
1912年出版の『宗教生活の原初形態』は、Ｅ・デュルケム晩年の大著であり、宗教社会学の古典

とされてきた。その副題は、日本語版の出版に際して翻訳されることはなかったが、『―オーストラ

リアのトーテム体系―』であり 1、1903年の「分類の若干の未開形態について」論文とは異なって 2、

徹頭徹尾アボリジニ社会を研究対象として、宗教と社会の原型を考究しようとするものであった。

19世紀末から 20世紀初頭にかけて、ヨーロッパ人によるアボリジニ研究は隆盛を極めた。18世紀

末から始まった白人との遭遇で、当時、絶滅が危惧されて研究が急がれていたというだけでなく、

研究者にとって知的刺激をあたえ思考を鍛える研究素材であったからに他ならない。多くの研究者

の中でも、文献研究にかんしては、デュルケムがアボリジニについて非常に詳しかったとされてい

る 3。

本稿は、『宗教生活の原初形態』がアボリジニ社会を研究して、Ｃ・レヴィ＝ストロースの構造人

類学の基礎を提供したと主張するものである 4。古典であるからには後代の諸研究に知的影響をあた

えていることは当然であろうが、著書の断片的な論述を摘出して影響関係を論じることは避けたい

と思う。つまり著書全体の内容に配慮しつつ骨格をなしている議論を検討することで、両者の関係

を解明することにしたい。

このようなスタンスは特異なものであるかもしれないので、あらかじめいくつかの付言をしてお

く。デュルケムが参照した諸文献は、白人の侵入者に続いた民族誌研究家の著作やその二次研究作

品であり、外来者との遭遇前のアボリジニ社会はすでに変形させられていた。かれが語るアボリジ

ニ社会の変動論はそのような社会変容を題材としており、アボリジニにとっては暴虐の歴史に他な

らないが、社会変動論としては社会学にとって重要だともいえる。しかしデュルケムが『社会学的

方法の規準』で語った社会学の方法論に忠実であろうとするなら 5、目標は社会にかんする社会的事

実を解明することで社会現象を説明する社会学主義を実践することであろう 6。アボリジニ社会の社

会的事実とは、社会変容の中に発見するものではとりあえずなく、本来の社会の姿として解明され

るべき事柄である。つまり社会変動にかかわる指摘や見解は、本来の姿を遮蔽するものであり、間

違った議論に誘導するということである。

周知のように、レヴィ＝ストロースは、『親族の基本構造』のかなりの部分を使って、アボリジニ

の婚姻規則を限定交換として分析している 7。けれども神話研究に移っていったかれは、その親族理
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論を精緻化したり発展させたりすることはなかったし、親族と社会との関係が論じられることもな

かった。『親族の基本構造』を書き直すとすれば、かなりの補充と大幅な修正を必要としよう。また

デュルケムの時代の民族誌は、アボリジニの社会構造にかんする知見をかれにあたえることはなく、

かれの研究の主たる対象は、宗教現象としての信仰と儀礼に限られていた。本稿は、その後のアボ

リジニ研究の成果に依拠して、この社会の構造を解明しつつ、『宗教生活の原初形態』の到達点を明

確にしようとするものである。社会学主義とは構造主義の前駆体であって、その理念的な形の描写

を試みることとしたい。

１．レヴィ＝ストロースの構造主義への道のり

レヴィ＝ストロースの構造人類学に結実する構造主義の系譜をたどる場合、デュルケムからＭ・

モースへ、そしてモースからレヴィ＝ストロースへという学問的影響関係は周知のことであろう。

これら２つの影響関係を連接させれば、レヴィ＝ストロースはデュルケムから多大の知的遺産を相

続していることになる。田原音和の見解によれば、「レヴィ＝ストロースはその民族学の勝利によっ

て直接の師であったマルセル・モスを介してデュルケムの業績の重みを再現してみせたといってよ

いであろう。構造人類学の誕生はデュルケムとの徹底した認識論的格闘の果てにおいてはじめて可

能であった」ということになる 8。本節では、より詳細にレヴィ＝ストロースの構造人類学の構成を

分析的に展開して図式化し、これにモースとデュルケムとを位置づけ、『宗教生活の原初形態』の課

題を再確認することにしたい。

まず今田高俊が整理した３種類の科学方法論からみておきたい 9。かれによれば科学とは、認識論

と存在論を架橋するものであり、その接続の３種類の様式から、包括的に科学方法論を大別できる

とする。表１にある①②③は、その３種類を表示している。かれは、これらの方法論を総動員して

新たな社会理論を構想することを主張しているのであるが、本稿での関心は、①の仮説演繹法に相

当する「構造主義」が、どのように整理されうるかである。研究者の仮説構成の中心をなすものは、

「構造」と呼ばれるものであって、ここから導出される論理的演繹は存在平面での反証によって、そ

の科学的妥当性が吟味されるというのが、構造主義の簡単なまとめとなろう。

表１　３種類の科学方法論
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科学方法論 認識平面：認識論 
（認識にかんする構え）  

 接続様式 
（各認識を存在に　　　　　 
　　　接続する理性手続き） 

 存在平面：存在論 
（存在への対処） 

　仮説演繹法 

　観察帰納法 

　意味解釈法 

仮　説 

観　察 

意　味 

演　繹 

帰　納 

解　釈 

反　証 

検　証 

了　解 

注：今田高俊『自己組織性―社会理論の復活―』創文社、1986年、16ページ。 



デュルケムの場合、仮説演繹法だけでなく②の観察帰納法にも同時に位置づけることが可能であろ

う 10。人類学分野でのデュルケムからの影響として、構造主義のレヴィ＝ストロースと機能主義の

Ａ・Ｒ・ラドクリフ＝ブラウンとが分化していったように、仮説演繹法が構造主義に、観察帰納法

が機能主義にそれぞれ組み込まれている。たしかにレヴィ＝ストロースによるラドクリフ＝ブラウ

ンのトーテミズム論批判は、揶揄の念をこめた激しいものであったから 11、両者が著しい相違をもっ

た科学方法論であることの傍証にもなる。ただ社会学分野においては、③の意味解釈法を除けば観

察帰納法が仮説演繹法よりも圧倒的に優勢であったので、両方の科学方法論が含まれていたデュル

ケムの学説理解においても、本稿がテーマとする仮説演繹法の影は薄いといわねばならない。

レヴィ＝ストロースの構造主義は、関係構造主義として、Ｉ・ロッシによって解説されている 12。

関係とは、諸部分間の関係的恒常性、すなわち諸部分の可能な組み合わせのどのひとつにも、いつ

でも存在する関係のあり方であり、構造とは、根底的な数学的変換のシステムであって、変換シス

テムは、可能な構造も、実際に現実化した構造も支配しているものである。これによって関係構造

主義は、経験的構造の構成・変換規則を集約する形式的科学の構築をめざすとされる。ロッシは、

レヴィ＝ストロースの方法的原理について詳しく語っているが、本稿の論点としては、構造・変

換・表現という３つの概念を取り出しておきたい。構造とは、対立や差異の恒常的関係性にかんす

る変換の原理であり、社会現象として現出するものは、この構造によって表現されたものである。

一言でいうなら、普遍的で不変的な原理からの論理的演繹によって経験的現象を説明しようとする

のが関係構造主義ということになる。

以上の整理によって、デュルケムからモース、そしてレヴィ＝ストロースの学説への流れを俯瞰

したい。まずデュルケムであるが、かれの社会的事実の概念や社会学主義を、構造・変換・表現で

整理すれば表２のようになろう。対応とは、科学方法論上は論理的演繹に相当しており、ロッシか

らすれば、変換ということになる 13。デュルケムにとっての構造とは、かれのいう社会的事実の存

在様式に相当していようが、存在様式が行為様式を必然化させると同時に、行為様式も社会的事実

として外在性・拘束性の特性をもつとされる 14。例えば、『自殺論』における、プロテスタントとカ

トリック教徒では自殺率が異なるという発見は、演繹法をもちいた顕著な研究例といえる 15。『宗教

生活の原初形態』からすれば、神の類型は社会の類型に対応するということである 16。構造がどう

やって表現をとるかについては、『宗教生活の原初形態』の根本テーマであって、次節で詳しく検討

する。
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表２　構造主義への展開過程

モースの全体的社会的事実という概念は、いうまでもなく社会的事実の概念に由来するが、個々

の社会現象は、全体的な原理を表明したものであるから、全体的な原理を把握せねばならないと主

張することで 17、デュルケムの考えを推し進めるものであった。社会現象がどのように広範なもの

であっても、ひとつの原理の表現にすぎないことを看破していた。つまり構造が変換されることで、

多様な社会現象が現出されることを主張していたのであり、表２では、モースの功績として「表現」

の下にかれの名前を記載している。かれにとっての構造とは、もちろん全体的社会的事実であるが、

その核心に互酬性の原理を見出していた。ただ互酬性の原理は、社会規範や個人意識に言及するも

のであり、少なくともレヴィ＝ストロースにとっては、普遍的・不変的な構造とはいいがたいもの

であった 18。

レヴィ＝ストロースの構造主義の到達点は、構造として社会を理解することであり、普遍的で不

変の原理（研究者の仮説構成としての構造）が、多様に変換されて（論理的演繹で）、各種の社会現

象を表現している（反証可能性をもつ必要がある）ということであった 19。かれがモースの業績を

高く評価しつつも、前述のように構造概念の不十分さを指摘したことは 20、裏返せばレヴィ＝スト

ロース自身の功績として構造概念を明晰に提示しえたと自画自賛することに他ならない。本稿では

レヴィ＝ストロースの研究そのものには立ち入らないが、表２ではかれの業績として「構造」の下

に名前を記した 21。本稿の関心は、『宗教生活の原初形態』において、構造がどのようにして表現を

とるか、すなわちロッシが重視する変換について、デュルケムがいかに力説していたかを確認する

ことである。

『宗教生活の原初形態』は、序論と結論とにはさまれた３編 18章から構成されている。「第１編

前提問題」は、原初的な宗教にかんする既存の学説の批判的検討であり、デュルケムの本論は、か

れが宗教研究の対象と措定した信念と儀礼に対応する「第２編 原初的信念」と「第３編 主要な儀

礼的態度」とである。

序論における第１のテーマは研究対象にかんしてであり、原始的な社会における原始的な宗教を

研究する意図が語られる。つまり低級な社会は、すべてが不可欠なもの、本質的なものから構成さ
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構　造　　　　変　換　　　　表　現 
 ＜デュルケム＞ 

社会の特性に対応した、社会現象がみられる 

構　造　　　　変　換　　　　表　現 
                                   　　　　  　　   ＜モース＞ 
すべての社会現象に、同じ原理が作用している 

構　造　　　　変　換　　　　表　現 
 　　　＜レヴィ＝ストロース＞ 

構造とは、交換の原理、あるいは二項対立である 



れているはずだから、宗教の起源や本質を解明するのが容易であろうという見通しである。あらゆ

る宗教は外見や形態が異なっていようとも根底には共通した本質をもつと主張する点で、構造主義

的であり、また同じ客観的意義や機能をもつと主張する点で、機能主義的である。しかしすでに述

べたように、デュルケムが依拠した民族誌が描写するものは解体を続けるアボリジニ社会であって

「原始的な」社会ではなかったし、その社会は数多くの研究者の挑戦を阻んできたほどに難解であっ

た。

第２のテーマは、思惟のための基本的概念であるカテゴリーにかんする認識論である。カテゴリー

の普遍性と必然性に合致しない経験論と、経験を超越する精神の力能を立証しえずカテゴリーの変

化を説明しえない先験論とを同時に批判して、新カント主義を示唆しつつ、認識におけるカテゴリー

とは集合表象であって社会的起源をもつと社会学者的主張をする。そして宗教は著しく社会的であ

るから、認識は宗教的な起源をもつとの見解が開陳され、本書の基調が提示されている。

結論では、序論の２つのテーマにかんして本論での議論による肉づけをしつつ、一般化の可能性

を含めてより積極的にデュルケムの諸命題が語られる。第１のテーマにかかわる第１節と第２節は、

社会と宗教にかんする議論で、第２のテーマにかかわる第３節と第４節は、集合表象とカテゴリー

にかんする議論となっており、序論と対応した構成になっている。第１のテーマにかんする部分で

注目される論点は、宗教の真の機能は、われわれを考えさせることでも、認識を豊かにすることで

も、科学に負う表象に起源を異にした他の表象を付加することでもなく、われわれを活動させ、生

きるのを助けることだというかれの主張である。ここから宗教力は人間力で道徳力だという命題や、

社会は理想を創造しなければ自らの創造も再創造もできず、理想社会は現実社会の一部だという命

題が導かれる。宗教の機能的な定義として、意味付与機能に加えて生活支援機能が指摘されたもの

とみることもできようが、本論で慎重に議論された話題ではなく、本論全体から示唆された命題と

いうことになろう。宗教一般の根本的な定義として本論で明示的に語られているのは、聖と俗の区

別であったから、俗なる現実の世界と聖なる理想の世界との関係にかんする派生命題と捉えること

もできよう。もうひとつ注目すべきことは、社会が宗教生活の基体をなすとされ、構造主義的主張

が看取されることである。しかしながら社会は社会が作る理念に構成されているという記述もあっ

て、社会学主義がトートロジカルに空転している印象をあたえている。

本論で語られる宗教の定義が聖と俗の二分法であり、神聖性は集合表象であるとされているし、

またアボリジニのトーテム宗教は神聖なトーテムこそが特質であるから、第２のテーマにかんする

第３節と第４節の結論は、トーテムとカテゴリーとの関係が総括されてもよさそうであるが、大変

残念なことに、そのようにはなっていない。研究対象であったトーテム宗教からの理論的な一般化

ではなく、概念としての集合表象ならびにカント的なカテゴリー、すなわち類・時間・空間・因果

律による認識にかんする一般論が展開されているだけである。したがってトーテムをアボリジニの

認識論から解明することは未完の仕事であって、「分類の若干の未開形態について」論文以上の知見

はなかったといわざるをえない。しかし集合表象の特性を考察して認識の社会学的条件を探るとい
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う第３節の野心的な試みは研究上の示唆にとんでいるし、認識におけるカテゴリーの役割を論じた

第４節も研究の方向性を示している。そして宗教思想が表明している実在は社会だと宣言し、集合

表象もカテゴリーも社会の作品であるとするところに構造主義を胚胎したデュルケムの基本的思考

を読み取ることも可能である。

２．社会が生んだとされる力による変換

序論と結論を先に見てきたが、レヴィ＝ストロースが『宗教生活の原初形態』を厳しく批判した

ときに引用しているのは、わずかに第２編第７章からの４箇所のみである。大著から１章のみを引

用して、心理学的だとする論難は、当時の先行学問であった心理学に対抗しようと熱意を燃やして

きたデュルケムにとっては、あまりにも挑発的な言葉であろう。しかし斜に構えてこの批判を眺め

るなら、この著作でもっとも重要な章が第７章であることをレヴィ＝ストロースが暗黙裡に確認し

ていることになる。以下で、４箇所の批判を順番に検討しておきたい 22。

凡庸な日常生活と数日から数ヶ月におよぶ宗教的祭儀の興奮状態という２つの形相が同じリズム

で振動しており、この対照の激しさが聖の感覚を噴出させるのに必要であったろうという記述にた

いし、レヴィ＝ストロースは、推進力や感動は結果であって、観念の体系に原因を求めねばならな

いと批判する。たしかに儀礼が人びとの心理的興奮を惹起させたとしても、この興奮の過激さが神

聖という観念を生み出したのではないだろう。第２の批判は、トーテムの記号を身体に刻印する慣

習は本能的傾向であって共同社会を想起させるための自動的効果をもつという指摘にたいし、本能

論をもちだした情緒理論だというものである。デュルケムは客体化されたトーテムの象徴が、社会

的事実として個人に内在化される現象を指摘したのであろうが、不用意に本能という言葉を使い、

記号の由来のなかで論じたのが、揚げ足とりの批判をまねくことになった。第３の批判も、トーテ

ミズムの直接的由来ではなく、象徴が簡単で情緒が感染しやすいのでトーテミズムの神聖性は高度

に伝播的であるという個人意識から、分類と宇宙論の形成過程をデュルケムが指摘していることに

たいするものである。レヴィ＝ストロースは、結果としてのトーテムの配分は歴史と偶然の所産で

あるはずだと主張して、感染や伝播による説明を退ける。第４の批判は、集合的感情や社会生活の

心的激昂によって混淆状態にあった諸概念が接続され理念の世界が創造されるという見解に向けら

れている。レヴィ＝ストロースによれば、社会的なものの知性にたいする優位性とか、社会的秩序

からのカテゴリーや抽象観念の発生は、感情・情緒・伝染・感染といった漠然とした観念におぶさ

っている。結局、デュルケムが主張する神聖なものの集団的起源は、論点先取にすぎないと論破さ

れるのである。

トーテムが同時に神と社会の象徴であるとすれば、神と社会とはひとつではないか、という有名

な命題で始まった第２編第７章は、経験的証拠を欠いた個人意識に憶測をまじえながら言及するば

かりで、トーテミズムの直接的な由来は不明のままである。構造主義のロジックでいえば構造が解

明されていないということであり、デュルケムの方法論でいえばアボリジの社会自体が判然として
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いないということである。この課題を達成することは、当時の民族誌情報に限界があり、率直にいっ

てデュルケムには無理だったと思われる。しかしトーテミズムを構造の位置に据えなおすなら、デュ

ルケムはひたすら「構造の力」、すなわち構造が変換されて表現にいたる論理について力説していた

とみなすことができる。たとえレヴィ＝ストロースが批判するように、それが心理学的な色彩を帯

びていようとも、「力」の発見は、構造主義の第一歩であったはずであるし、レヴィ＝ストロース自

身も享受したであろう知的遺産だったといわざるをえない。

ところでＷ・シマウスは、カテゴリー論は『宗教生活の原初形態』の序論と結論の部分のみでは

なく、同書の中盤に登場する因果性・力・権力といった概念の説明も、デュルケム理論の基盤をな

していると指摘している 23。トーテムというある種のカテゴリーが、トーテミズムとして各種の力

を因果的にか機能的にか発揮するという議論をかれは重視しているのであろう。トーテミズムの力

は第６章のテーマであるが、ここで第２編の最初から議論の流れを整理しておきたい。

第１章から第４章までは、「トーテム的信念」という共通の標題のもとに、各種の民族誌を援用し

てトーテムの実体が語られる。基本的には、1902年に『社会学年報』で発表された「トーテミズム

論」論文と 24、1903年の「分類の若干の未開形態について」論文とを踏襲した内容になっている。

第１章では、トーテムに使われる名称、トーテムの記号としての作用、トーテムが帯びている神聖

性、トーテムにかかわる聖具や聖地が扱われている。部族生活の基底にある優越的集団とされるク

ランのトーテムが主要なトーテムであること、部外者には意味はよくわからないが幾何学的デッサ

ンの文様が記号として直ちに神聖性を付与しているといった重要な指摘がある。第２章はトーテム

動物と人間の関係で、摂食禁忌と成員アイデンティティが論じられている。第３章は、トーテムに

よる体系的分類を論じて、部族・クラン・サブクランといった社会組織が分類の雛形となったとす

る。第４章は、個人的なトーテムや性別のトーテムも存在しているという補足である。

第５章で、トーテミズムにかんする先行学説の検討に入り、トーテミズムはもっとも原初的な宗

教であるという結論にいたる。宗教である理由は、トーテミズムが聖と俗を区別しているからであっ

て、もっとも原初的であるのは、クランを基底とした社会組織と密接で不可分の宗教であるからで

ある。つまりデュルケムにとってクランとは、地縁や血縁を基礎にした共同社会ではなく、部族の

領地に散在してトーテムのみで結合した社会集団であったから、これ以上の単純な社会はないと考

えられたのであろう。そしてもっとも単純な社会で真実である事柄は、一般化されてわれわれの社

会でも真実であるはずであった。

トーテミズムが宗教であることにより、宗教のもつ力をトーテミズムから解明したのが第６章と

いうことになる。デュルケムによれば、聖なるものの序列は、トーテムの絵画的表象・トーテム名

の動植物・トーテムクランの成員となり、それぞれが固有性によって聖別されているのではなく、

共通の原理が人びとの意識に類似の感情を呼び醒ましているとされる。この原理が「トーテム原理」

とされ、力の観念・非人格性・遍在性を特徴とする。力は、人にあたえる放電のような衝撃、病と

死、繁殖の生命原理といった物質的な力であり、また道徳的特質をもった一種の命法としての精神
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的な力である。非人格性とは、非物質的な本体、比喩的には名も歴史もない非人格的な神であり、

抽象的形態ではなく動植物で表象されているものである。そして遍在性とは、クランの事物が禁忌

で保護されたり、祭儀で機能したりするように、拡張と派生にかかわる特徴である。

デュルケムはメラネシアのマナや北米のワカンといった類縁の観念も動員して、この宗教力の実

在を力説しているのであるが、トーテム原理とは、いわばシニフィアンをもたないシニフィエであっ

て、研究者によるある種の仮説構成といってもいいかもしれない。作用する力、すなわち変換の力

能をもつと研究者が構想したシニフィエであって、これによって諸現象が表現されることになる。

かれの文脈では、宗教から呪術や道徳のみならず科学や哲学なども登場することになるので、ここ

は全体的社会的事実としての議論とみることもできる。

第６章で確定されたトーテム原理の起源を解明するのが、第７章の課題である。すでにレヴィ＝

ストロースの批判でみたように、この課題は達成されていない。つまりトーテム原理にかんする構

造は未解明ということである。しかしデュルケムにしてみれば、社会的事実がいかにして外在性と

拘束性をもつのか、宗教一般とトーテミズムとについて説明したということになろう。かれの立場

にたてば、諸個人の心理機制がどのようにして宗教を誕生させたかを説明しているのではなく、社

会的要因がどのようにして心理機制に作用して社会現象としての宗教を生起させたかを説明すると

いう、すぐれて社会学的なものであっただろう。デュルケムは、かれの拘束性概念についての一般

の反響が、社会生活の全本質であるという主張だと誤解していることを危惧しており、拘束性とは

社会的事実を容易に確認するための外的な徴であると説いており 25、第７章に注力する動機は十分

にあった。もちろん拘束性概念は力の概念であるから、構造の力と非常に近い位置にあるのである

が、後者に至るまでにはさらなる精緻化が必要であった。

第８章では霊魂、第９章では精霊と神性が語られている。これらは、宗教の源流に位置するトー

テミズムから派生・展開・進化したものであると理解されており、アボリジニ宗教を扱う本稿第５

節で取り上げたい。

本節の確認になるが、第６章第１節で論じられたように、トーテミズムは、拡張と派生によって

遍在する一種の命法ともいうべきものであり、第７章第２節で言及されたように、社会的抑圧や道

徳的威力が自分の外部に存在するという観念は生じるが、これらの影響が社会に発することは凡庸

な観察者にはわからないのである。構造の力、すなわち変換は原因と結果にかかわる因果関係では

ない。第４節で論ずるように、アボリジニ社会には時間が存在しておらず、時間にたいして先行す

る原因と後続する結果とにかんする因果律の認識はありえない。また次節で検討するような機能的

関係でもなく、研究者が設定した論理的関係と捉えるのが適切であろう。『宗教生活の原初形態』の

最終部分は、仮説を作り、これを方法的に諸事実の統制に服させるのが社会学の課題であり、その

実現の試みが本書であるという文章で結ばれている。トーテミズムの仮説から論理的演繹をおこな

い、存在平面での諸社会現象との接続を目指したものと思われる。
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３．集合的沸騰の社会的機能にかんする議論

宗教現象のうち第２編は信念を、第３編は儀礼を扱っている。第１編第１章の解説によれば、信

念とは、表象の体系であって、ここに教義・神話・伝説も含まれる。また儀礼とは、一定の行動様

式であって、礼拝や祭式が含まれる。デュルケムの注意するところによれば、理神論的宗教の内部

にですら神性または霊的存在の観念から独立した儀礼が多数存在し、民俗学が対象にするような消

失した宗教の残骸ともいえる信仰や行事が根強く存続し、そして聖と俗との区別のない、すなわち

宗教上の儀礼ではない人間にかんする行事や道徳にまつわる行事も存在している。したがって宗教

的儀礼を考察する場合は、それが内包する信念を吟味する必要がまずあるが、第３編はともかく宗

教的色彩を帯びた諸儀礼を体系的に分類した上で、それぞれを解説していくというスタンスが採用

されている。

第１章では消極的礼拝として分類された禁欲的儀礼が論じられている。回避という行為のために

消極的とされ、接触の禁忌、摂食の禁忌、言葉の禁忌、祭儀における全裸・断食・経済活動停止と

いったことが言及されている。ここでも聖と俗の対立が強調されるともに、聖の伝播性が未開社会

における混淆と近接、文明社会における観念連合から説明されるのではなく、外在する宗教力が事

物に入り込んでくると考えれば、大いなる伝染性が説明できるとデュルケムは主張する。宗教力・

集合力・道徳力は、どんな事物にも宿ることができるというかれの命題は、全体的社会的事実にか

んする言明と捉えておきたい。

第２章から最後の第５章までは、実効的行為を積極的に命令する積極的礼拝で、第２章が供犠的

儀礼、第３章が模擬的儀礼、第４章が記念的儀礼、第５章が贖罪的儀礼といった内容になっている。

具体的には、供犠的儀礼としてアランダArunta族のインティチユマ Intichiuma（豊穣）の儀礼が取

り上げられており、トーテム種の増殖、トーテム種の儀礼的消費と共食などが議論されている。トー

テム種のイモムシwitchettyを増やすために、その精霊が宿る岩の上の埃をはたいて種を飛ばしたり、

卵を産ませるために唄を歌ったり、またその岩の上に血液をかけて功徳を活発にしたりと、観察者

の視点からの解説が紹介されている。ただデュルケムにとっては、どうしても因果関係が理解でき

ず、これは個人表象ではありえないという判断を下している。第３章は、イモムシを模倣した身体

装飾をおこない、その行動を模倣した所作を集団でおこなうという儀礼が取り上げられ、共感的呪

術といった観念連合による解釈は誤りで、共同社会への共属の確認だと主張している。そして因果

関係が集合的経験の所産として構成されているという。

第４章は、とくにワーラムンガWarramunga族のウォルンカ蛇 serpent Wollunquaの祝祭が取り上

げられ、過去の再現による祖先の記念は、種の繁栄という物理的効果をともなったり、儀礼的心性

の表出であったりと、機能としては曖昧だとされる。さらに曖昧な機能となるのが第５章の贖罪的

儀礼である。喪の儀礼が中心的に取り上げられ、具体的に長期にわたる諸行為は、義務的・積極的

行為とされるのであるが、ここでは聖と俗の区別は確認できない。通常、宗教的儀礼は成人男性の

みの参加であろうが、女性も積極的に参加していることにも言及されているので、宗教的儀礼とは
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いいにくいかもしれない。デュルケムのまとめとしては、個人的情緒の自発的な表出ではなく、集

団が課した儀礼であって、集合的沸騰をもたらし、集団の道徳的統一を確認するということになる。

以上が、翻訳本で 203ページにもなる第３編のごく簡単な整理である。人類学の立場からＨ・モー

フィは、細かい論点においては他の民族誌も援用するが、序論と結論を除く本文のほとんどは、

Ｂ・スペンサーとＦ・Ｊ・ギランの文献に依拠しており、とくに『宗教生活の原初形態』第３編の

５章分は、スペンサーとギランの要約にすぎないと断定している 26。モーフィは、これらの初期の

民族誌家がデュルケムの研究に多大の貢献をしたことを強調しており、宗教から呪術へ、呪術から

科学へといったデュルケム独特の進化論を払拭しきれてはいないが、民族誌のデータが入手できた

ことで帰納法が可能となり、機能主義による理論構築ができるようになったとしている。そしてデ

ュルケムがＢ・マリノフスキーやラドクリフ＝ブラウンのフィールドワークによる機能主義的な人

類学に理論的基礎を提供することになったという点では評価している 27。宗教が未開社会で発生し

て社会の進展に応じて文明化・合理化していくといった単線的進化論や、宗教が呪術・技術・科

学・道徳・法律を形成していったという共時的波及論は、経験的検証が困難であって思弁的な色彩

をまとうが、もし十分なデータが入手できれば、前者だけではなく、後者も機能連関として機能主

義から理解することができるようになるのであろう。機能連関をとる諸部分から構成された有機体

としての社会である。

宗教的儀礼が、社会の生産にあずかるのか、再生産にあずかるのかという問いをたてるならば、

アボリジニ社会の明白な不変性を前提的真実として、再生産で機能しているという解答になる。上

述のように、デュルケムが考えた宗教的儀礼の機能は、共同社会への共属の確認であり、また集団

の道徳的統一性の確保であった。豊穣の儀礼を観察した者の視点からは、儀礼と豊穣との間の因果

関係にかんする集合的認識を行為者たちがもっていると解釈されたとしても、そのような集合的認

識を共有して実践の形式を忠実に遵守することが社会にとって重要なことであろう。それは現代社

会における祈願においても同様の形態と機能が推定可能であるところからも理解できよう。デュル

ケム理論を下敷きに社会的儀礼の一般モデルを提示したＲ・コリンズは、社会的エネルギーの変換

機構とともに、社会的理念および象徴の創造機構を指摘している 28。かれの議論によれば、象徴は

社会的理念を物象化して個人に外在化させるものであるから、創造される対象は象徴であって、社

会的理念ではないと読める。諸個人は、集団への依存を意識するような経験の領域で、一般的な観

念や理念や道徳観を引き出すと述べられていることからも、儀礼の当事者は社会的理念の創造者で

はない。儀礼から道徳が生まれるのではなく、道徳を強化するということになる。コリンズの文章

によれば、社会的儀礼は道徳的「感情」と象徴的「観念」を生み出すのである。

個人よりも社会を、葛藤よりも統合を重視した保守主義者としてのデュルケム評が一般的であっ

たのにたいして、Ｓ・ルークスの論文を嚆矢として 1970年代以降、集合的沸騰の概念に注目してか

れの変動論を発掘しようとするデュルケム・ルネサンスが始まったと中島道男は解説している 29。

ただしレヴィ＝ストロースが批判するデュルケムの宗教理論は、トーテミズムといった文化現象を
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ひとつの単位にすぎない社会に還元しようとするものであり、またトーテムをマナやタブーと混同

しつつ宗教・文化に結びつけた拡大解釈の所産であり、かれの文章によれば、「デュルケームの例の

ように、宗教とトーテミスムの結合の結果は、両者の特質を失った新しいものを生んでしまう」と

いうことになる 30。つまり変動論の抽出とは、研究者のある種のカオス的な構想や連想から、首尾

一貫させたかたちで一部の論述を救い出すことにほかならないことになる。

それでは後世の研究者によって集合的沸騰の概念はどのように捉えられているのか。例えば、

Ｗ・Ｓ・Ｆ・ピカリングによる入門用の解説によれば、以下のようになる。アボリジニの沸騰的集

まりにおいては、社会統制は猶予され、予期していない新しい概念・価値・信念が創成される。こ

の新しい表象は、その後の沸騰的興奮で、儀礼的に再活性化されていく 31。別の例として、Ｍ・

Ｓ・クラディスが『宗教生活の原初形態』の英訳本の序文において、デュルケムの記述から摘出し

ている箇所をながめていくと、「宗教は、社会に本質的なものの一切を生み出した」「宗教は、集合

的沸騰の大鍋から誕生した」「宗教は、集団の集合的生活の象徴である」「宗教は、社会の統一性を

創出するのではなく、すでにあった希薄な統一性を表明し増進するもの」「宗教的沸騰は、社会的統

一性を強化するだけでなく、新しい理想を作る」といった命題群を列挙できる 32。ここでは社会の

生産と再生産が入り混じっている。

集合的沸騰が社会の生産に関連するという議論をみようとするならば、再度、第２編第７章に立

ち返る必要がある。ここで集合的沸騰として論じられている歴史的事例は、1789年のフランス革命

などである。第２節には、あらゆる党派は集会を定期的に開催して衰える感情を活発にしようとす

る、革命期や創造期には多くの活動と会合が全般的な激昂を生じさせる、超自然的な英雄主義や血

生臭い蛮行が宗教的形態で表象される、世論によって世俗的な事物が聖物に転換される、といった

記述がある。そして結論の章の第２節では、「新たな理想が発露し、しばらくは人類の指南となるよ

うな新たな方式が見出される創造的興奮の時限を、われわれの社会が再び知る日がくるであろう」

と期待を抱かせている。このフランス革命と対比されているのが次節にあたる第７章第３節のいわ

ゆるコロボリー corrobbori/corroboreeである。前述のウォルンカ蛇の祭儀が事例として提示され、

忘我と狂熱と野蛮な宗教的祭儀は、凡庸な日常生活の俗にたいする聖の形相とされている。つまり

宗教的観念や聖の感覚は、この激昂した社会環境から、あるいは日常と祭儀の著しい対照から、噴

出していると説かれている。

こうしてみると集合的沸騰の議論も、儀礼の社会的機能の議論とほぼ同じような機能主義的説明

になっていることが判明する。社会の生産も再生産も区別されておらず、社会事象間の機能的関係

はデュルケムの解釈に依存しており、社会学的研究への示唆としては意義深いといえるが、観察デー

タからの帰納・検証は不十分ということになる。また第４節で、錯乱や陶酔も社会の実在を足場と

しており、経験は誤謬や錯誤に何世紀も耐えられないというかれの哲学的主張を読むと、間違った

社会は存続しえず、安定的・統合的社会がすでに前提とされた見解であることに思い至る。第３編

は、儀礼を扱っており機能主義的説明が展開されているが、第２編第７章でも、関連する部分を摘
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出すれば儀礼とその社会的機能である。今田によれば、機能を問題にするなら、説明概念としての

コントロール（制御）と、記述概念としてのパフォーマンス（成果）の両面から解明する必要があ

る 33。『宗教生活の原初形態』では、パフォーマンスについては社会学の同業者による共感に委ねら

れており、またコントロールについては社会の予定調和からの流出物にすぎないといえる。ただ現

代の社会学においても機能主義の説明概念としてのコントロールが十分に解明されてきたとは思え

ないので、デュルケムにこれを要求するのは酷だともいえる。

最後に、個人の尊重を例にとってデュルケムにおける構造主義的説明と機能主義的説明との相違

を確認しておきたい。第２編第６章第１節で、トーテミズムにおける聖なるものの序列のなかに、

クランの成員が組み込まれており、また第１章第３節や第２章第２節で、成人男性にその権利が分

与された聖なる木片や石のチューリンガChuringaは、共同体でのメンバーシップとアイデンティテ

ィを保証するものであり、トーテムの文様という記号によって聖別されているとされる。ここではト

ーテムの論理における同形性によって構造主義的説明がなされている。これにたいして第４章第２

節で、一部の部族には個人的トーテムも見られるようになっていること、第８章では、トーテムか

ら派生した個人の霊魂は集団的霊魂の部分でありながらも、人格性の機能をもつことが指摘されて

いる。さらに第９章第１節では、霊魂観念によって人格性の観念が宗教的領域に導かれたと主張さ

れている。ここに起源論や進化論を看取することも可能である。コリンズの補足的解説によれば、

分業が高度に発達する産業社会では、神という観念でさえ消えうせ、人間性という一般観念に転化

する。Ｉ・ゴフマンの相互作用儀礼論においては、理念的対象は個人的な自我であって、近代に特

有のタイプの世俗宗教が個人主義への崇拝だということになる 34。観察データからの帰納や検証が

必要な命題群であるが、ある現象と他の現象との機能的関係から説明されているといえる。

本節では、宗教的儀礼の社会的機能を論じてきたが、儀礼が社会統合に機能するのであれば、そ

の儀礼の基礎となっている信念や理念は社会統合に機能しないのか。これはＡ・Ｗ・ロールズの論

点である。かのじょは信念よりも儀礼の共同実践の方が機能的であると考えている 35。『宗教生活の

原初形態』の全貌を理解することでデュルケム自身の認識論を探ろうとするかのじょのスタンスは

本稿と同一であるが、機能主義や因果律からの理解には賛同しかねるし、デュルケムにはデータの

欠落があって未完の事業になっているというのが本稿の主張である。つまり信念は、第２編の全体

テーマではあったが、アボリジニ社会固有のものとして体系的な論述はなされておらず、社会統合

にたいする機能の面では影の薄い存在になってしまったと思われる。信念については、あらためて

第５節で検討する。また儀礼が社会統合に機能するとしても、これはたんなる一般化・抽象化であっ

て、そうであるならば生まれながらに真である命題ともいえよう。アボリジニ社会から儀礼と信念

とが解明される必要がある。どんな社会であるかについては、構造として第６節で論述することに

したい。
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（以下次号）

４．アボリジニ社会における時間の不在

５．精霊の教義による宗教とその破壊

６．アボリジニ社会の構造をめぐる存在と認識
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