関係はどのように考えたらよいの

かということが問題になる。そこで以下では、この4点を念頭におきながら、秩序問題が社会

学史を飾る巨人たちによって、どのように考察されてきたかを瞥見しよう。

6社会秩序問題の解法

デュルケームとヴェーバー　　社会的分業の進展によって、連帯は「機械的連帯から有機的

連帯」になるとともに、社会は環節的構造の社会から、機能的に高度に分化した社会になると

したデュルケームは、近代社会は人間の幸福を増大させているのだろうかと問う。この問いに

対して、デュルケームは「否」と答える。なぜなら「幸福の変化と分業の進歩とのあいだには

なんの関係もない」（Durkheim，1893）からである。この主張に表明されているのは、近代
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社会は分業の進展によって個人の欲望を肥大させ、その異常形態としてアノミー状態を創出す

る危険をはらんでいるというデュルケームの現実認識である。

社会的事実という概念を提示していたデュルケームは、方法論的集合主義の立場に立ってい

た。それ故、個人の行為からいかに社会秩序が形成されるかという問題の解法へ、デュルケー

ムはあまり関心を示さなかった。しかし社会がアノミー状態に陥ることに、危機感をいだいて

いた。かくてデュルケームは、近代社会に有機的連帯を実現する方策として、職業集団の組織

化を唱えるのであった。デュルケームは、秩序問題に直接解答しているわけではないが、近代

社会において秩序問題が立ち現れ、焦点化することを、アノミーという概念によって把握して

いたといってよいであろう。

方法論開集合主義の立場に立つデュルケームと異なり、ヴェーバーは方法論的個人主義の立

場に立っていた。このことは『社会学の根本概念』において、行為概念を社会分析の基礎にし

ていることに明らかである。ヴェーバーにおける秩序問題への解法として考えられるのは、や

はり彼の提示する「カリスマ」の概念であろう。カリスマはあくまで個人主体であるが、カリ

スマによって個人が社会へと結びつけられていくところに、ヴェーバーは秩序形成の契機をみ

ていたといってよい8）。しかしカリスマの行動が、エートスという集合的な概念の形成にどの

ように関与していくのかということについては、十分に論じられていない。

デュルケームにしろ、ヴェーバーにしろ、近代社会において秩序問題が認識され、焦点化さ

れるようになることに、ある程度気づいていたのであるが、社会学の問題として主題化し、理

論的考察を深めることはなかったといえよう。

パーソンズ　　秩序問題を自覚的にとり上げたのは、やはりパーソンズであり、パーソンズ

を継承しながらも独自の社会システム論を構想したルーマンである。

パーソンズの秩序問題の解法はあまりに有名であるが、その解法を簡明に紹介しておく。パー

ソンズは、：規範の制度化（institutionahzation）と内面化（internalization）という2つの概

』念によって、個人と個人との関係における秩序形成の問題と、諸個人と全体社会システムとの

関係の問題を説明しようとした。

『行為の総合理論をめざして』（1951）、『社会体系論』（1951）を執筆した頃のパーソンズは、

まだAGIL4機i能図式のアイディアに到達しておらず、社会システムを、文化システム、パー

ソナリティ・システムとの関係で考えていた。これは戦後のアメリカ社会学が、文化、社会、

パーソナリティーの3つの関係において捉えるという当時の行動科学の影響を受けていたこと

を示す。制度化とは、「行為者のもっている期待を、人々が分かちもっている価値の型と統合

することである」（Parsons　and　Shils（eds．），1952，　p．20，訳，31頁）。つまり行為者の保有

する価値や規範が社会において承認され、社会の価値や規範になることである。これに対して

内面化とは、文化システムにおいての価値や規範が学習され、行為者のパーソナリティ構造の

一部になることである。パーソンズのいう制度化と内面化を、文化システム、社会システム、
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パーソナリティ・システムと関連づけて図示すると、 図3のようになる。

図3 に明らかなように、ランダムな行為も、実は行為を制御する価値や規範が、一方では社

会システムに制度化され、他方では行為者のパーソナリティ ● システムに内面化されるから、

社会的なものとして立ち現れ、 社会システムの安定化に貢献するのである。この社会システム

の安定化こそ、パーソンズが社会秩序の生成と考えるものである。

パーソンズにおいては、内面化は、 もっぱら社会化の過程として考えられたため、パーソン

ズの社会理論は規範主義的傾向をもっているという批判につながったのである。たしかにパー

ソンズの社会理論が、価値や規範にコントロールされる役割人間を想定しているという批判は

あたっている。

しかしパーソンズやマート ンに代表される役割を鍵概念にして、人々の社会的行為を捉える

という考え方には、かのモースからブルデューへと継承され発展したハビトゥス、プラクティ

スに通ずるものがある。つま りパーソンズ、マートン流の既存の価値や規範を学習して役割を

取得するということは、人類学と密接に関連した用語である実践知の習得ということとほぼ同

義なのである。もちろん役割という概念は、行動科学的な背景の上に成立しているから、実践

知に比べて、行為の意図的性格も しくは行為者の主体性が強調されているという違いはある。

しかしより重要な違いは、パーソンズをブルデューと比較すると明らかになるのであるが、ブ

ルデューの場合には、ハビトゥス、 プラクティスという概念を出発点にして、階級構造の再生

産という社会のアクチュアルな分析につながるのに対して、 パーソンズの場合には、〈役割行

為による共通価値（パーソンズの言葉で正確に言うと究極価値 （ultimate　value））への同調

→全体社会システムの秩序形成〉 へと展開され、一般理論の構築がめざされている。いうま

でもな く一般理論の構築への志向自体がよくないといっているのではない。科学は理論的説明

を使命とするものであるから、 一般理論への志向は、 高く評価さるべきである。しかし多くの

論者がつとに指摘しているように、 パーソンズの社会理論では、 社会秩序生成というテーマが

文化システム

吻 や

冬
　嬢　　　　驚

驕@　　　　　敵 や

ぞ を
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傘 舟

社会システム 相互浸透 パーソナリティ・システム

図3　制度化と内面化
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権力作用というテーマと十分に関連づけられていないのが問題なのである。規範によって社会

にく正常と異常〉、〈健康と病気〉が作り出される様相、あるいは国家がその正当性を確保する

ために、さまざまな装置をもっていることが、明らかにされていないのである。換言すれば、

パーソンズの社会理論では、近代社会における国家の問題および権力の問題が、対象化されて

いないといえる。

パーソンズが生きたアメリカ社会にそくしていえば、第2次大戦後のアメリカは、黄金の50

年代を経験し、バックス・アメリカーナのなかで、世界に先駆けて大衆消費社会を開花させて

いた。このような時代状況・社会状況のなかで、パーソンズが楽観的な社会観を示したことは

ある程度やむを得ないであろう。しかし一方では、アメリカ社会は、社会的不平等の問題や、

マイノリティと多文化主義の問題をかかえていたのであった。したがって、パーソンズの社会

理論には、このようなアメリカ社会の現実を直視する姿勢が弱かったといえよう。

今述べた点は、パーソンズの社会理論における9）における現代社会論のレベルに、より力

点をおいた批判であり、広い意味での外在的な批判である。そこで社会理論のレベルにそくし

て、その論理を厳密に考察してみると、土場（1992）、大澤（2000）の指摘するように、本来

説明されるべき規範が理論のなかにもちこまれており、これは論点先取であって、秩序問題の

解法になっていないという批判が生み出されてくる。たしかに秩序問題をめぐる課題の1つが、

秩序の中核をなす規範や価値がいかに成立するかを説明することにあるから、この点では、

「はじめに規範ありき」として規範を論理のなかにパーソンズの社会理論は説明の形をなして

いないし、秩序問題に十分な解答を与えたとはいえない。それではパーソンズを継承したルー

マンの社会システム論では、秩序問題にどのような解法が与えられているのであろうか。

ルーマン　　秩序問題に対するルーマンの解法として取り上げるべきは、やはり『法社会学』

における予期の予期という考え方である10）。

予期は、世界の複雑性（Komplexitat）、不確定性（Kontingenz）を縮減するものとして、

提出されている。複雑性とは、「現実化されうる以上の可能性がつねに存在するということ」

（Luhmann，1972，　p31，訳，38頁）であり、不確定性とは、「次にくる体験の可能性として

指示されたことが予期されたのとは別様に生起しうるということ」である（Luhmann，1972，

p．31，訳，38頁）。パーソンズが考察した二重の不確定性（double　contingency）の問題を批

判的に検討する道具として、ルーマンは予期概念を提出する。

パーソンズにおいては、・自我（ego）と他者（alter）との相互行為の安定性は、期待の相補

性によって獲得される。期待の相補性とは、つぎの2つのことを意味している。

（1）自我の行為に対する他者の期待にそって、自我が行為すれば、自我の行為は他者によっ

て承認される。

（2）他者の行為に対する自我の期待にそって、他者が行為すれば、他者の行為は自我によっ

て承認される。

L
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要するに、自我の行為に対する他者の承認が成立するとともに、他者の行為に対する自我の承

認が成立することを、期待の相補性という。しかし自我の行為が他者の期待を裏切ることもあ

れば、逆に他者の行為が自我の期待を裏切ることもあるのだ。之の意味で、自我と他者との関

係が二重に不確定であることを、二重の不確定性という。

パーソンズは、二重の不確定性を克服し、期待の相補性が成立するためには、行為者が共通

価値（共通規範）を内面化することが必要だと考えた。共通価値（共通規範）が内面化されて

いれば、他者の期待への自我の行為の同調は確保されるし、逆に自我の期待への他者の行為の

同調も確保されるというわけだ。しかしよくよく考えてみれば、人々の行為が他者からの期待

に同調すれば、秩序が成立するのはいわば当然のことである。秩序問題解明の目的は、人々の

行為がなぜ他者からの期待に同調するか、あるいはなぜ共通価値を内面化するかを説明するこ

とにあったはずである。もちろん共通価値への内面化がなされるのは、内面化が将来的に、行

為者に大きな利得を与えるだろうという行為者の見込みがあるからだという説明も可能であろ

、

つ。

ルーマンは、パーソンズが人々の行為の同調性を安易に強調していることを批判する。むし

ろ予期がはずれる可能性を考慮することが重要なのではないかと考える。かくしてルーマンは、

予期の予期ということを考え、「予期の予期の予期……」という予期の連鎖の考え方を提出す

るのである。予期の連鎖を図示すると、図4のようになる。

この予期構造を考える際に、ルーマンは予期を、認知的予期と規範的予期に区別する。

認知的予期とは、「違背された予期を変更して、予期に反した現実に適応する方法」であり、

規範的予期とは、「予期を固持し、予期に反した現実にさからってそのままやってゆく方法」

である（：Luhrnann，1972，　p．42，訳，49頁）。認知的予期と規範的予期という区別は、予期に

反した行為があらわれた場合、もとの予期を変えるか変えないかということにルーマンが着目

していることを明らかにしている。かくてルーマンは、認知的予期と規範的予期に区別された

予期構造を出発点にして、法・規範の出現に向けて、緻密な議論を展開していくのであるが、

ここで重要なのは、予期が連鎖し、予期構造になるとき、秩序が安定するとルーマンが考えて

いたことである。

以上のようなルーマン理論の理解は、もっぱら『法社会学』にもとつくものであるし、基本

的に橋爪（1985）のルーマン理解と同じである。しかるにこのようなルーマン理解は、『法社

㊥　予期一〉予期一予期一→

⑱予期一二二一〉予期一〉予期一〉

図4　予期構造
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会学』 以後のルーマン理解の展開をふまえると誤りだと主張する人もいる。その代表的な社会

学者は馬場靖雄（2001）である。そこで馬場の議論を紹介しておく。

馬場は、 ルーマンにおける二重の不確定性問題を、橋爪のように方法論的個人主義の立場か

ら解釈するのはおかしいと主張する。すこし長くなるが、馬場の主張を引用する。なお以下の

引用で、 DKとは、「ダブル・コンティンジェンシー　double　contingency　doppelte

：Kontingenz」のことである。

ルーマンのDKは「説明」のための舞台立てではない。むしろそれは、説明されるべき

自己同一的な事態においてすでに覆い隠されている差異を明るみに出すための装置なので

ある （馬場，2001，69頁）。

DK問題の解決を、すなわち社会的なものの成立を、「相互性」の確立によって判定しよ

う とするこの種の「対称性モデル」を前提とすれば、相互性に基づく関係の確立に失敗し

た場合には、社会性そのものが成立していないということになる。しかしルーマンにおい

ては、 相互性が成立するか否かとは無関係に、〈自我／他者〉のパースペクティブの非同

一性が体験されるところではすなわち社会性が存在していると見なされる（馬場，2001，

70頁）。

確かにDKは、「社会的なもの」が存立する源基的な状況を指し示してはいる。しかしそ

こにおいて重要なのは差異そのものであって、差異を何かによって架橋することではない。

ルーマンが「意味の社会的次元」に関して強調しているのも、まさにこの差異なのであっ

て、 それを克服する「メカニズム」などではない（馬場，2001，70頁）。

馬場の主張を筆者なりに解釈するとつぎのようななる。自我と他者がコミュニケーションを

開始する。 コミュニケーションのつながりのなかで、いわば突然変異的に相互の確信もしくは

信頼が生まれる、あるいはDKの解決が生まれる。このような突然変異的な状況から社会秩

序の立ち上げがはじまる。創発による複雑性の縮減がはじまるとき、社会秩序は立ち上がるの

である。

DK とそこで成立する社会的確実性との関係は、一種独特な性格を帯びることになる。す

なわち、前者における自我と他者の作動から社会的確実さが導出されるのでもなければ、

後者が前者の前提・基盤としてあらかじめ存在しているのでもない。また両者が「弁証法」

的な往復運動のなかで無限に変容し続けるといった関係をとり結ぶのでもない。DKにお

ける抹消しがたい差異と、その結果生じる規定不能性のゆえに、そこに社会的確実さが無

媒介に接続されるのである（馬場，2001，76頁〉。
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ルーマンの理論の力点が、初期の「複雑性の縮減」から、後期の「オートポイェーシス」へ

と移動したと考えられるならば、ルーマン理論の全体系に対する馬場の解釈の的確さと鋭さに

脱帽せざるを得ない。しかし、『法社会学』のみにそくすると、橋爪のルーマン理解も首肯さ

れてよいような気がする。いずれにせよ、我が国の理論社会学を、言語派社会学、ルーマン研

究という異なった立場からではあるがリードする橋爪と馬場のルーマン理解は、それぞれ意味

のあるものだといえる。そしてかなり趣を異にするルーマン理解であるが、両者に共通するも

のは、「予期の予期」が社会性の立ち現れの根幹にあるということである。

機能分化と秩序問題　　これまで秩序問題の解法として取り上げたパーソンズにおける「制

度化」と「内面化」による説明と、ルーマンにおける「予期の予期」（馬場のいう、自己と他

者のパースペクティブの非同一性もしくは抹消しがたい差異）による説明は、個人主義の文脈

から秩序問題を考察したものと位置づけることができる。すでに述べたように、個人主義の文

脈からの解法とは、（1）個人と個人との関係はいかにして維持され、確保されるのかという

ことと、（2）全体社会システム（＝社会秩序）と個人との関係はどのように考えたらよいの

かということを考察することである。もちろん馬場のルーマン解釈にあるように、ルーマンの

一連の著作をこのような文脈に位置づけること自体、誤りなのかもしれないが、ここではとり

あえずこのように位置づけておこう。

それでは機能分化の文脈から、パーソンズとルーマンは秩序問題をどのように考察していた

のであろうか。機能分化の文脈からの秩序問題の解法とは、すでに述べたように、（1）機能

分化したサブシステムの正当性は、何によって担保されるかということと、（2）サブシステ

ム相互を統合し、全体社会システムの一体性を可能にする原理はどこにあるのかということを

考察することである。

パーソンズにおいては、まず（1）の問題は、あの有名なAGIL4機能図式によって考えら

れている。AGI：L4機能の相互連関の分析と、各サブシステムが機能要件を充足している限り、

サブシステムは維持されるが、機能要件を充足しなくなると、サブシステムの変動が惹起され、

さらにはサブシステムの相互連関たる全体社会システムの変動も惹起されるというく要件充足一

不充足による社会史システムの変動〉という社会変動仮説である”〉。

つぎに（2）の問題については、やはり究極価値ということで考えられていたのではなかろ

うか。そしてその内実は、産業社会の価値観としてあげた手段的能動主義（instrumental　ac一

tivism）といったものであったのである。いずれにせよ、世俗化が進行した産業社会において

も、それを覆うような価値があるとパーソンズは考えていたのである。

これに対し、ルーマンの場合も、機能分化は鍵概念をなしているが、機能分化そのものの考

え方がパーソンズと大きく異なる。馬場（2005）、清水（2004，2005a，2005b）の指摘する通

り、近代社会では、政治の問題は政治の問題として、法の問題は法の問題として、科学の問題

は科学の問題として……焦点化される。これこそが機能分化した社会である。ルーマンは社会
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システムを、コミュニケーションの接続として捉える。したがって機能分化した近代社会では、

各サブシステムは、サブシステム固有のコミュニケーションによって成立するのである。たと

えば法システムは法的コミュニケーションによって成立し、経済システムは経済的コミュニケー

ションによって成立するといった具合に……である。その際、各サブシステムは、固有の二元

コードを前提にしており、法的システムでは、合法／不法が、科学システムでは、真／門真が

前提とされているのである。

このように考えるルーマンの機能分化概念が、これまでの社会システム論における機能分化

の概念と大きく異なることは一目瞭然であろう。スペンサーの社会有機体論12）、デュルケーム

の社会分業論、パーソンズの社会システム論を持ち出すまでもないが、これまでの機能分化は、

全体社会システムとサブシステムとの関係で考えられていたのである。すなわち、サブシステ

ムと全体社会システムとは、〈部分一全体〉の関係にあり、－全体に対するサブシステムの機能

の遂行が、全体社会システムの維持・発展に貢献するというものであった。

しかるに馬場（2005）の的確な指摘にある通り、ルーマンの考える機能分化は、「あらかじ

め存在している全体がケーキが切り分けられるように分割されていくことではなく、パースペ

クティヴ［原文のまま］の多重化であり、それぞれのパースペクティヴ［原文のまま］が社会

の全域に及ぶという点で同じ外延を有する円盤が積み重ねられていくこととしてイメージされ

るべきである。機能分化は全体の分割ではなく、普遍の多重化に他ならない」のである。それ

ではこのようなルーマンの機能分化の概念にそくして、秩序問題を考えてみるとどうなるであ

ろうか。

まず（1）の問題は、今まで述べてきたことから明らかように、各サブシステムの前提となっ

ている二元コードによって担保されているということになる。　たとえば法システムにおいて、

合法／不法を可能にするような法的コミュニケーションが作動していれば、何の問題もないと

いうことである。

つぎに（2）の問題については、円盤が積み重ねられたような形で存在するサブシステムの

集合を統合するようなものは、何もないということになる。あるいは、むしろ近代社会では、

このような中心もしくは部分を統合するような全体的視点がなくなったから、機能分化が可能

になったというべきかもしれない。馬場の指摘にあるように、ルーマンの考える機能分化がパー

スペクティブの多重化だとするならば、多重化したパースペクティブによって、社会事象を捉

えた上で、多数のコミュニケーション（たとえば法的コミュニケーション、経済的コミュニケー

ション、宗教的コミュニケーション等々）を紡ぎあわせていくしか、社会システムの中心を求

める方法はないであろう。ルーマン理解としては、少々逸脱するかもしれないが、秩序問題を

めぐる（2）の問題は、社会科学もしくは社会学において、全体性（totality）への志向は必

要かいなかという大問題に関係している。筆者の考えを述べれば、ヨーロッパ近代における

「社会」の発見は、全体性への志向が生み出したすぐれた知見だと考える。したがって社会科

学における、全体性への志向は重要だと考えるが、この問題をルーマン理論にそくしてどう考
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えるかについては、ここでは留保しておく。というのは、全体性への志向を重視するあまり、

ルーマンの試みを単なる無根拠性を強調する社会理論だと、短絡的に理解しまう過ちを犯して

はならないからである。

7　機能分化した社会における自由と正義

専門的知識への信頼　　ルーマンの考えにならい、現代社会が、機能分化によって、多重な

パースペクティブが積み重なった社会だとするならば、そこに生きる私たちは、何を根拠にし

て、別言すれば何を信頼して、生きればよいのだろうか。ハーバーマスの主張に依拠すれば、

生活世界の実践知が、私たちの日々の生活をまもる最後の橋頭墜であるかもしれない。しかし

ここでは、社会システムはコミュニケーションからなるというルーマンの基本テーゼにそくし

て考えてみよう。そうすると、ギデンズのいう専門的知識の考えが、ルーマンの社会システム

論に親近性を示していることがわかる。より正確にいうと、ギデンズのいう専門的知識が、ルー

マンのいうサブシステムにおけるコミュニケーションの内容（法的コミュニケーション、経済

的コミュニケーション等々）ときわめて近いことである。

ギデンズによると、近代社会では再帰性が高まり、その結果人々の意思決定および行動を大

きく作用するのは、専門的知識だという。たとえば医学的知識にもとづいて、人々は健康であ

るか、病気であるかを判断するし、心理学の知識あるいはカウンセリングの技法によって人間

関係に対処していく。あるいは法律的知識によって、人々の行動の合法／不法は判断されるし、

さまざまな紛争は処理されていく。

このような近代化とともに、脱埋め込み（disembedding）化された知識として普及する専

門的知識は、それなりの客観性と普遍性をもっているから、人々はその知識を拠り所にして、

日々の行為の意思決定をしていく。しかし専門的知識は、つぎのような2つの問題をかかえて

いる。1つは、近代科学の宿命として、たえず修正可能な知識だということであり、もう1つ

は、その分野（機能分化したサブシステム）でしか通用しない知識だということである。第1

の点は、たえず修正される知識に、人々はかつてのような強固な信頼をいだくのだろうかとい

う問題である。たとえば情報化社会のなかで、毎日更新されるホムページ上の情報を、人々は

どれほど信頼して、自らの知識として貯蔵しているのだろうかということである。ここまで極

端な例を出さなくても、知識の更新可能性と情報量の増加は、人々の知識に対する信頼をゆる

がせているのである。知識への信頼がゆらいだ場合、知識を媒介にした他者との関係（＝協力

関係、社会秩序）を形成することが困難になるのは、必至である。

第2の点は、複数の分野にまたがるような社会事象が生じた場合、専門的知識（ルーマン流

にいうならば、サブシステム固有の二元コードに支えられコミュニケーション）は有効かとい

う問題である。このことは、たとえば、どんなに医療技術が進んだとしても、医学的知識にも

とづいて生と死の問題に答えられないことに明らかである。付言する必要もないが、ここで生
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の問題として端的に考えられるのは、生殖補助医療であるし、死の問題として考えられるのは、

脳死や安楽死の問題である。この第2の点が、ルーマンのいう機能分化によって、中心もしく

は全体を代表するものがなくなる（清水，2005b）という論点と重なりあっていることは明瞭

であるし、これまでしばしば言われてきた「専門的知識のタコ壺化」という近代科学の宿命に

つながっているのである。

ギデンズは、「近現代のすべての制度装置が信頼という潜在的に不安定なメカニズムに依存

している」（Giddens，1994，　p．90，訳，170頁）という。前述したように専門的知識はつねに

更新可能であり、ゆるやかにしか客観性が保証されなくなるから、専門的知識への信頼はどう

してもゆらがざるをえない。かくて、人々にはその病理的形態として衝動強迫性

（compulsiveness）が生じてくる。この衝動強迫性からのがれる方法としてギデンズが考える

のが、純粋な関係性（pure　relationship）（Giddens，1994，　p．74，　p．106，訳，139頁，198頁）

の構築と伝統の再創造といったものである。ともあれルーマンの考える機能分化にも、ギデン

ズのいう専門的知識の増大とそれへの信頼のゆらぎということにも、ともに社会秩序存立の困

難さが示唆されている。さらにいえば、社会という全体性への到達が、社会を認識するという

理論のレベルにおいても、社会を構想し立ち上げるという実践のレベルにおいても、難題であ

ることを示している。私たちを取り巻く状況はたしかに悪い。立ちはだかる困難は、あのエジ

プトのピラミッドのように大きいし、父ライオスを殺し母イオカステと結婚したオイディプス

の苦難に勝るとも劣らない。しかし、ここでひるんではなるまい。

将来に、あるいは社会に、一筋の曙光を見い出すとすれば、規範の1側面として「のぞまし

さとしての側面」があることに注目して、これを出発点にして「善きこと」へと至る道を追求

すべきであろう。自由への道程および正義への道程ということについての、ささやかな筆者の

考えを示して、この論考の締めくくりとしたい。一つの終わりは、新たな始まりでもあるのだ

から。

自由への道程　　社会学序研究の最終目標が、私と他者との関係性の成立、社会秩序の形成、

社会における正義の実現にあることは、言を侯たない。しかしいきなり正義の実現の方策を論

ずることは、徒手空拳で巨大な敵に立ち向かうに等しい。志は立派だが、無謀な試みにならざ

るを得ない。そこで規範による制御が、社会に、正常と異常、合法と違法、健康と病気といっ

た二項対立の空間を生み出すとしたことを出発点にしよう。つまり、この二項対立における優

先問題を考えることからはじめる。

二項対立における優先問題とは、たとえば正常があるから異常が生まれるのか、それとも異

常が先にあり、その補集合として正常があるのか、あるいは正常と異常は同時に発生するのか

という優先問題である。ここでは、自由と不自由ということと正義と不正義ということについ

て考えてみる。

フロムをはじめとする社会学者のみならず、多くの人文・社会科学者にとって、自由の問題
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は重大な問題だった。ここでは、きわめて単純に考えて、客観的に不自由な状態にない人が、

自分のことを自由だと認知するだろうかということを考察の出発点にする。おそらく平易に定

義すれば、自由とは、「個人の行為者に何の拘束もなく、自己が自由に決定したことを実行で

きる状態である」となる。もし、そういう状態が実現された場合、人々はその状態を自由な状

態だと感ずるであろうか。おそらく答は、「否」である。その理由として、たとえ実現された

としても、人々はそれを自由だとは感じないではないかということである。極論すれば、私1

人しかいない世界において、自由という概念は成立するのかという大問題が発生する。神の目

から見るならば、私1人しかいない世界における私の行為は自由そのものであるが、はたして

そのような行為を私は自由だと感ずるのだろうかという問いである。

このことからきわめて逆説的だが、他者がいるからこそ、あるいは私と他者という関係があ

るからこそ、自由の概念は成立することになる。より正確にいえば、つぎのようになる。私の

行為は、私と他者との関係なかで拘束されている。この拘束こそ不自由にほかならないし、私

は、私の行為が自由にならないことを自覚する。この自覚された不自由の対立項として、別言

すれば不自由のネガ（陰画）として、自由が浮かび上がるのである。つまり不自由であるから

こそ、自由が素晴らしきものとして、尊重すべき価値として立ち現れるのである。少々抽象的

に考えた自由を、私と他者という二者関係にそくして定義するならば、他者の自由を侵さない

限り、私の自由を尊重するという、かの自由主義のオーソドックスな定義に到達するのである。

この定義には、「他者が自由であること」と「私が自由であること」とをともに権利として尊

重するという意味が含まれている（数土，2001）。したがってここでの結論はひとまず、不自

由があるからこそ自由が成立するということになる。

正義への道程　　自由の問題と同様に、正義を実定的（positive）に定義できるのかという

難問を考えてみる。自由と不自由の議論にならうならば、社会には不正義があるからこそ、不

正義のネガ（陰画）として、正義が立ち現れるということになる。たしかに世の中の不正につ

いては、衆目の意見が一致しやすい。不正を暴露し、断罪することによって、社会の正義は間

接的な形ではあるが、浮かび上がり、実現されていく。したがって不正義があるからこそ、正

義が明らかになるといえる。

自由と不自由、正義と不正義の考察からいえるのは、自由に対して不自由が優先する、正義

に対して不正義が優先するということである。このことを少し違った観点からながめると、社

会には、自由／不自由、正義／不正義という二元コードがあるということになる。この考え方

は、ルーマンのいう、サブシステムの二元コードという考え方とほぼ同じである。ただルーマ

ンの場合には、不自由が優先するのではなく、不自由と自由は同時に発生するということにな

るし、不正義が優i先ずるのではなく、不正義と正義が同時に発生するということになる。

ところで今まで述べてきたような、自由および正義の考え方がはらむ最大の問題は、自由お

よび正義をポジティブに定義できないことである。しかるに社会秩序研究は、きわめて素朴に
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考えて、やはりよりよい秩序の探求や新しい社会の構想へとつながらないといけないのではな

かろうか。だとすれば、自由／不自由、正義／不正義という差異から、響導概念としての自由

および正義を提示する方策を考えなければならない．であろう。この問題は大きな問題であるし、

難題でもあるので、今後の課題としたいが、その端緒として2つの可能性を示唆しておく。1

つは、少々先祖返り的だが、カントの定言命法の現代版を考えることである。他の動物とは異

なるヒトという動物の特性たる、「道徳的存在としての人間」ということの現代的な意義を問

うことである。もう1つは、発話行為論が明らかにした事実確認的（constative）な側面と遂

行的（performative）な側面との区別に着目することである。具体的には、行為遂行的な側

面から、人間行為の道徳性を出発点にして、たとえ正義の内実は示しえないとしても、正義へ

の道程を明らかにすることである。

自由や正義というものは、その内容を提示した途端に、凡庸なものとして、あるいは価値の

自由を標榜する現代においては、今さらどうしてこんなことを論ずるのかという冷たい視線を

浴びせられ、葬りさるべきものとして、厳しい批判にさらされる可能性がある。しかし将来に

対するビジョンを人々に提供すること、あるいは自分のなかにビジョンを持つことは、必要な

ことである。もちろん社会を設計することなど不可能に違いないが、将来へのビジョンの一環

として、正義および自由への道程を示すことは、人々へ将来への夢を与えるためにも必要であ

ろう。とりわけ社会学においては、このことは重要である。なぜなら社会学は、その誕生以来、

「予見せんがために見る」ことを、学問の存在理由にしてきたからである。

注

1）規範の分類については、安田（1980）を参考にした。

2）分類不可能なものとして、社会における異常なものの生成を説明する文化人類学者メアリー

ダグラスの説明は、秀逸である。このメアリーダグラスの説明についてのわかりやすい紹

介としては、竹沢（1996）を参照のこと。

3）自然主義と反自然主義については、友枝（1998）を参照のこと。〈自然主義一反自然主義〉

という考え方とほぼ同じものとして、富永（1984）のく実証主義一理念主義〉がある。

4）スペンサーの社会進化論については、友枝（1981）を参照のこと。

5）宗教改革によって、プロテスタント諸派に教会がなくなくなったということではない。教

会の機能が、カトリックとプロテスタントで大きく変わったという意味である。

6）個人主義と自由主義に加えて、平等主義と業績主義をあげることもできる。個人主義と自

由主義が、もっぱら個人行為者に用意された原理だとするならば、平等主義は、個人間、

集団問の関係を調整するものとして、社会め側に用意されたものである。

7）戦後日本を代表する西洋経済史の碩学大塚久雄は、西欧における資本主義誕生を担った層

として、「中産的生産者層」に注目し、中産的生産者層こそ、近代的な人間類型の典型と
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した（大塚1969a，1969b）。

8）この点については大澤（2000）の指摘が、示唆的である。

9）筆者は、社会理論を評価するレベルとして、方法論、社会理論、現代社会論の3つのを考

えている。方法論とは、社会理論を基礎づける科学的思考のタイプであり、具体的には

〈要素還元主義（方法論的個人主義）一方法論的全体主義（集合主義）〉、〈主観的アプロー

チー客観的アプローチ〉、〈分析的理性一弁証法的理性〉、〈自然主義一反自然主義〉、〈歴史

主義一反歴史主義〉などがある。社会理論とは、社会をより抽象的なレベルで分析する理

論のことであり、機能主義の社会理論、交換理論、合理的選択理論、象徴的相互作用論、

文化記号論などがある。現代社会論とは、現代社会のある側面もしくはあるトレンドを焦

点化して、社会をより具体的なレベルで分析する理論であり、産業社会論、大衆社会論、

消費社会論、情報社会論、管理社会論などがある。社会理論と現代社会論との区別があく

まで相対的なものであることはいうまでもない。

10）予期の原語は、Erwartungであり、英語のexpectationとほぼ同義である。　expectation

は通例、「期待」と訳されるし、パーソンズの著作におけるexpectationは、「期待」と訳

されている。しかしルーマンの『法社会学』では、予期と訳されているので、本稿でもそ

の訳語を用いるし、期待と同義なものとして用いる。

11）機能要件の充足一不充足が変動を惹起するという社会変動仮説は、パーソンズにおいて

十分に展開されたというよりも、パーソンズを受容した日本の社会学者、富永健一、吉田

民人、小室直樹の貢献というべきかもしれない。この点については、志田（1997）を参照

のこと。

12）スペンサーの社会有機体論については、友枝（1981）を参照のこと。
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