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デュルケームの学級社会学

原田彰

|、問題の設定

今日、「学級崩壊」という言葉に象徴されるように、学級や学校の危機的状況を指摘する

声は、ますます強まっている。筆者は、このような声に対して、もともと学級や学校は、

｢学級崩壊」という言葉で表されているような事柄をその内部に孕んで成立したのではない

か、という視点を提起したい。つまり、近代学校のしくみから見れば、学級が荒れる事態は、

当然起こるべくして起こることとしてとらえる必要があるのではなかろうか。

考えてみると、近代の学校が勤勉性や規律正しさを重視したのは、産業社会がそれらを要

求したからである。事務所や工場で求められる勤勉性や規律正しさは、学校で訓練されねば

ならなかった（天野1982,113頁)。近代以前の子どもは（そして近代以降の地域共同体の中の子と・

もも)、たとえば物をかかえる力がつけばそれを運ぶといった生産労働に従事し、そうした労

働ができる能力を持つかぎりでは大人と変わらなかった。近代の子と､もは、勤勉性や規律正

しさを身につけて産業社会に適応するためには、学校で「生徒」にならねばならなかった

(ただし、「生徒」になることに反抗する子どもが近代学校の成立当初から存在したことを忘れてはなら

ない)。ところが、産業社会から消費社会への移行期には、子どもという存在は「生徒」に収

まりきらなくなる。消費社会では、子どもは消費者であるかぎりにおいては大人と何ら変わ

らない存在である（原田2001,88頁)。

このように見れば、消費社会（より正確には情報消費社会）に特有の問題を無視できないこ

とはいうまでもないが、それとともに、近代学校成立当初から孕まれていた問題にも目を向

けることが必要になるであろう。筆者は、本稿で、後者の問題を、学級に焦点を当てて検討

してみたいのである。

この点について検討するための一つの方法は、たとえば学級に関する古典的研究に立ち戻

ってみることである。筆者がここで取り上げるのは、古典的社会学者の一人エミール・デュ

ルケームの学級社会学である。彼の『道徳教育論jは、ある意味では、近代学校における

｢学級」のあり方を提起した問題の言であったともいえよう。そこに描かれた「学級」をと

らえなおすことを通じて、デュルケームから新たな示唆を得ることができるのではないか、

というのが筆者の主張である。

本槁の目的は、従来デュルケームの「学級」理論がどのように解釈されてきたかを検討し

たうえで、これまでほとんと考慮されなかった別の視点、とりわけ｢集合的沸騰(effervescence

(はらだあきら呉大学）
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collective)」論を導入することによって、彼の「学級社会学」の新しい可能性を探ることにあ

う

や、

||、先行研究の検討

1．学級と教師

デュルケームから示唆を受けて「学級」を考察した日本の最初の研究者は、おそらく新川'1

(1959)であろう。彼が挙げる「学級」の社会学的特質を筆者なりに要約すれば、次のように

なる。これらは、アメリカ社会学の用語（たとえば「形式的」「非形式的」「アグリケート」なと'）

に彩られてはいるが、その大部分は明らかにデュルケームが指摘したことでもある。ただし、

筆者自身は、かなりデュルケームの方に引き寄せて、この要約を行っている。

(1)自然な人格的接触を基礎としてできあがる家庭や自然発生的に形成される遊戯集団が

私的でパースナルな集団であるのに対し、学級は少なくともその形成の最初においては公

的でインパースナルなアグリケート（組織化されていない集合）である。

（2）学級（学校）は、子どもが生まれてはじめて体験するインパースナルな制度的・形式的

な集団であり、しかも、彼が成長した後に参加しなくてはならないより大きな公的・制度

的な社会（市民社会や職業集団）への前段階であり、準備段階である。

（3）学級は一定期間持続するが、その問、年間授業計画、一日の時間割や各種の規則等に

よって、子と§もはパンクチュアリティーや規則正しさを学び、市民社会へ参加するための

準備をする。

（4）子どもが学級で学ぶ規則や教科はインパースナルな性格を持っているが、それは市民

社会の道徳のインパースナルな特質と共通している。この点でも、学級（学校）は家庭と

市民社会を橋渡しする中間集団である。

（5）学級は、その当初においては、日本語でいう烏合の衆、社会学上の用語でいえばアグ

リゲートにすぎないが、その中に、徐々に成員相互の相互作用、すなわち連合から、個人

としての成員の単なる算術的総和以上の新しい集団が生まれる。この集団は自発的で非形

式的である。いわば形式的な学級の背後に、またはその基礎に、この集団が成立してはじ

めて、学級は集団の名に値するものになる。

（6）こうして学級の中には、2つの秩序ができあがる。一方は教師を頂点とする《上から

の》制度的秩序であり、他方は子どもを基盤とする《下からの》自然発生的秩序である。

(7)この自然発生的に形成される非形式的な集団を形式的・制度的な学級に調和させ、それ

を教育的なものにするのが、教師の重要な役割であるが、このための条件としては、次の

3つを挙げることができる。(a)教師自身が非形式的集団としての学級の一員となること、

また子どもの中にもそうした学級からの逸脱者、部外者、敵対者を出さないこと、学級内

での下位集団の対立葛藤を除去すること。(b)学級の集団ふんい気を自由で温かな民主的な

ものにすること（とくに相互のコミュニケーションが円滑に行われるようにすること)、(c)学級文

化、学級精神の確立（教師の役割の一つは自己の学級集団に独自な文化を援助し、これを教育的に

望ましいものへと方向づけることでなければならない)。
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以上7点のうち、最後の（7）については、そこで指摘されている教師の役割の具体的内

容を見ると、デュルケームが必ずしも言及していない事柄も含まれている。(c)、とくに「学

級精iIII」はデュルケームの考えそのものと言ってもよいが、(a)(b)はアメリカの社会心理学

(､ノシオメトリーやレヴィンのリーダーシップ倫なと､）に依拠している。しかし、上述のような

｢学級」のとらえ方がデュルケームのそれと些本的に一致するものであることは、間違いな

いところであろう。事実、(1)～(6)については、「学級集団の持つ以上のような特質を

考えるに当たって、最大の示唆を受けたのはデュルケームからであった｡」（新堀，前掲書、52

頁）と、新堀自身述べている。

この新堀の指摘を手がかりに、改めてデュルケームその人に戻って考えてみよう。まず、

デュルケームが「学級」をと§のようにとらえていたかについては、次の言葉に注IIする必要

があるように思われる。

「われわれは、学級がひとつの小社会であることを忘れてはならない｡」（デュルヶーム

1966,2巻30頁）

彼によれば、「いくつかの要素が結合すれば、その結果、個々の要素が単独に持っていた

性質とは全く異なる新たな特性を表わす（全体というものはその構成要素の単なる総計とは異なっ

たものである)｡｣(同書、1巻96-97頁）この命題を人間社会に適用すれば、次のようになる。「人

間は孤立して生きるのではなく、相共に生きるものであるから、諸個人の意識は互いに他に

作用を及ぼし合うものであって、このような相互作用の結果、孤立した意識においては決し

て生ずることのなかった観念や感情が現れるに至る｡」そして「人間集団はそれ自身、考え

たり、感じたり、生活したりする固有の様式を持つのであって、それはその成員が単独で考

えたり、感じたり、生活したりする様式とは異質のものなのである｡」（同書、1巻97頁）政治

的社会や市民社会についてこのように言えるとすれば、学級についても同じことが言える。

｢この（学級という）小社会の各成員はたったひとりでいるようには振る舞わない。そこには、

全体が各個に及ぼすある力が存在するのであって、このことには充分深い考盧が払われてし

かるべきである｡」（同書、2巻31頁）そして「各々 の学級はおのずから独自の特徴をそなえて

おり、固有の存在のし方、感じ方、考え方すなわち固有の気質というものを持っている」（同

書、2巻129頁）のである。しかも、デユルケームが「教師は、自分の意のままに学級を作り上

げることができる、などと思い込んではならない｡」（同書、2巻130頁）と述べていることから

すれば、ここで「学級」と言われているのは、先に紹介した新堀の言う「自然発生的に形成

される非形式的な集団」にほかならない。したがって、先の（7）の(c)で指摘された教師の

役割がきわめて重要になる。

ところで、新堀は引用していないが、政治的社会と学級を対比するデュルケームの次の言

葉に注目する必要があるように思われる。

「政治家が、民意の賛同を得て、はじめてよく民衆を治めることができるのと同様に、

教師は、学級の信頼をかちうることによって、はじめてよく学級を治めることができるの
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であるc」（同書2巻40頁）

ここでいう「学級」が上述の「自然発生的に形成される非形式的集団」だとすれば、その

｢学級」（つまり子と･もたちの集団）を治める教師が民衆を治める政治家にたとえられているの

は、きわめて興味深い。デュルケームによれば、統治はつねに少数者によって行われるので

あって、民主政も例外ではない。民主政の特質は、一般大衆の旺反省な思惟に対置される政

府の明蜥な意識をより一層拡大し、政府の意識と一般大衆の意識との間のより緊密なコミュ

ニケーションを成り立たせるところにある（デュルケーム1971,126a)、「公的な問題の処理

において、討論、反省的思考、批判的精神がもっとも顕著な役割を演じていればいるほと・、

国民はそれだけ民主的となる。反対に、鉦意識、意識きれていない習慣、あいまいな感情、

要するに検討に付されることのない偏見がそこで優位を占めていればいるほど、国民は非民

主的である｡」（同書127頁）このような政治家一民衆の関係は、彼の場合かなり理念的なも

のと言わねばならないが（そしてこの考え方の是非についての判断はここでは差し控えるが)、それ

を教師一子と§も関係に適用しようとする彼の考え方は、非常に面FIい。ここで注意すべきな

のは、民衆を治める政治家が民衆の一員ではないように、「学級」を治める教師も「学級」

の一員ではないということである。この点からすれば、先の（7）で新堀が指摘した(a)「教

師自身が非形式的集団としての学級の一員となること」という教師の役割は、アメリカ社会

心理学に依拠するリーダーシップ論とは相容れるかもしれないが、デュルケームの考えとは

相反するのではなかろうか。

しかし、新堀が指摘した(c)「学級精神の確立」は、まさにデュルケームの考えそのもので

ある。「学級精神」とは、新堀が指摘するように、「非形式的な秩序を形式的な秩序に調和さ

せ、それを教育的なものたらしめる」（新堀、前掲書59頁）ことによって生み出される望まし

い共通の観念や感情である。この場合、教師は、「自然発生的に形成される非形式的な集団｣、

デユルケーム自身の言葉を使用すれば「(その学級に）独自の自発的な(spontannee)集合生活」

(デュルケーム、1966,2巻130頁）を無視することはできないのである。彼は言う。「この集合生

活はひとりでに生ずるものであり、結ばれた子とﾐもたち同士での、観念や感情の交換からも

たらされるものである。すなわち、学級の集合生活はまったく偶然的に形成されるのであっ

て、それは正しい観念や望ましい習慣を共有することによって生じうると同時に、また、悪

しき感情を共にすることによってももたらされるものである。それゆえ、このような学級の

集合生活を正常な方法で導いていくことこそ、まさに教師の仕事である｡」（同書、130頁）さ

らに彼は言う。「教師は、自分の意のままに学級を作り上げることができるなと§と思い込ん

ではならない。教師が学級の精神を作り上げることができないのは、一国の王が国民の精神

を作り上げることができないのと同じである｡」（同書、130頁）しかし、彼は、教師の役割を

｢学級の一員になること」に求めているわけではない。教師が「一国の王」であることに変

わりはない。なぜなら、望ましい観念や感情と悪しき観念や感情を識別するのは、あくまで

｢一国の王」たる教師の役割だからである。この点で興味深いのは、フランスのデュルケー

ム研究者フイユーの次の指摘である。
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「デュルケーム的な教師は、《共通の観念と感情を自由に作り上げること》を求めなが

らも、彼の意図に合った観念や感情の発展しか正当なものと認めない。集合心理学の知識

は、教師が危険な言葉を非難し、教師の権威の機能を守ることのできる戦略を作り上げる

ことに寄与する｡」(FillOllx,1978,p.95)

このフイユーの批判はともかくとして、デュルケームにとっては、学級社会学（彼自身は

｢集合'L理学」と呼んだ）は、「学級の集合生活を正常な(normal)方法で導いていく」戦略を立

てるために'lz要なものなのである。何がノーマルであるかは、「一国の王」たる教師が判断

することであるが、デュルケームはその判断のための手段として役立つ学級社会学の発展に

期待したのである。

「学級はひとつの小社会である､､」という命題に、もう一度戻って考えたい。すでに見たよ

うに、新堀は学級が当初は「烏合の衆」であることを指摘していた．ところで、デュルケー

ムは、それ自身ひとつの社会にほかならぬ群集と「恒久的にして組織化された群集にほかな

らぬ社会」（デュルケーム1966,1巻97頁）とを区別するが、後者は非常に面白い表現である。

つまり、この点からすれば、学級という小社会は、それが「烏合の衆」にとどまらないため

には、組織化される必要がある。こうした組織化を行うのが、「一国の王」たる教師の役割

にほかならず、また学校精神を共有する各教師の協同による学級の組織化を援助するのが、

校長の務めなのである。そして「規律を欠く学級はまきに群集と変わるところがない｡」（同

書1巻31頁）というデュルケームの言葉からすれば、規律の確立は学級の組織化の一つの側

面であるが、同時に、学級の組織化のもう一つの側面として、彼が望ましい観念や感情の共

有、すなわち学級精神の確立を強調していることを忘れてはならない。この2つの側面で組

織化が行われないかぎり、学級は「烏合の衆」にとどまるのである。したがって、このよう

な意味での組織化の失敗としての「学級崩壊」は、近代学校の成立当初から起こりうるもの

だったと言うべきであろう。

2．学級とアノミー

亀山(1988)は、デュルケームの理論に依拠して、学級（学校）のアノミー化が暴力（教

師一生徒間および生徒相互間）を生み出す仕組みと根拠を考察した。もちろん、デュルケーム

が「道徳教育論」の中で直接取り上げたのは体罰（教師が生徒に対して行使する暴力）であるが、

彼が次のように述べていることからすれば、彼の理論に依拠して学級（学校）におけるあら

ゆる暴力を対象とする考察を行うことも、不可能ではないと思われる。

「周知のごとく、群集はいともたやすく殺人を犯す。それは群集がひとつの社会、それも

不安定で混沌としており、整然と組織化された規律を欠く社会だからだ。それがひとつの社

会であるがゆえに、群集が展開する熱狂的力はとりわけ強力である。それゆえ、おのずから

たちまちにして極端へと走っていく。これを正常な限界内にとどめ、その爆発を未然に防ぐ

には、精力的にしてかつ多岐にわたる法的規制が必要である。だが、明らかに群集や雑踏の

中には、制度化された規則や規制機関は何ら存在しない。かくして、解き放たれた力はまっ

たくほしいままに荒れ狂う。やがてそれはあらゆる限界を勝手に押しのけ、もはや何の節度
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もわきまえず、喧喚と破壊と、そしてほとんど必ずや不道徳の制となって押し流されていく。

ところで、規律を欠く学級はまさに群菜と変わるところがない。ある一定数の子どもたちが

ひとつの学級内に結合するために、どの個人の活動の上にも、共同生活に因をなす一種の共

通刺激が与えられる。そして一切がI[し<進み、学級の生活が軌道に乗るとき、この共通刺

激は各自が別個に勉強するよI)もはるかにまさる熱意と活気によって端的に表現される。だ

が、教師がなくてはならぬ権威を獲得できなかったりすれば、この活発な活動はたちまち乱

れて病的喧喋と化し、紛れもない道徳の解体がそこに生ずるc」（デユルケーム1966,2巻31頁）

このように長い文章を引用したのは、これから亀山のデユルケーム解釈を見ていくうえで

重要と考えられるからである。ここでは、これまで検討したことを踏まえたうえで、あらか

じめ次の3点を、この引用文の要をなすものとして挙げておこう<、

(1)群集もひとつの社会であるが、それは「組織化された群集にほかならぬ社会」から区

別される。同様に、「規律を欠く学級（＝群集)」もひとつの社会であるが、それは「規律

正しい学級」（同書33頁）から区別される。

（2）群集もひとつの社会であるから、個々の成員の算術的総和以上のものを生み出すが、

その熱狂的力はあまりにも強く、正常な限界内にとどまることができず、解き放たれた力

はほしいままに荒れ狂い、喧喋と破壊を招く。

（3）学級もまた、ひとつの小社会であるから、個々の子と､もの算術的総和以上の力が共通

刺激として個々の子と・もの活動の上に及び、熱気と活気が生まれるが、しかし、教師がな

くてはならぬ権威を獲得できなかったりすれば、この熱気と活気は、群集の場合と同様に、

正常な限界を超えて荒れ狂い、病的喧喋と化す。

では、亀山はデユルケーム理論に対してどのような検討を加えているのだろうか。彼は、

デュルケームの体罰に関する洞察を再検討し、そこでは「近代学校制度における暴力の生起」

という問題が主題化されており、そこから「(近代）学校が暴力を必然的に隠しもつ」（亀山、

前掲書59頁）という命題が引き出される、と考えた（この場合、暴力には、体罰だけでなく、対

教師暴力や生徒相互間の暴力も含まれる)。そして「道徳教育論」の中の記述をもとに、「学級の

アノミー化が成員間の暴力を解発する」（同書60頁）という命題を見出した。ここでいう

｢学級のアノミー化」は、もちろん、デュルケーム自身の言葉ではない。それは、学級の規

律の弛緩（教師の体現する権威の低落を伴う）という事態に対して亀山が名づけたものである。

実は、亀山は、なぜアノミーが暴力を生起させるかについては、デュルケームの中に答え

が見出せないと考え、ジラールの理論を援用しようとするのであるが、ここでは、デュルケ

ーム理論に踏みとと．まって、もう少し考えておきたい。

まず、「学級のアノミー化」とは何かということであるが、上記の（3）は一応それに答

えていると言ってよいであろう。ただし、ここで問題にする必要があるのは、「教師がなく

てはならぬ権威を獲得できなかったりすれば」(silemartren'apassuacquerirl'autontenecessaire)

という言葉であろう。デユルケームの場合、権威の特徴的属性は「尊敬の念を起こさせるこ

と」（原田1991,45頁）にあるが、この力は現実的なものでも想像上のものでもありうる。彼

自身が挙げている例で言えば、魔法使いは、それを信じる者にとっては、ひとつの権威であ

る。ガリレオは、科学を信じない人々に対しては、いかなる力も及ぼすことができなかった。
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ガリレオの科学的才能に権威が付与されるためには、世論が科学の道徳的価値を認めること

が必要だった。つまIﾉ、椛威とは、「IH論に関わる事柄」であり、世論とは「集合的感情」

にほかならない（デュルケーム、前掲書、1巻125-126頁)。教師は、学級の中では「一国の王」に

はちがいないが、学校が肚諭の支持を得ることによってはじめて、「社会の代弁者」（原田、

前掲書、186頁)、よし)正確には「t会理想の代弁者」としての椎威を体現するのである。この

点を抜きにすると、教師の椛威の低~ドがパースナリテイ・レベルの問題（それも無視できない

が）に還元される恐れがある．

もうひとつ指摘しておくべきことがある。それは、教師の権威というよりも、規則の権威

の問題である。この点で、次の言葉が注目される。

「ややもすれば子と・もは、規則の観念そのものを教師個人に閏する観念に直接的にむす

びつけ、学校規則を特定教師の意志の表出としてあまりにも具体的なかたちでとらえてし

まうのである。（略）教師は、規則を彼個人がなせる業としてではなく、教師がじつはその

制作者にはあらずして代行肯にすぎぬところの、超越的道徳力として示すことに努めねば

ならない。規則は子と§もたちと|司様に教師の上にも課せられること、教師は規則に勝手に

手心を加えたり変えたりできないこと、教師は規則の実施を義務づけられていること、そ

して子どもたちと同様に教師もまた規則の支配を受け、これに従っているということを、

教師は子どもたちに正しく理解させねばならない。わが国のごとき民主主義社会において

公衆の意識の根底に存在しまた存在せねばならない感情、すなわち支配力をその非個人性

から得ているところの非個人的法を敬い、これに則ることを尊ぶ感情を子どもの内部に喚

起するということは、このような条件のもとではじめてよくなしうることなのである。」

(デュルケーム、前掲書、2巻37頁）

ここに見られる民主主義社会における「法の非個人的権威」（同書、37頁）という観念は、

家庭から市民社会への橋渡しという学校の役割を考慮すれば、デュルケームにとって、きわ

めて重要なものだった。この点からすれば、教師の権威の低下をもって短絡的に「学級のア

ノミー化」と呼ぶだけでは充分でなく、インパースナルな性格を持つ規則の権威の低下に目

を向ける必要がある。「規則には何か尊ぶべきものがある」（同書、39頁）という感覚が、学級

成員から失われるとき、彼らの情念はその方向を見失って荒れ狂い、そこから暴力も生起す

る、というのが、デュルケームの考えだった、と見た方がよい。さらに言えば、彼は、幼少

期の子どもに「事物には正常な秩序があるものだ」（同書、18頁）という意識があることを重

視し、またこのような意識や感覚が、学校の教科（自然科学や歴史など）の持つインパースナ

ルな性格とも相通ずるものであることにも目を向けた（原田2000,168-170頁)。こうして見る

と、規則の権威の低下というだけでなく、もっと根底のところで、ある種の秩序感覚（それ

はインパースナルな存在に対する意識に支えられる）が学級成員から失われた状態を、彼は想定し

ていたように思われる。もちろん、デュルケーム自身指摘しているように、「規則は、その

代弁者たる教師の手を借りて、自己を主張する」のであって、「子どもが規則を信じるとす

れば、明らかにそれは、子どもが教師を信じているからである｡」（デュルケーム、前掲書48
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頁）なお、彼は規則のトリヴィアリズムを否定していたことを付記しておきたい。

さて、ここでもう一度亀山に戻ろう。彼がジラールに依拠して論じている箇所は省略し、

｢なぜ学級はアノミー化せざるをえないか」について、その問題の解き口をデュルケームに

求めている点に着目してみたい。亀山が目を向けるのは、「社会分業論」で展開され、「諸個

人の人格を聖なるものlesacreとして崇拝する一種の宗教」（亀ll1、前掲書66頁）と考えられ

た、あの「個人主義」の原理である。彼は、この「個人王裳」が孕むパラドクス（それは『道

徳教育論』では規律と自律との矛盾として現れる）について論じているが、要するに、個人主義

にもとづく社会は、「常に当該社会の内部に部分的な雌秩序（アノミー）を含み込んだシステ

ム」であり、同様に、個人主義原理にもとづく近代の学校制度は、「そのシステム内部に反

抗＝アノミーを生じさせずにはいない仕組み」（同書6S頁）を有している、と結論する。亀山

はさらに次のように述べている。

「個人的な意味において、教師の側に権威＝指導性が薄弱であるからではなく、規律と

自律とをめぐる語用論上のパラドクスが、規律の道徳的権威の正当性を疑問視させ、その

結果として、学級をアノミー状況に陥れずにはいない｡」（同書、68頁）

「学級のアノミー化は、個々の教師の権威の低下からではなく、規律の道徳的権威の正当性

が疑問視されることによって生起する｡」という命題が明確に示されていることに注目した

い。しかし、筆者は、学校の規律の道徳的権威の正当性を疑問視する者がいるとすれば、そ

れは子どもであるよりも、むしろデュルケームのいう「世論」という名の集合的感情である、

と考える。この世論による学校の正当性の疑問視が、子と§もに対する教師の権威の低下を生

むことになるのは、確かであろう。しかし、学校に対する子どもの反抗が、こうした学校の

正当性への疑問視から生まれるとは必ずしも言えない場合があるのではなかろうか。たとえ

ば、学級は当初は「烏合の衆」であるが、その中で子どもが示す反抗を考えてみればよい。

子どもが勝手な方向へうごめいて教師に反抗する子どもが出てくるような状況は、学年のは

じめにはいくらでも見られる。逆に言えば、群集としての子と：も集団を組織化する教師（た

ち）の努力によって、規律の正当性が子どもたちに納得されるかたちで確立される学級もあ

りうるであろう。

それにしても、「学級のアノミー化」というネーミングのあいまいさを問題にしないわけ

にはいかない。亀山の「無秩序（アノミー)」や「反抗＝アノミー」といった表記にも、わか

りにくいところがある。Ⅲで触れるように、アノミーは、「集合的沸騰」のひとつの現れと

してとらえる必要がある。また亀山は「個人主義はアノミーを伴わざるをえない」という視

点に立っているが、筆者は、「個人主義はエゴイスムを伴わざるをえない」という視点の方

がデュルケームに近いと考える。集合意識としての個人崇拝は、「道徳的個人主義」を組織

化する方向を示しながらも、産業社会の中に自己利益の追求としてのエゴイスムを派生せざ

るをえない。デュルケームにとっては、成員を引きつける力を失った学級の中で成員が孤立

した状態、すなわち「学級のエゴイスム化」こそが問題だった。彼が学級の中にエゴイスム

克服の方向を見出すことに力を注いだことは、「道徳教育論」を読めば明らかであろう。
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|||・「集合的沸騰」論からみた学級

1．群集としての学級

デュルケームの「道徳教育論』には、群集について次のような記述が見出される．

「周知のごとく、群集や会衆の中に身を置くと、われわれの情緒や情熱は衝動的に燃え

上がるのであって、それは、同じ事件が、集団全体にではなく、ひとI)ひとりに別個に作

用した場合に、各個人が体験するであろう情緒や情熱の動きとは、性々にして全く異なっ

たものである。全体の中においては、事態は全く異なった様相を呈し、人々はもっと違っ

たしかたでこれを感じとるのである｡」（デュルケーム、1966，1巻97頁）

この記述は、すでに見たように、「群集はひとつの社会である」ことを示しているが、同

時に、「情緒や情熱が衝動的に燃え上がる」という群集のもうひとつの特徴を指摘するもの

となっている。Ⅱの2で引用した長い文章の中には、「群集が展開する熱狂的力はとりわけ

強力だ｡」（同書、2巻31頁）という記述も見られた。そこには、群集が持つ生命力の沸き立つ

ような状態が表現されている。

実は、デュルケームには､、社会を生命性においてとらえるという基本的な考え方がある

(中久郎1979,18頁）が、この生命性は、燃え上がるもの、沸き立つものとして現れる。彼に

は、社会的事実は生の結晶化の度合いを示す諸段階から成るというとらえ方があるが、この

とらえ方をフイユー(1994,p.17)に依拠して見てみよう。彼は集合意識の<凝固化＞または

く結晶化〉の程度を示す枠組みを次のように整理した。

(1)いわゆる集合表象（社会的価値、集合的理想、神話、宗教的信仰、イデオロギー)。一方には

より固定したもの、他方にはより〈沸騰〉しているものがある。

（2）形式的．非形式的制度（慣習的モデル、道徳規則、法規、政治・経済の諸形態、職業役割の規

定など)。

（3）物的基盤またはく基体〉（容量、人口の密度と分布、交通通信手段、建物、技術的手段)。

デュルケームは、このようなとらえ方を学校システムにも適用している。

「それがいかなるものであれ、学校システムは2種類の要素から形づくられている。一

方には、確定的で固定した手順、確立された方法の総体、一言でいえば、制度の総体があ

る。（略）しかし、同時に、このようにして構成された機構の内部には、この機構を加工し、

その変化を促す諸観念が存在している｡」（デュルケーム、1976,154頁）

「固定した堅固なこの生命の下には、深く隠されているが、決して無視することのでき

ないひとつの動いている生命がある。持続する過去の下には、形成され存在しようとする

新しいものがつねにあるのである｡」（同書155頁）

以上をもとにデュルケームの学校のとらえ方を要約すれば、次のように言うことができる
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であろう。制度としての学校は、その内部に「教授(enscig''emcnt)の組織」と「道徳的規律

(disciplinemorale)の組織」を含んでいるが、それが社会制度のひとつである以上、全体と

しての社会構造に規定される。しかし、その規定は包括的なものではない。学校社会は仲､I

的自律性を保持している。こうした組織の中での教育活動は、一定の法律、規則、手続き、

慣習などに則って行われるが、それを叉えているのが、比較的固定した観念（価値、理想、イ

デオロギー）である。しかし、学校システムが時代の観念や欲求ともはや調和しなくなった危

機的な時期には、〈沸騰〉しつつある（生成しつつある）観念（新しい価値．理想）が古い機構

となった制度を活性化し、変化を促すことが必要になる。制度に生気を吹き込む観念が生成

されないならば、教育活動は機械的で不変の自動作用に堕するほかないの-である。

このように見てくると、いわゆる「集合的沸騰」論が、宗教社会学のなかの問題にとどま

らず、学校のありようをとらえるうえでｲ}効な概念として浮かび上がってくるのではなかろ

うか。

ところで、「道徳教育論』の中には、次のような記述が見出される。

「自分が（規律によって）抑制されていることをもはや自覚できないとき、子と:もはと§ん

な制限にも耐えられない一種の動揺状態(effervescence)に陥り、その影響は校門外の行動

にまで及ぶ。すでにこれによく似た事実は、家庭教育に縛りがない家族の中に見ることが

できる。だが、規律の欠如に由来するこの不健全な心の動揺(effervescencemalsaine)は、学

校においてはるかに重大な道徳的危機を醸成する。なぜなら、この動揺(effervescence)は

集合的なものだからだ｡(略）集合的行為は、諸個人の力をかき立て強めるが、まさにそれ

ゆえに、ますます大きなエネルギーをもって望ましからぬ方向に彼らを導くのである｡」

(デユルケーム、1966,30-31頁）

この文章の中では、「群集としての学級」の集合的行為が持つ生命性（諸個人の力をかき立て

強める）が指摘されているが、それとともに注目されるのは、efferevescenceという言葉であ

る。ここで「動揺」と訳されているcffervescenceは「興奮」とか「沸騰」とも訳すことがで

きるので、effervescencemalsaineは「不健全な沸騰状態」と訳してもよいだろう。ところが、

｢教育と社会学jの中にはeffervescenceのもうひとつの用法が見出される。

「学級の内部においては、感染、集合的な道徳性の低下、相互的な異常興奮、健康な

(有益な）沸騰状態(effervescencesalutairc)などの現象が発生し、こうした現象をよく識別し

て、あるものに対してはこれを予防もしくは阻止し、あるものに対してはこれを利用しな

ければならない｡」（デュルケーム1976,112頁）

これらの用法によれば、effervescenceには健康（有益）なものと不健康（有害）なものとが

あることになるが、もう一度、本節の最初に示した群集の問題に戻って考えてみよう。デュ

ルケームの場合、群集が表現する生命性は、社会の持つ生命性としてとらえられていた。た

だし、群集が示すこの生命性は一定の方向性を持たないため、群集の熱狂的力はまったくほ
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しいままに荒れ狂う。!i!島(1997,74頁）は、「デユルケームにおいては、生命性は必ずしも

共|司性とイクオールではない｡」と指摘し、集合的沸騰を生命性に共同性が伴うものととら

え、生命性に共|司性が伴わない場合にアノミーが生まれる、と解釈した。この解釈に従えば、

なぜデュルケームが「鮮集としての学級」を問題にしたのか、という問いに対しては、一応

の答えが出せるように思われる。

デュルケームにとっては、学級の中に共同性をいかに雌I上するかということが課題だった

のである。この点からすれば、学級集団の持つ生命性に・定の方向性を与えることによって、

学級の共同性を確保しなければならない、という彼の'ﾉﾐ跣的意図に注目する必要があろう。

2．「集合的沸騰」概念の学級への適用可能性

デュルケームは、「群集としての学級」を全面否定したのではなく、むしろ学級集団が持

つ生命性に着目していたのではないか。筆者はこのような解釈を引き出した。しかし、学級

のレベルだけでは、まだ充分に明らかにできないことが残されているように思われる。そこ

で、全体社会のレベル（マクロ・レベル）における集合的沸騰とアノミーの問題をもう少し見

ておきたい。

デュルケームの「道徳的個人主義」については、筆者は彼が生きた時代の具体的文脈と切

り離さずに考察する必要があると考えている。この点で埼llすべきなのは、ドレフュス事件

であろう。彼がこの事件について、「これらの事件から生じた道徳的興奮は消滅していない

し、私はそれが消滅しないにちがいないと思っている一人である｡」（デュルケーム1988,222頁）

と述べたことはよく知られている。この道徳的興奮が、仕会の生命性を強烈にする（活性化

する）集合的沸騰によって引き起こされたものであることは、言うまでもあるまい（ティリア

キアン(1986,105頁）は、デュルケームが1898-9年のドレフュス事件の大騒動のとき、集合的沸騰の時

期に立ち会った、と指摘している)。この事件の際に公にされた有名な論文「個人主義と知識人」

の中で、彼はエゴイスムから区別される個人主義を主張し、「それはカントやルソーの個人

主義であり、唯心論者のそれであり、人権宣言が多少ともうまく定式化しようとしたそれで

あり、フランスの学校で日常普通に教えられ、我々の道徳的信条箇条の基礎となっているそ

れである｡」（同書、208頁）と指摘し、この個人主義を守らなければ国家をも維持できないと

いう立場からドレフュスの人権を擁護した。

この事件が示した急激な盛り上がりは、やがて冷めていくが、デュルケームがこの道徳的

興奮は消滅しないと信じていたことは注目される。このことは、彼が「1789年の諸原理と社

会学」の中で、フランス革命によって現れ「このl世紀来人々に働きかけている新しくて無

意識的な熱望」（同書175頁）に目を向けたことと無関係ではないだろう。彼は、「何よりも

重要なことは、それは、我々の集合生活の表面を支配している道徳的寒気の下に我々の諸社

会がそれ自体の内部に宿している諸熱源を感じることです｡」（同書、249頁）と述べているが、

テイリアキアン（前掲書、249頁）も指摘するように、「デユルケームは社会の実在の深層（そ

の内奥の中枢）を情動の火床とみなしている」のである。「道徳的個人主義jを社会的連帯原

理（宮島1977,252頁）と考えるデユルケームは、それが集合意識として社会の深層の火床に

潜在していて、フランス革命（デュルケーム1975、下、343頁）やドレフユス事件などを通して
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沸騰したことに注目したのである。

他方、デュルケームは、近代社会が引き起こす沸騰状態には、もうひとつの側面があるこ

とに目を向けていた。彼は、『自殺論」(1985,315-316頁）の中で、「近代の商工業の世界を支

配している沸騰状態(effervesccnce)、またそこから他の部分に波及していった沸騰状態」をア

ノミーとして把握しようとした。

ここで、学級の問題に戻ろう。すでに見たように、デュルケームは、学級の中に起こる沸

騰状態に、健康なものと不健康なものがあると考えた．しかし、両者を識別する基準は必ず

しも明らかではない（それは、彼の「ノーマル」という基準のあいまいさと蛭関係ではあるまい)．

また、こうした基準のあいまいさを否定できない以上、フィユーのように、デュルケーム的

な教師は自分の意図通りに生徒を動かそうとしている、と指摘する研究者も出てこざるをえ

ないのであろう（原田1991,120-121頁)。教師自身が「道徳的個人主義」をどう自覚すべきか

については、デュルケームは明確には語っていないように思われる。「道徳教育論」の中で

は、「われわれの道徳の基本原理の一つ－むしろ唯一無二の基本原理とさえ言えるかもしれ

ないーは、人間の人格は、この上なく神聖なものだとするものである。」（デュルケーム1966,

1巻144頁）と抽象的に述べられているだけである。

上に見た近代社会（マクロ．レベル）における2種類の沸騰状態を、学級というミクロ．レ

ベルにおける2種類の沸騰状態につなぐゞことができるのだろうか，とし)わけ、集合意識とし

ての「道徳的個人主義」の表出である集合的沸騰状態と学級における健康な沸騰状態とは、

どのように結びつくのだろうか。この問題は、今後さらに検証していくべき仮説と考えるほ

かない。だが、筆者は、学級集団をその生命性の発現においてとらえようとするデュルケー

ムから得ることのできる示唆（現代にひきつけて言えば、社会における人権思想と学級の健康とを

と・う結びつけるかという課題への示唆）には大きいものがある、と推測している。

なお、デュルケームの場合、学級のあり方と近代国民国家との関係を問題にしなければな

らないが、この点については、槁を改めたい（原田2000参照)。
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