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リシャールのデュルケーム批判（1894-1905）

はじめに

　デュルケームが『社会学年報』に掲載する膨大な書評を担当するために集めた若い社会学者た

ちは一般に「デュルケーム学派」と呼ばれている。特に彼の甥でもあり、『贈与論』によってそ

の後の文化人類学の発展に寄与したマルセル・モースや、独自の記憶論を展開したモーリス・ア

ルヴァックスがよく知られている。本稿ではこうした比較的よく知られた二人ではなく、『社会

学年報』で犯罪社会学や道徳統計を担当したガストン・リシャールを取り上げることにしたい。

リシャールは、デュルケーム学派のなかではかなり特異な位置を占めている。まず、1870年代生

まれで『社会学年報』創刊時には20代後半のメンバーが大半であったデュルケーム学派のなかで、

1858年生まれのデュルケームと同世代であったリシャールは確かに「若手」とは言えなかっただ

ろう。また、リシャールはソルボンヌ（パリ大学文学部）に異動したデュルケームの後任として

ボルドー大学の社会科学講座を担当し、公的にはデュルケームの後継者であった。そして、これ

が最も重要な点であるが、リシャールはデュルケーム学派のなかで唯一、そこから離脱してデュ

ルケームの批判者となった人物であるということが挙げられる。しかしながら、フィリップ・ベ

ナールがまとめた『社会学年報』への貢献度を見ても、リシャールの貢献が必ずしも低くないこ

とは明らかである（表１、Besnard 1979 : 26; 28-9）。

　本稿においては、リシャールがデュルケームと共同で『社会学年報』の刊行に参加してから、

両者の対立が明確化してリシャールが『社会学年報』を離れるまでの両者の議論について、特に

リシャールの側に視点を置いて検討する。まず、リシャールの生涯について簡単に振り返った後

（第１節）、リシャールがデュルケームの『社会分業論』と『自殺論』に対して行った書評（第２

節）、リシャールが『社会学年報』に寄稿した原著論文（第３節）におけるリシャールの立場を

考察する。続いて、デュルケームとリシャールが決裂する契機となったと考えられる「道徳的連

帯の法則について」（Richard 1905）における暗黙のデュルケーム批判を、リシャールが用いた

「無意識的社会性」という概念に着目しながら明らかにする（第４節）。続いて、この「無意識的

社会性」という概念は、デュルケームの論敵であるタルドの模倣論批判においても念頭に置かれ

ていることを見ていく（第５節）。最終的に、この「無意識的社会性」という観点をリシャール

リシャールのデュルケーム批判（1894-1905）
── 「無意識的社会性」をめぐって ──

池　田　祥　英



132

は当初の『社会分業論』の書評の時点からずっと抱き続けており、リシャールはデュルケームと

もタルドとも違って、意識的な理性の働きを社会性や道徳性の基盤として置いていたことを明ら

かにする。

１．リシャールの生涯

　現代の日本の社会学においてリシャールの名前が出てくることはほとんどないので、ここでそ

の経歴を簡単に振り返っておくことにしたい。ガストン・リシャール（RICHARD, Antoine-

François-Gaston-Michel）は1860年９月29日にパリに生まれ、デュルケームの１年後の1880年に

高等師範学校（文科）に入学した（24名中23位）（１）。この時期に、シャルル・ルヌーヴィエの影

響で、カトリックからプロテスタントに改宗したと言われており、これ以降熱心な信者となった。

1883年から1902年まで、ロンス＝ル＝ソニエ（Lons-le-Saunier）、ヴァンドーム（Vendôme）、ク

タンス（Coutances）、ル・アーヴル（Le Hâvre）のリセで教壇に立ち、その間にアグレガシオ

ン（1885年）、博士号（1891年）を取得している。博士論文のタイトルは、『法観念の起源につい

ての試論』であった。なお、博士号取得はデュルケム（1893年）より２年早かった。1893年以降

は、テオデュール・リボーの『哲学評論』誌に寄稿するようになり、1894年にはフリードリヒ・

エンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』や、ポール・オブリの『殺人の伝染』などの書評

を担当し（Richard 1894a ; 1894b）、その後もエンリコ・フェッリやチェーザレ・ロンブローゾ

といったイタリアの実証的犯罪学派の文献を中心に書評を担当している。1894年には「法的議論

と法治国家」、1895年には「民族誌的社会学と歴史学」と題する論文を発表して、社会学の領域

表１：『社会学年報』第１シリーズへの寄稿（上位10名）

氏名 生没年 巻 原著論文数 書評数

１ デュルケーム 1858-1917 1～12 6 330

２ モース 1872-1950 1～12 4 326

３ ユベール 1872-1927 1～12 2 272

４ シミアン 1873-1935 1～12 1 174

５ リシャール 1860-1945 1～10 1 121

６ H. ブルジャン 1874-1955 4～12 1 124

７ フォコネ 1874-1938 1～12 0 135

８ ブーグレ 1870-1940 1～12 3 96

９ アルヴァックス 1877-1945 8～12 0 75

10 ラピー 1869-1927 1～11 0 55

＊ Besnard （1979: 26; 28-9）の表１・２より筆者作成
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での研究活動を展開しはじめた。1897年には『社会主義と社会科学』を刊行し、社会主義につい

て批判的な検討を行った。これはちょうどデュルケームが社会主義についての講義を行っていた

時期に重なり、両者がともに同じようなテーマに取り組んでいたことが、おそらくデュルケーム

がリシャールを『社会学年報』の協力者に選んだひとつの理由であると考えられる（２）。

　先に述べたように、リシャールは1902年にソルボンヌに移るデュルケームの後任として、ボル

ドー大学文学部の社会科学担当講師となった。1905年に哲学担当教授となるが、翌1906年から同

じデュルケーム学派の一員であるポール・ラピーと担当を交換して、社会科学の担当（教授）と

なった。以後は1930年に定年退職するまでボルドー大学にとどまった。その間にデュルケームと

同じく、息子のジャック（1899-1918）を第一次世界大戦で亡くしている（cf. Pacteau de Luze 

2015 : 66）。

　『社会学年報』については、リシャールは創刊号（1898年刊行、1896-1897年度の著作を対象）

から一貫して第四部門の「犯罪社会学」を担当し、名称の変更はあったものの、第10号（1907年

刊行、1905-1906年度の著作を対象）まで担当した。1907年以降デュルケームおよび『社会学年報』

から離れることになり、その後はデュルケーム批判を強めていく。1926年に『国際社会学評論』

の創刊者であるウォルムスが死亡し、その後任として編集主幹を担当した。その後はこれも引退

するが、『社会学と弁神論』（1943）を著すなど、死の直前まで著述活動を続けている。1945年６

月９日にボルドーで死去した（84歳）。

２．『社会分業論』と『自殺論』の書評

　リシャールがデュルケーム学派から離れるのは、彼が参加した最後の巻となった『社会学年報』

第10巻が刊行された1907年前後であると考えられている。それ以前のリシャールはデュルケーム

を常に支持していたかというと、必ずしもそうでないことがわかる。『社会学年報』の第１号に

掲載されたリシャールによる『自殺論』の書評については、すでに別の機会において触れたこと

があるので詳細な説明は省略するが（３）、そこでは自殺の説明において、「自殺の潮流」というメ

タファーの使用を厳しく批判し、またデュルケームと同じように「模倣」を無意識的反射と規定

しながらも、一定の説明力を認めているようなところがある（Richard 1898: 405）。この他に、

近年のマッシモ・ボルランディの研究によれば、リシャールは『社会分業論』の書評も行ってい

る（cf. Borlandi 2015: 24）。それは1894年の『国際教育評論』誌（Revue internationale de 

l’enseignement）において発表されたもので、このときにはまだ『社会学年報』は創刊されてお

らず、まだデュルケーム学派が形になっていない時代ということになる。この書評においてリ

シャールは『分業論』を基本的には評価しながらも（４）、その後のデュルケーム社会学の発展の

方向性から見ると、かなり重大な批判を投げかけているように見える。
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われわれの結論は、社会学だけが道徳の問題を解決できるというものである。それには心理

学の協力が必要である。われわれが道徳性と呼んでいるこのような人間的開花の自然な根源

は、抑制の助けも加わった愛他主義にある。外的事実である連帯には、内的事実である社交

性や性格が対応していなければならない。社会的分業は、愛他主義が利己主義との闘いにお

いて遭遇する強力な支柱
4 4

である。しかしながら、このような分業が自然の法則や社会物理学

の法則にほかならないかぎり、それが道徳あるいはその一形態でも十分に生み出すことがで

きるというのは極めて疑わしい。（Richard 1894c : 191）

　ここでのリシャールの見解を見るかぎり、デュルケームが重視した分業だけでは道徳は生み出

されず、そこに「抑制」のような個人の側からの働きかけがなければならないということになる。

この点がリシャールの言うところの「心理学の協力」ということになるのだろう（５）。このよう

な道徳における個人の心理的要素を重視するリシャールの考え方は、後に彼がデュルケームから

離反する契機となったとされる論文「道徳的連帯の法則について」（Richard 1905）での論点と

も大いに関係するものであり、リシャールが『社会学年報』に協力する以前から、デュルケーム

とかなり立場を異にしていたことを示している（６）。

３．犯罪と刑罰の原因となる社会の考察──『社会学年報』への参画

　リシャールが『社会学年報』に寄稿したなかで最も重要なものは、1900年に発行された第３巻

に掲載された「社会的危機と犯罪の諸条件」と題する論考であろう。これは、巻頭に毎年度数本

しか掲載されない「原著論文」（mémoires originaux）であり、デュルケームの「近親婚の禁止

とその起源」（第１巻、1898年）や、モースの「贈与論」（新シリーズ第１巻、1925年）などと同

じ立場で掲載されたことになる。ここではこの論考の内容を振り返ったうえで、デュルケームの

主張との関連について検討する。

　この論文でのリシャールの問いは次のようなものである。犯罪を抑圧するための刑法は集合意

識のように、人々を取り巻く社会によって成り立っているが、犯罪として見なされるような振る

舞いもまた、社会によって生み出されていると考えられる。しかし、このように相対する傾向が

ともに同じ社会という原因を持っていることをどのように説明すればよいか、ということである。

リシャール自身の言葉で見てみよう。

社会環境は自らが依拠している社会的紐帯の解体を引き起こすことがありうるだろうか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。社

会学者が犯罪ではなく、刑法や刑事制度について研究を行う場合、刑罰という制度は集合意

識を弱めようとする行為に対する集合意識の側からの抵抗に対応するものだということを示

すことは社会学者にとって比較的容易である。したがって、この社会環境は個人に対して圧
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力をかけており、それによって彼らは互いに類似したものになり、異常が消えるようになる。

社会環境は、教育制度や軍事制度の出現と同じように、刑法の出現の原因にもなっている。

しかし、犯罪行為は客観的に見れば異常であり、心理的な異常に相当するものであるから、

社会環境はどのようにしてその増大の原因となるのだろうか。（Richard 1900 :16）

　この問題に答えるためにリシャールは一つの仮説を立てる。社会の側が刑罰のような犯罪に対

するリアクションを整える時期と、犯罪を発生させる時期とを区別することである。前者は正常

状態の時期であり、後者は危機的な状態にある時期とされる。

われわれの見解では、ただ一つの解決策だけが残されている。それは社会環境が刑法と犯罪

を作り上げる時期が異なっているということである。社会が正常な状態にあるとき、すなわ

ちその発展状態が緩慢で調和的で定常的なものであるとき、社会は本能的に、あるいは意識

的に、犯罪傾向に対する抵抗を組織する。社会が危機的状態にあるときには、社会は犯罪の

発生をもたらす。（Richard 1900 : 17）

　このような考察を踏まえて、リシャールは犯罪の原因をさまざまな危機的状況、すなわち状態

の急変にあると主張する。危機の時期においては、まず山賊団のような集合的で残忍な犯罪が多

発することになるとされる。そして、危機が収まってくると、集団ではなく個人が行う財産犯が

増えてくるとリシャールは考える。

ある国民の宗教的、政治的規律に深刻な打撃を与えるあらゆる危機は、その社会状態の中に

同じような犯罪的過程を作り上げる、とわれわれは結論づけることになる。危機はまず集合

的で血なまぐさい犯罪の強さを、それ自体の強さに比例して増大させる。危機が衰退すると、

それに続いて集合的犯罪が減少し、それに代わって、バラバラの個人によって行われる、財

産権に対する侵害となるようなより軽い犯罪が増える。（Richard 1900 : 30）

　また、ここでの変化が良い方向に向かうものであっても、それが急激に起こる場合は犯罪を喚

起することになることにリシャールは注意を促している。彼は、「犯罪の原因はさまざまな危機、

すなわち道徳的、宗教的、政治的規律の急激な変化にしか存在しえず、この変化そのものがいか

に有益で不可避なものであっても同じことである」と指摘する（Richard 1900 : 32）。この点は、

『自殺論』において「一国の繁栄を急激にもたらすような歓迎すべき危機でさえ、経済的破綻と

まったく変わりのない影響を自殺におよぼすことになる」（Durkheim 1897=2018 : 398）と述べ

たデュルケームの「アノミー」の概念にかなり近いと言えるだろう。
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　全体的に、ここでのリシャールの主張は、デュルケームの議論の枠内に留まっているように見

えるが、細かく見ると、心理学的な要素を取り込もうというリシャール独自の考え方が見えると

ころもある。たとえば「模倣が作用することで、もともと経済危機から生じた犯罪の類型は、そ

の発生時の状況よりも長く存続することになる」（Richard 1900 : 34）と述べて、「模倣」の役割

に言及しているところがある。また、道徳性と社会性の問題についても、単に社会の強制力が働

くというだけでは道徳性とは言えないという見解を繰り返している。

もし〔社会性という〕あいまいな言葉で社会的感情の力ではなく、個人意識への集合意識の

侵略を意味するのであれば〔注〕、何らかの批判ができるような精神の持ち主は、道徳性を

社会性と混同することはありえない。（Richard 1900 : 38）

〔注〕第一の意味においては、社会性は他者のために生きるということにある。第二の意味

においては、それは他者によって、他者において生きるということにある。他者のために生

きることは、人格的特性の存在を前提としている。他者において生きることは、あらゆる特

性の放棄である。（Richard 1900 : 38n）

４．「無意識的社会性」批判──デュルケーム学派からの離脱

　次に、リシャールとデュルケーム学派からの離脱の契機であるとみなされている「道徳的連帯

の法則について」（Richard 1905）について見ていくことにしよう。この論文は、ピカリングが「お

そらく彼らの決裂において決定的な役割を果たした」（Pickering 1979 : 168）と述べており、リ

シャールがデュルケームに対する批判を、名前を挙げないまでも、かなりはっきり示していたと

考えられている。

　この論文の主旨は、「集合的性格（７）の形成と解消を条件づけている社会学的法則」を「道徳的

連帯の法則」（Richard 1905 : 442）と呼んで、それを明らかにすることであるが、その議論の端々

で、デュルケームを念頭に置いた言及がなされている。以下にいくつか挙げてみよう。

誤って「未開」と言われている人々の民族誌は、このような傾向をさらに明るみに出すこと

に役立つ。ガブリエル・タルドは正当にも野蛮人のなかに文明人の先史的な組織と文化の正

確な証拠を探し求め、あたかもこうした人々が第四紀の末期からまったく変わらずにいたか

のように考える学説の幼稚さを指摘した。（Richard 1905 : 445）

　これはちょうど、デュルケームが後に刊行することになる『宗教生活の基本形態』（1912）の

基本的な立場に対する批判として読むこともできるだろう。デュルケームはそこで「原始宗教に

おいて、宗教的事実がその起源の痕跡をいまだにいかに明白に保っているかがわかるだろう」
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（Durkheim ［1909］ 1912=2014 : 26）と述べて、オーストラリアの先住民の宗教によって、過去

の宗教の起源を解明しようとした。また、ここでタルドの名前を挙げていることも、デュルケー

ムを挑発しているように見える。

　また別のところでは、デュルケームの『社会学的方法の規準』（1895）を念頭においた指摘も

見られる。

犯罪現象の恒常性は、それだけを考えれば、社会的事実の基準を外的拘束のなかに位置づけ

る理論にとっては謎であろう。というのも、社会が、自らが意識的にその成員に課している

規則に違反するように無意識のうちに一部の成員に強制することがないのは明らかだからで

ある。（Richard 1905 : 450）

　ここで指摘している点は、先に取り上げた「社会的危機と犯罪の条件」論文で取り上げたテー

マと重なっていることがわかる。それは、同一の社会が一方で犯罪を抑制しながら、他方で犯罪

を生み出すことをどのように整合的に説明するか、というものであった。この点についてデュル

ケームの犯罪論では説明できないとしたうえで、リシャールは続けて、『自殺論』（1897）におけ

るデュルケームの主張を念頭に置いたコメントをしている。

犯罪の時系列的な分布を、気候が犯罪に課している存在条件に共同体が適応していることに

よって説明することはできない。初夏における殺人や自殺の頻度を社会関係の活動が最も盛

んになることによって説明する社会学者たちは、あまりに安直な理解で満足してしまってい

る。（Richard 1905 : 451）

　これは、自殺の増減を自然環境の変化によって説明するのではなく、それに伴って変化する社

会活動の状況の変動によって説明する『自殺論』の第１編第３章の記述を示している（８）。リ

シャールは、これまでに取り上げてきた論考を見るかぎり、社会的な視点を重視するあまり、個

人における理性の働きが軽視されていることに対して一貫して懸念を表わしてきた。ここでリ

シャールは、そのような社会の見方を「無意識的社会性」（socialité automatique）と呼び、それ

を道徳性と同一視することに激しい非難を浴びせることになる。その主張が最も典型的に現れて

いる部分を引用する。

社会的人間、すなわち自分が集合的行動と道徳的に連帯していると認識している人間だけが

道徳的価値の一覧を作成できるとわれわれが考えるならば、われわれは集合動物行動学や発

生論的社会学のあらゆる既知の事実の名において、今日かくも人気を博しており、道徳性を



138

あらゆる無意識的社会性と同一視するようなこうした実証主義的構想を拒絶しよう。道徳的

価値は経済的価値と同じようなものであり、それは希少性と正比例する。したがって、克服

する困難のないところには道徳的価値はない。したがって、集合的生から本能的に、かつ無

意識的に生じる習慣は、それが現実に社会の長期性と拡張性に好都合なものであるとしても、

道徳的価値の帰属判断の対象にはなりえないだろう。（Richard 1905 : 471）

　このように、リシャールは1894年からデュルケームに対する同じ批判を一貫して展開していた

ことがわかる。デュルケームはおそらくそれに気づきながらも黙認していた。しかし、1905年の

論文においては、リシャールは名指しこそしていないが、誰の目から見てもデュルケームを批判

していることは明らかであった。こうしてデュルケームは『社会学年報』第10巻において自らこ

の論文を書評対象として取り上げ、厳しく反論することになる。デュルケームは「われわれがい

つもその観念を取り上げているような社会学者や道徳家のなかに、そのような構想を支持してい

る者は誰も知らない」（Durkheim 1905 : 382）と述べたうえで、リシャールの主張について次の

ように批判する。

いくつかの記述から推測できるように〔……〕彼はこの異論の余地のない命題から、道徳は

次第に集合的なものではなくなっていくということを結論づけるつもりであるとするならば、

われわれは最初のものとはまったく違う主張〔……〕と対峙していることになる。ところで、

この点については、この論文は証明に着手さえしていない。道徳が本来は社会的なものであ

るにせよ、われわれがより強く意識し熟考しながら道徳を実践しなければならない、という

ことから、そのために道徳が社会的なものでなくなるということには断じてならない。

（Durkheim 1905 : 382）

　つまり、リシャールは道徳において個人が果たしている役割をもっと重視すべきだと主張して

おり、それはデュルケームからしても当たり前なことであるが、リシャールはそうすることに

よって、道徳を社会的なものではなく、個人的なものとして考えているのではないか、というの

がデュルケームの批判である。このような議論の応酬を経て、この第10巻を最後にリシャールは

『社会学年報』への寄稿を止めることになった。

　これまで見てきたように、最後に取り上げた「道徳的連帯の法則について」という論文におけ

る「無意識的社会性」と道徳性を同一視しているというデュルケーム批判が、リシャールとデュ

ルケームが決裂した契機であると言えるが、その主張はデュルケーム批判が表立っては見えない

初期の論考においても見られることがわかる。それだけにリシャールとデュルケームの立場は根

源的なものであった。



139

リシャールのデュルケーム批判（1894-1905）

５．無意識的社会性と模倣──タルドとの関係

　最後に、リシャールが批判する「無意識的社会性」とタルドの模倣論との関係について見てい

くことにする。これまで検討してきたテクストにおいて、リシャールはデュルケームが心理学的

要素を考慮せずに社会や道徳を論じていることを批判しているが、そうなると、タルドの立場に

かなり近づいていると考えることもできる。

　しかしながら、リシャールはタルドの「模倣」の観念についても、特にその無意識的な性質に

一貫して批判の目を向けていることに注意しなければならない。「民族誌的社会学と歴史学：そ

の対立性と両立性」と題する論文のなかでは、タルドの模倣の観念は「自動人形」、すなわちデュ

ルケームが『自殺論』で定義したような無意識的な反射としてとらえられている。

社会有機体論は、社会のなかに成長して新たに入れ替わっていく生物だけでなく、その分化

が進歩を表しているような明確に定義された有機体を見出すような理論であるが、この理論

は、模倣を社会的生全体としてではないにしても、少なくとも最も正常で最も重要な社会現

象とみなすような理論の名前で激しく攻撃された。しかしながら、この二つの社会学的概念

は、根本的には模倣論の主たる擁護者が考えているほどには違いはない。表現のうえでの副

次的な意見の対立はあるが、重要な点において、つまり社会的人間が必然的に自動人形にな

るという考えにおいて両者は一致しているからである。タルド氏が優れているのはおそらく、

この点をより一層白日の下にさらし、そうして批判者の仕事を準備したことであろう。

（Richard 1895 : 501）

　実際、タルドは『模倣の法則』などにおいても夢遊病者のような病理的な現象を通じて、模倣

を論じており、リシャールは「根本的な社会的事実〔＝模倣〕は病理的ということになろう」

（Richard 1895 : 501）と結論づけている。タルドにとっては、「模倣」はあらゆる社会現象を説

明するための概念であったので、タルドはリシャールに書簡を送って反論したようであるが、そ

れに回答する形でリシャールは、ボルランディによって紹介されている1895年12月18日付のタル

ド宛ての書簡において「私はあくまで模倣のなかに同化の正常的というよりも病理的な帰結を見

ることにこだわっています」（Borlandi 2015 : 51）と自らの立場を正当化することになる。

結　論

　ここまで、まずリシャールが『社会学年報』の編集に加入し、次第にデュルケームとの立場の

違いが明らかになって、両者が決裂するまでの状況を追った。デュルケームは一般に「社会学主

義」と言われるように、社会を論じるうえで個人的な要因を考慮しない立場をとったが、リシャー
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ルはそれを「無意識的社会性」という概念によって批判的にとらえていた。それは、1905年の「道

徳的連帯の法則について」という論文において最高潮に達するが、実のところ、リシャールがそ

のキャリアの最初期に手掛けたデュルケーム『社会分業論』の書評や、『社会学年報』に彼が寄

稿した唯一の原著論文である「社会的危機と犯罪の条件」（1900）においても、同様の批判が繰

り広げられていたことは注目に値する。また、この「無意識的社会性」はタルドの模倣論に対す

る批判としてみなすこともできる。実際にはタルドは、『模倣の法則』の第２版への序文で述べ

ているように、意識的な模倣も無意識的な模倣も区別しないで考えていたが（Tarde［1890］

1895=2016 : 11-2）、リシャールはあくまで無意識な模倣の病理性に着目し続けた。したがってそ

れはまた、デュルケームとタルドの議論の共通点、両者とリシャールの立場との対立点としてと

らえることもできるだろう。

　リシャールはここからさらにデュルケームに対する直接的な批判を強めていく。特に、1911年

にプロテスタント誌の『信仰と生活』（Foi et vie）に４回に分けて掲載された「社会学と形而上

学」（Richard 1911）では、「善と悪の区別」をどうとらえるかという論点や、彼の宗教社会学に

おける議論の問題点などデュルケームとの対立点がリシャール自身の手で広く指摘される。また、

1912年に刊行された『一般社会学と社会学的法則』においては、1903年にデュルケームとポール・

フォコネが執筆した「社会学と社会諸科学」（Durkheim et Fauconnet 1903）での一般社会学批

判に反論している。また、宗教社会学に対する批判は「宗教社会学における独断的無神論」

（Richard 1923）を中心に展開されることになる。これらの論点は、リシャールとデュルケーム

の決裂後の対立の激化を知るうえで重要であるが、また別の機会に論じることにしたい（９）。

付記：本報告は早稲田大学特定課題研究助成費（課題番号2020C-567）による研究成果の一部で

ある。

注
（１）　リシャールの氏名、生年月日、出身地、高等師範学校（文科）の入学順位は、Recueil des lois et actes de 

l’Instruction publique: Instruction supérieure, instruction secondaire, instruction primaire, trente-troisième 
année, année 1880, Paris : Delalain, 602 による。それ以外の情報については、Pickering（1975）、内藤（1988）
の記述を参照した。

（２）　この点については、Borlandi（2015: 21-2）の指摘による。
（３）　池田（2000）を参照。
（４）　たとえば以下のような指摘はデュルケームに対する肯定的な言及である。「この作品を説明することは、主

要な考えを手短に分析するだけでも、その科学的射程──そしてとりわけ哲学的射程──を十分に示している。
デュルケーム氏は、彼以前ではエスピナス氏と同じように、社会学にその真の対象を割り当てたように思わ
れる」（Richard 1894c : 190）。

（５）　もっとも、デュルケーム自身も分業の異常形態として、アノミー的分業や拘束的分業などを挙げているこ
とは確かであり、分業だけでは道徳を生み出すのに十分ではないことは理解している（Durkheim［1893］
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1902=2017）。ただしリシャールは──必ずしも明確に述べているわけではないが──アノミー的分業の場合
は機能の問題が、拘束的分業の場合は固定化された階級制度がそれぞれ問題にされているのであって、そこ
に参与している個人の精神的作用には目が向けられていないと考えていたようである。「彼〔＝デュルケーム〕
が言うように、分業が有機的連帯とその道徳的効果をもたらすのは、それが拘束的でもアノミー的でもない
ときだけである。ところで、人間性はこれまで、インドのカーストや中世や旧体制下の階級における拘束的
分業や、労働の自由と限りのない競争を条件とするアノミー的分業しか経験してこなかったし、まだ経験し
ていない。したがって、この偉大な社会的事実がそれだけで法や道徳を生み出す能力があるのか疑わしいと
思われがちである。たしかに、機能と向き合ったことでアノミー的でなく、貴族的世襲の追放に依拠したこ
とで拘束的でないような分業にもとづく社会体制は存在した。われわれが言いたいのは中世のイタリア社会
のことであり、そこでのフィレンツェの民主制はその典型となっている」（Richard 1894c : 190-1）。

（６）　もともとデュルケーム学派はそれほど一枚岩ではないと考えられており（cf. Besnard 1979）、ラピーやブー
グレはデュルケームとは違って、ある程度の心理学的要因を認めているが（cf. Lapie et al. 1979 : 42 ; 
Borlandi 2015 : 43 ; Joly 2017 : 82）、それでもデュルケームとの協力関係は崩れなかった。リシャールだけが
どうして離反という道を選んだのか、はっきりとしたことはわからないが、リシャールがかなり熱心なプロ
テスタントであったのに対して、デュルケームや他のメンバーのように宗教そのものには大いに関心を持ち
ながらも、特定の宗教には深く関わらなかったという宗教的な立場の違いが関わっているのではないかと指
摘されている（cf. Pickering 1979 : 175-6 ; 内藤 1988 : 123）。

（７）　リシャールはこの「集合的性格」について明確な定義を示していないが、部族、国家、宗教、職業のよう
な一定のカテゴリーの人々に特有の性質、というような意味のようである（cf. Richard 1905 : 444）。

（８）　『自殺論』では次のように述べられている。「一月から七月まで自殺が増加するのは、暑熱が身体のうえに
攪乱的作用をおよぼすからではなく、社会生活がより活発になるからである」（Durkheim 1897=2018 : 159）。

（９）　このうちデュルケームの一般社会学批判については、すでに他のところでタルドとの関係で論じたことが
ある。池田（2013 : 134-9）を参照。
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