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鈴木榮太郎 

「社会学の研究分野などについて病床雑筆（第 1部）」 

 

  山 崎 仁 朗  

 

（2016年 6月 30日受理） 

 

An Introduction to SUZUKI Eitaro’s “Essay on Sociological Studies, 

Part 1” 

 

  YAMAZAKI Kimiaki 

 

解 題  

 

以下に紹介するのは，鈴木榮太郎（1894-1966）が北大病院に入院中の 1950（昭和

25）年に執筆したと思われる，「社会学の研究分野などについて病床雑筆」と題された

原稿の「第 1 部」の全文である。この「病床雑筆」は 2 部構成で，鈴木が農村社会学

を専攻し，『日本農村社会学原理』（1940）を執筆するにいたった経緯や，そこに込め

られた思いなどが綴られた「第 2 部」については，すでに紹介した（山崎 2015a）。ま

た，この「病床雑筆」を含む鈴木の遺稿等を筆者が整理することになった経緯につい

ても，すでに述べた（同）。 

鈴木は，1947（昭和 22）年 10 月に北海道帝国大学の教授になり，着任早々，「社会

学概論」1)を講じたが，翌年には，体調を崩して入院を余儀なくされた。「わたしは，

これからまだ何年生きるか，もうすぐかも知れない」（同: 45）と，死をも予感するな

かで書かれたこの「病床雑筆」は，同僚の社会学者や学生たちに向けて，これからの

社会学のあり方を，みずからの体験をまじえて伝えようとしたものであろう。 

この「第 1 部」の要旨は，おおよそつぎのようにまとめることができる。 

いままでの社会学は，社会学論や社会学史に終始してきたきらいがある。しかし，

これらの研究によって社会学の研究領域がほぼ確立したいま，社会学は，「本論」とし

ての実証研究に取り組むべきである。ただし，その実証研究は，理論と無関係であっ

てはならず，どんな実証研究も，理論の発展に貢献するものでなければならない。他

方，理論もまた，社会の現実態の上に構築されるべきである。帰納的な実証研究をつ
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うじて，理論を含めた社会学研究を発展させていく必要がある。 

ここで言われていることはとくに目新しいことではなく，常識的ですらあるが，こ

の主張から，鈴木の学問のスタイルを，あらためて知ることができる。 

第 1 に，なによりも実証研究を重視した鈴木ではあるが，彼によれば，「どんな実態

調査も，なんらかの意味で社会学上の理論の発展に貢献するものでなければならぬ」。

さらに，「社会学的理論の発展に無関係な調査研究は社会学的というに値しない」とま

で，鈴木は述べている。つまり，実証指向と理論指向という「方向のあい反する 2 つ

の指向のあいだでいつも微妙なバランスをとろうとしたこと」（富永 1989: 7）こそが，

鈴木の学問的な方法論の第 1 の特徴である。したがって，同じく村落の実証研究に取

り組んだ有賀喜左衛門が，1 つの村の個性記述を目指したのにたいして，理論指向を

も強くもつ鈴木の問題関心は，「事例をつうじて日本の村の平均型が得られること」

（同: 5）にあった（山崎 2015a: 42）。富永健一が指摘するように，「鈴木の諸著作中に

有賀の石神村調査……のようなモノグラフがないのは，両者の方法論的なちがいを明

確に物語っている」（富永 1989: 5）。 

もっとも，鈴木は，「農村社会調査から彼の研究歴を出発させた」（同: 4）のではな

く，初期の問題関心は国家論にあった。このことが示すように，彼は，もともと理論

指向のほうが，むしろ強かった。第 2 に，この点を確認しておきたい。鈴木自身，農

村社会調査を始めた経緯について，つぎのように述懐している。 

 

社会学方法論にかんする自分の見解がひととおり確立したというわけではない

のであるが，その方面の研究のための文献が岐阜ではあまり読めないという事情

もあったので，ひとつ現実の社会事実をまがりなりにも社会学的に処理しようと

いう希望が，いつとはなしに起ってきた。（山崎 2015a: 39-40） 

 

したがって，鈴木が，晩年になってから，「しだいに一般化への指向を強めていき，

最後に……一般理論家に近づいた」（富永 1989: 19）という見方は，必ずしも正鵠を得

ていない。たしかに，晩年に国民社会や国家の研究に（再び）取り組んだことで，よ

り視野が拡大したとは言える。だが，このことを，一般化指向の強まりと理解するの

は，やや筋違いである。国民社会や国家の研究に（再び）取り組み始めるなかで，そ

れまでの生態学的手法の限界を自覚した鈴木は，晩年になってもなお方法論的な転回

を遂げて，自然村についての理解を改めるまでになり（山崎 2015b），その結果として，

聚落社会の一般論にまで到達したとみるべきだろう（山崎 2012）。 

第 3 に，上の 2 点とも関連するが，鈴木は「社会の現実態の上に理論が構築される」

べきという考え方を，農村や都市，さらには国民社会の実証的な研究をつうじて一貫
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して堅持したのであって，後年になって「中範囲理論から一般理論への道」（富永 1989: 

3）を辿ったわけではない。事実，鈴木は，上述の「（実証的）社会学概論」に，その

後，手を加えることはなかった。すでに述べたように，鈴木が当初から理論指向をも

っていたことはたしかだが，彼は，必ずしも「普遍化的近代化論の図式」（同: 6）に依

拠していたわけではない 2)。彼のなかに「一般理論家としての側面」（同: 1）をみるこ

とは正当だとしても，その「理論」は，つねに「社会の現実態」の実証分析に裏づけ

られていたとみるべきだろう。 

なお，本稿を掲載するに際しては，原文の旧かなづかいを新かなづかいに，旧漢字

を常用漢字に改めた。副詞，接続詞，抽象名詞などは，原則としてひらがなに改めた。

表現上の明らかな誤りや誤字・脱字は，適宜，修正した。読みやすさを考え，意味の

区切りで，読点を追加挿入した。また，判読不能な文字は●と表記した。 

 

［注］ 

1) この「社会学概論」の講義録は，『日本都市社会学会年報』7（1989）に掲載さ

れている。これは，受講者の 1 人である斎藤兵市氏のノートを転載したものだが，

じつは，この講義録と一字一句ほとんど同じであるばかりか，さらに加筆された

文章をも含む鈴木の直筆原稿が，このほど見つかった（このことから，斎藤氏の

「ノート」は，「加筆」前の鈴木の原稿を清書したものではないかと推測される）。

それだけでなく，この「直筆原稿」をさらに書き足したと思われる，「実証的社会

学概論」と題された原稿も見つかった。この「直筆原稿」や「実証的社会学概論」

は，別の機会に紹介したい。 

2) したがって，自然村「が日本社会の近代化過程の中でしだいに解体していくと

う動態的な観点」（富永 1989: 10）を鈴木がもっていたという見方もまた，一面的

である。晩年の彼は，「行政村が自然村に転化する」という意味の「動態的な観点」

を，むしろ前面に出した（山崎 2012）。 
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社会学の研究分野などについて病床雑筆（第 1部） 

 

鈴木榮太郎 

 

社会学にはずいぶん広い研究の領域があるので，どんな性格の人にもどんな境遇の

人にも適するような研究方面があるように思う。性格や境遇にぴったりしない研究は

無駄ばかりが多く，成就することもおのずから少ないであろう。しかし，どんな方面

の研究が自分の性格や境遇にもっとも適しているかを探し求めることは，まったく容

易ではない。そんな念願を熱心に持ちながら，ついにそこに到達するに至らず，不満

の中に半生を空しく過ごす人も多いように思う。あまり歳若くして生涯の研究領域に

落ちつき，狭い学問に閉じこもってしまうことも，学問の大成を期する点からいえば

どうかとも思われるが，居心地の悪い研究領域をあれこれとうろつき回り，不満と焦

燥のなかに研究をつづけている人々に比すれば，少なくとも当人は幸福であり，無駄

のない研究が進んでいくであろう。社会学の全領域に見通しのきく相当に薀蓄の深い

先輩が親切に指導してくれるならば，後進らは比較的苦労なしに自分の生涯の研究領

域を定めることができるであろう。しかし，そんな先輩はいつの時代にもそんなにい

るものではないようである。 

自分にぴったりあった研究領域に到達せず，ゆえに何ひとつたいした研究もしなか

った人が，何かの機会によって自分にはなはだしく適切な領域に巡り合って，それか

らはひたむきに研究に専念し，つぎつぎに大きな業績をつんでいった人の例を，わた

しは，手近なわたしの友人らのなかにも何人か見出している。しかし，自分にぴった

り合った研究領域を探しあてることは，事実としてそんな容易なことではない。そん

なことはどんな学問の世界にもあることかもしれないが，社会学にはとくにそんなこ

とが多いのではないかと思われる。しかも，これまでの日本の社会学には，とくにそ

んな場合が多かったのではないかと思われる。社会の本質や社会学の対象について，

過去の社会学先学の理解をじゅうぶんに検討し，それらの点にかんし，彼らより一歩

進んだ自分の理論を展開することが，社会学のみな一様に課せられた課題であるかの

ごとく思われていたひところもあったようであるが，こんな時代には，社会学者はみ

なコントやジンメルと同格の偉い人ばかりでなければならなかった。社会哲学といわ

れている一類の研究は，今日までの社会学の発展に大きな貢献をなしたことは事実で

ある。しかし，その貢献は，主として社会学の研究領域についてだいたいの一致に導

いたことである。ゆえに，また，社会学的見地とか社会学的取り扱い方について，あ

る程度のクリテリオンを示したことである。しかし，社会にかんするさまざまの事実
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の闡明や，ゆえに，また，社会学の序論でなしに本論的部分の建設にたいしては，ほ

とんど見るべき貢献はない。もちろん，社会学をして社会学たらしむるのは，序説で

はなくして本論である。電気の本質はわからないでも，電気にかんする研究はつぎつ

ぎに進んでいる。何の因果か，社会学はいまだに開店披露の挨拶にこだわっている。

社会学論や社会学史研究者が，社会学界をリードしてきたことは，日本の社会学の発

展のためには不幸なことであった。 

けれども，異論はあるとしても，社会学の研究領域はだいたいこんな範域であると

いうことがある程度まで確立されるに至ったのは，それほど古いことではない。しか

し，それがだいたいに定まった以上は，もう社会学の内容をなす部分の建設的業績が

活発に始められてよいときがきている。ただし，わたしの知人のなかには学問論には

あまり顧慮しないで，つぎつぎに研究を進めていった人もある。ある対象にたいする

科学的研究が文化の発展のうえに有意であり，また，それが可能であれば，学問論に

よる科学の縄張りにはあまり神経質にならないがよいというのである。およそ科学の

発展は，文化発展の必要がそれを事実上決定していくのであって，学問論は科学の自

然の発展をあとから整理していくもので，学問論が創り出し，指導していった科学が

あろうはずもない。社会学の学問論はコント以来の困った癖である。 

わたしは，ずいぶん前から生活水準の問題に興味を持ち，少し手をつけはじめても

いたが，それが厳格に社会学の問題として少し距離があるので，やはり妙な学問論的

な潔癖から躊躇してきたが，いまはそうも思っていない。生活水準の研究は早く誰か

進めなければならぬ問題であることを，いまでは痛切に感じているからである。 

日本における社会学の大先輩のうちにはたぐいまれな碩学があり，不朽の業績を残

しているけれども，おそらくまだ新しい社会学そのものの落ちつく先に確信が得られ

なかったために，安心して後進を積極的に指導することもあまりなかったであろう。

そのために，彼らのあとにつぎつぎに出ていった多数の社会学出身者のうち，社会学

上の業績を残したものは，はなはだしく僅少であった。それは，一般に社会学の研究

に専心しえなかった事情もあったと思うが，社会学の研究対象や方法にかんして，一

致した意見があまりに乏しかったことに原因していたと思う。自然科学の方面では，

わずか 3，4 年の大学における学習によって，大学を出るとともにそれぞれ小さいなが

ら建設的な研究に従事している。研究領域や方法に疑問があまりないからである。社

会学やその他の精神科学の領域では，そう簡単にゆかぬことは事実である。しかし，

もし社会学の専攻者が，学生も老大家もみな，社会学概論の序文または緒論のごとき

ものの執筆のみに専念して，いつまでたっても本論を書く者がほとんどないようであ

れば，社会学は，いまだ独立した科学として存在するに値しないのかもしれぬ。執筆

の順序からいえば緒論は本論に先行しているが，構想の過程からいえば，本論が緒論
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に先行するであろう。生命の本質にかんする完全なる理解なしにでも生物の研究は事

実進められている。おそらく動植物にかんする各種の部分的な研究の最後に，生命の

本質も明らかにされるであろう。生物学者は，ある程度生命の本質にかんする理解が

あれば，個々の研究を進めることができる。社会学においても，社会の本質が闡明さ

れるのは，最初においてではなく，むしろ最後においてである。もちろん社会研究の

冒頭に社会の本質にかんするある程度の理解は必要であるが，その程度の理解のため

には，社会学における不世出の巨匠らの業績が有している。それらの巨匠らに伍して，

社会学者の誰も彼れもが，それを始めから考え直してかかるべき性質のことではある

まい。少なくとも，この明らかに未完成の難問題を社会研究の劈頭に解決することを

若い社会学者に暗示するかのごとき態度で指導するならば，社会学はつぎの世代に活

発な建設的研究は望みえないであろう。社会の本質は，社会的事実にかんする個々の

研究を重ねていくうちに漸次闡明していくものである。しかし，言う者があるであろ

う。社会の本質がわからないで，社会的事実は何によって知るかと。しかし，従来の

社会哲学は，専心して社会的事実が何であるかについてのだいたいの見地は与えてい

る。わたしらが社会哲学に学ぶところはただそれだけであるが，しかし，それは大き

な啓発である。 

社会哲学と呼ばれている研究領域は，主として主観的判定によって自己の心理的生

活経験を推論の根拠とするものであって，古い内省心理学の方法から一歩も出でず，

そこにははてしなき論争が繰り返されている。それも全然無駄であるとは考えられぬ

が，社会にかんする基礎的理論がことごとくかくのごとき方法によるべきものと考え

るのは大まちがいである。必要にしてじゅうぶんと思われる材料を集めうる場合もけ

っして少なくはない。 

日本の大学に社会学の講座がはじめてできて以来，社会学の出身者は今日までには

相当に多数になっているであろう。しかし，それらの人々のうち，学校を出てからも

社会学の研究に専心従事することができたものは，大学に残ったごく少数の人であっ

て，他は，いくぶん社会学の研究に関連ある仕事に従事した人も少しはあったであろ

うが，大部分はほとんど社会学に縁のない職務に従ったようである。かくのごとき事

情にあった日本の社会学は，大学に講座はあったけれども，日本の科学の発展にたい

して，または一般教養にたいしてみるべき寄与をなしてきたであろうか。わたしは，

それにたいして力強く肯定して答える勇気をもたない。 

わたしは，ある機会に，日本の司法制度に社会学的見解が多分に取り入れられてい

ることを聞いたが，その社会学的見解は，司法学者らが日本の社会学界からではなく

外国の社会学に学んだのだと知ってさびしく思ったことがある。社会学は文化の向上

にたしかに資しているであろう。しかし，従来の日本の社会学は，たいしてそうでは
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なかったようである。日本の社会学界は青枯病のような疾患にかかっていたような気

がする。指導的地位にあった人々のおおいに心すべきことであったと思う。 

最近，新しい学制とともに社会学の講座が各大学に急速に増加したので，日本の社

会学界はなんとなく活気づいてきたように感ぜられる。なんとしても慶賀の至りであ

る。この機運のなかに日本の社会学界はじゅうぶんに内省し，現在日本の社会，とく

に他の学界が日本の社会学者に現在期待しているのは何であるかを見定め，できるだ

けその期待に添うことが望ましいことであろう。 

多くの大学では，社会学の講義は，これからも社会学概論という題目のもとに講義

される場合がもっとも多いであろうが，それが適切であるか否かは問題であると思う。

従来，日本で公にされた社会学概論，またはそれに類するような書名のものは，一見，

入門者のための教科書ふうのものと思われるが，なかにはそうではなく，コント以来

の社会学の大家らの理論を簡単に紹介，批評してあるのみならず，新たに自己の新説

を提唱し，デュルケームやジンメルの向こうをはった大筆陣である場合がある。入門

者はこれをみて何と思うであろうか。また，かくのごとき入門書は，著者が異なると

ともに大いに異っているので，入門者は社会学の概説を把束しえない。社会学概論と

名のついた著書が右のようであるから，同じ名目の講義も同様の内容のものであろう。

十人十色というところであろう。それは社会学の貧困を意味するのではなく，社会学

の多彩を現わすともいえる。いわゆる社会学概論は入門者への啓蒙のためのものであ

るから，それだけで建設的な研究業績とはならない。つまり，社会学概論がいかに多

く現われても，学界はそれによって少しも前進したことにはならない。ただし，自己

の社会学体系の概要を示すために書かれた社会学概論もあるが，そんな場合には社会

学原論というべきものが先行しているはずである。しかし，一般に講義の題目に用い

られる社会学概論は，社会学の概要というぐらいの意味のようである。わたしは，社

会学概論の講義によっては，いわゆる社会学的見方，社会学的取り扱い方をひととお

り会得せしむるように配慮された内容が望ましいと思っている。そのために，社会に

かんする基礎理論や学説史は，右のような配慮に必要な限りにおいてのみ問題とした

い。 

日本では社会学史の優れたものが乏しい。実際的研究を毛嫌いする人が多い割合に

社会学史家もあまりいない。孫引き的紹介のみをする人は多いが，丹念に原典を味読

してほんものの学史を書く人はあまりいない。アダム‐スミスの同情説を 4，5 行のう

ちに紹介，批評した人は何人もあるが，さきごろ米林君が訳したあの膨大な『道徳情

操論』の大冊を原典で読破していた社会学者は何人あったであろうか。相当に精密な

優れた学史がないということは，日本社会学界のさびしさのひとつである。それは，

社会学に一生を捧げんとする若い学徒にたいしては，どんなによい指針となり，鼓舞
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となるかわからない。ある意味よりすれば，ひとつの科学はひとつの学史である。学

説史のほかに伝記をも加えた者は，とくに興味も深く，自己のもっとも愛敬する先輩

を学史中に見出し，よい刺激を受けることもありうるであろう。おそらくいずれの学

者も，彼が敬服し，愛慕する学史中の先輩を 1 人か 2 人はもっているであろう。かく

のごとき先輩をもつことをいさぎよしとしないような性格の人もあるであろうが，も

ちうる人は幸いである。神を信じ得る人が幸いであるのと同様である。しかし，かく

のごとき崇敬する先輩を年若くして見出す人もあり，おくれて見出す人もある。一時

的の場合もあり，一生の場合もある。よくできた学史は，かくのごとき先輩の発見に

よい機会を与えるであろう。わたしは青年時代に国木田独歩の作品に心酔したことが

ある。いろいろの意味で，それは幸いであったといまも思っている。 

社会学もコント以来 1 世紀を過ごしたので，相当多くの立派な学者も出ているし，

著書も現われている。それらの学者や著書のなかで，自分が若い時代にとくに敬愛し

たものは，おそらく一生その影響を残すであろう。それは偶然の理由によることもあ

るであろうが，しかし，やはり自分の性格や論理の型が，その学者にぴったりするも

のがあるからであろう。そんな敬仰に値する学史上の先輩を早く得て，その人の業績

を根こそぎ玩味することは，自分の論構を早く整備していくのにどんなにか役に立つ

であろう。そのためには相当に大冊の社会学史や個々の社会学者の紹介の本が，それ

も日本語で書かれた権威あるものがいろいろあれば，後進を利するところ大であるが，

従来，この方面の労作は案外乏しい。あっても，ほとんどみな，はなはだ簡単すぎる。

社会学の古典研究者はもっと現われてよさそうである。社会学上の古典的理論が，わ

ずか 5，6 行のうちに賛同されたり否定されたりすることは，よい学風ではあるまい。 

新刊書の批評や紹介も，日本ではあんまり安値に取り扱われているのでないかと思

う。紹介し批評するほどの人は，相当に薀蓄が深く，自己の理論体系が相当に整備し

ている人でなければならぬはずである。盲人蛇におちざるがごとき批評は，みずから

を誤まり，世を害すること少なくない。 

教養という点からいうと，1 つの専門の学問にとじこもることすら，何か歪められ

た人生をみるような気がする。心の窓はあらゆる方角に開かれて，どの種の学問にも，

どの種の芸術にも，どの種の宗教にも無関心でいたくはない。そして，できれば一生

教養の学徒として人生を玩味していきたいのは，文化人の誰もが抱懐する希望であろ

う。そんな希望からいうなら，間口も実行もあまりたいしたこともない社会学という

一科学の，さらにまたそのほんの一分野に従い，そこを一生の安住と定め，一生の業

をそこに見出していこうというには，よほどの覚悟がいるのは当然であろう。一生専

門の戸外をぶらぶらしている人の多いのも無理はないことである。とくに明朗な人ほ

ど然りで，わたしの友人のなかにもそんな人が何人かいる。わたし自身は，驢鈍のた
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めに比較的早く小さな分野に安住することができたが，それでもいまだに他の分野に

も憧がれをもち，この歳になりこんなに永く病床におりながらも，新しい領域の開拓

に心を躍らし，空しく焦燥することもある。まして，まだ年若く，各分野からの誘惑

の多かったころには，いかに鈍といえども，容易に落ちつくことができなかった。 

社会学にははなはだ多方面の研究があり，そのいずれに向かうかは自己の性格や環

境によるべきことはじつにそのとおりであるが，現在の日本の社会学においてとくに

その方面の開拓が望ましく思われる領域もある。戦争を契機として，日本人は稀有な

いろいろの経験をした。それは，人間の経験のおそらく限界を意味するものが多い。

人間生活のいろいろの意味が，この限界における人間の経験をみることによって明ら

かにしうる場合は多いであろう。社会にかんする限界的事実は，日本の社会学者に課

せられている研究課題である。少なくとも日本の社会学者は，この稀有の社会的事実

を正しく再現しておく義務がある。日本人の親子，夫婦，兄弟等のあいだの愛情によ

る結合の限界，日本人の同胞や異国人にたいする●虐性の限界，忠義の限界等々，今

度の戦争およびその後の時代にわたしらははじめて明白にみることができた。 

右は，戦争直後の今日の日本においてとくに提出されている問題であるが，もっと

卑近な問題で，日本の社会学者がみずから解決すべきはなはだ多数の問題がある。つ

まり，日本人がみずから経験している，またはしてきた社会事実にかんして，みずか

ら社会学的検討のメスを加えることである。この当然のことは，過去においてほとん

どなされていない。 

しかし，現実の社会事象を捉えて，これを社会学的に処理して，それを社会学上の

一研究として仕上げることは容易なことではない。社会学者がおこなった研究，必ず

しも社会学上の研究というに値しないものも多い。また，社会学以外の学者のおこな

った研究にして立派な社会学的研究がある。いわゆる実証的社会学者のなかには，社

会学の理論にあまり関心をもたないかのように思われる人も少なくはない。しかし，

それは実証的社会学の正当な姿ではない。 

およそ具体的事実の社会学的処理に従事する者は，彼自身の，または彼が是認して

いる社会学体系のある程度整備しているものをもっていなければならぬ。社会学的理

論の発展に無関係な調査研究は，社会学的というに値しないものであろう。社会実態

調査が社会学上の研究であるためには，それは何かある社会学上の理論を闡明するも

のでなければならぬ。それには，ある程度整備された社会学の基礎的概念の組織が準

備され，かつ何か社会学上の理論の発展にたいするゲスが存する場合でなければなら

ぬ。何か政策の資料となるための調査のごときは，政策への社会学的思惟の協力とい

うまでで，社会学的研究ではない。 

自分の社会学理論の構造のなかに，もし矛盾が存すれば，かくのごとき矛盾は，そ
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の社会学理論がいちど具体的事実の科学的処理に活用された場合に，ただちに暴露す

るであろう。事実に直面しない思弁的考察は，容易に矛盾を暴露しない。思弁的社会

学者の論議は永久につきるときはなく，しかもその誤謬が決定的に暴露されるときも

ないであろう。そこに，この流れの社会学の魅力がある。しかし，ずいぶんムダな話

である。 

社会の本質にかんする議論は永久につきるところなきものであるが，そして，ここ

のみはいわゆる社会哲学の領域として残るであろうが，また，社会の本質にかんする

見解なくして社会の実態調査など考えられぬともいえるが，生命の本質にかんする疑

問はなお残しつつも，動物学，植物学が進歩してきたように，社会の本質にかんして

完全なる理解は残しつつも（かくのごとき理解は人類の歴史の最後まで不可能であろ

う），なお社会の現実態のなかに有する現象の法則性や妥当する概念の整理は可能であ

る。社会本質論のみが社会哲学の領域であって，ほかは哲学的考察を必要としない。

社会にかんする基礎概念はいずれも現実の社会現実態の上に構成さるものである以上，

帰納的のものであるべきである。学問論も哲学的考察の領域に入るべきものであるが，

およそ学問論はいずれの科学においても組織的論述の冒頭に示されているものであろ

うが，それは充実した本論の前に示されたレッテルに過ぎない。たといその部分が欠

如しても，充実した本論の理論の探求にはほとんど関係ない。しかし，社会学におい

ては，コント以来，このレッテルの部分がおそろしく重視され，レッテルのみが問題

とされて，内容は空に等しい社会学もある。社会学が進歩していくということは，内

容が充実していくことである。 

従来，日本では，若い社会学者は，社会学に入門してただちに右のレッテルや呪符

をつきつけられ，そこでいつまでも足踏みしているうちに，社会学にたいする自信も

希望ももてなくなり，ついにその研究を廃するに至った人は少なくないようである。

指導的位置になった人々の責任であると思う。不十分の道具しかないとしても，それ

によって現実態を切り開く技術を何故に示さなかったか。耕作をつづけていくうちに，

みずから農民は進歩してきたではないか。 

具体的事実の研究は，それが社会学的研究として進んでいく場合には，研究それ自

身の理論的構造がそれに応ずるだけの精緻さをもっているからである。照らし出され

る社会事象は，照明の光度に応じて照らし出されるのである。大きな現地調査は，そ

れに応ずる研究室における思弁が必要である。調査研究は理論の進行と並行して進ん

でいく。しかし，それは，あくまで社会学の本論における理論である。 

従来，一般に知られている社会学のいわゆる基礎概念ないし基礎理論は，実際的基

礎のうえに立っているものもあり，哲学的ないし常識的独断論によるものもあり，玉

石混淆しているので，こののち社会学者が実証的研究を進めていくにつれて，選別し
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ていくことが必要である。実証的社会学が社会学の理論に無関心であるなどと考える

ことはとんでもない謬見である。社会学の基礎概念に正しい検討を加えるのは，実証

社会学者の任務のひとつである。 

社会学の理論的構造については正しい見解を持ちながら，その人の調査研究に少し

もそれが生きていない人もあるようである。学問道の大地を歩いている人のすること

ではない。理論はたんに衒学的装飾として用いられ，研究の実践にそれが少しも生き

ていないのである。そこでは理論と調査は並行していない。ペダンティックな気持ち

ほど，学問の精神に禍するものはない。 

実証的社会研究とか実態社会調査とかいう言葉によって，ある種の社会学者の研究

が特徴づけられている場合，かくのごとき社会学者の研究に理論上の建設が乏しいと

考えられたり，かくのごとき学者は理論の進展にあまり関心をもたないかのごとく考

えられたりする場合が多いようである。事実，社会調査に専念している学者には，統

計事務員の仕事や事業計画者の仕事にほとんど変わらないような仕事ばかり追ってい

る人もあるようである。それは，もちろん，学問的な業績ではない。実証的社会学者

というのはそんなものではない。社会学上の研究である以上は，どんな実態調査も，

なんらかの意味で社会学上の理論の発展に貢献するためのものでなければならぬ。か

くのごとき社会学上の理論に無関心に試みられた調査であるならば，それは少なくと

も社会学的研究ではない。社会学に貢献する研究は，なんらかの意味で社会にかんす

る概念の整理や法則性の確認に貢献しているものでなければならぬ。かくのごとき貢

献が認められないならば，どんな大がかりの調査も社会学的には無価値である。実証

的社会学者が理論に無関心とはとんでもない誤解である。 

社会学上の概念がまだどんなに整備されていないかということは，実証的研究を試

みているものがもっともよく知っている。現実態はどんな簡単なものでもはなはだし

く複雑な関係を蔵している。社会学上の用語は，この複雑な関係を説明するのにいか

に粗雑で一面的であるか。従来，思弁的社会学が準備した概念や法則では，とても処

理できないということを感ずるのであるが，基礎的概念の修正は実証的学者のそのと

きどきの当面の問題よりあまりにかけはなれているので，その余力なきままに黙過し

ていくまでである。 

「北海道における聚落社会発生形態の一類型の研究」として，ある林業村落の発生

過程を調査する場合にも，社会学上のさまざまの興味ある事実の闡明を企図している。

この題目が現わしている正面の事柄はもちろん，種々の社会学上の問題が研究者の興

味をそそるであろう。官行伐のために集まった労働者と役人の一団が，山林のなかの

一定の場所に居住を定め，伐作業が終わったあともそこにとどまり，やがてそこに村

落を形成するに至った過程のうちには，社会学上の基礎的なほとんどあらゆる問題が
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含まれている。実証的社会学者は，かくのごとき研究を重ねていくにつれて，従来の

社会学上の理論にたいして修正の発言権を加えていくものと思われる。 

実証的社会学者が理論に無関心であるはずはない。事実無関心であるならば，彼は

正当な意味での実証的社会学者ではない。家族にかんする実証的研究者は，家族にか

んする具体的事実以外にはあまり深い関心を持っていないかのように考える人が多い

ようである。彼らが家族の具体的事実にかんする調査研究の背後に，彼が持っている

彼の社会学の体系的構造などについてはあまり注意しようとしない。彼の家族研究の

価値も，その背後の理論的構造によって左右されているのではないか。家族とその社

会統一体には，社会的事実のほとんどあらゆる型が含まれているので，それを社会学

的に処理するためには，そこにはほとんどあらゆる社会学的基礎概念や理論が動員さ

れていなければ，その闡明は不可能である。結局，そこには社会学の体系的理論が準

備されていなければならぬ。それによって処理しようとするいろいろの社会学的基礎

概念の相互のあいだに統一がなければ，歪曲された結果が出てくるにきまっている。

しかし，従来の社会学には，実証研究の用具として耐え得るほど装飾された社会学理

論の体系はない。実証的社会学者は，そのことを気づくとともに社会学の理論への配

慮を断念しようとするのであるが，それはよくない。1 人の学者の体系のなかに完全

に整備したものを求めることは困難であるが，多くの学者の体系を部分的に組み合わ

すことによって，新しいある体系を措定してみる。そこに部分間の矛盾がもちろんあ

るであろうが，それを具体的事実による検討を加えることによって漸次整理していく。

とにかく，なんらかの基本的な理論的構造が具体的事実の研究とともに漸次整備して

いく。ある程度理論が具体的研究を指導するが，また具体的研究が理論を漸次修正し

ていく。かくて家族の研究のごとき複雑な問題の研究は，それがある程度組織的なも

のである以上，具体的事実の実証的研究は，当然にある程度整備された社会学的理論

の体系的構造を予想している。 

現地研究は，社会学的理論の整備と深化になにほどか貢献するものでなければなら

ぬとともに，その課題そのものも，社会学的理論が導き出したものでなければならぬ。

社会学的研究の窮極の目標は，何が社会であるかの決定である。個々の研究を社会学

的たらしむるものは，この窮極の目標に向かっている一群の研究陣営に参加している

ものである。しかし，一挙にしてこの山頂を見極めんと肉眼をもって熟視する人もあ

り，その方向に向かって一歩ずつ歩行していく人もある。現実の社会事象に直面して

分析のメスを下さんとするいわゆる実証的社会学者が後者を意味するのはもちろんで

ある。山頂に向かっている彼らの進路の方向には，けっして誤りはない。一歩の歩行

は一歩の前進であることにはまちがいはない。たといそれが千里の一歩であろうとも。

肉眼で凝視する人は，眼力の優れた人ひとりあればよい。しかし，歩行者はなにほど
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多くても多すぎることはない。困難な障碍を排除して進むためには，大がかりなチー

ムワークが必要であろうからである。 

吾人の身辺に展開している千種万態の社会事象は，一見はなはだしく複雑であるけ

れども，科学的分析を完全に寄せつけないほど不可思議なものではない。従来知られ

てきた科学的方法は，もちろんはなはだ不完全ではあるが，なお肉眼的，常識的研究

にはるかに優るものがある。身辺のあるいは歴史上の社会的事実にたいして，分析の

メスをまず打ち立てることが必要である。そのメスが不充分であれば，別のメスを用

いればよい。それもなければ，適切と思う新しいメスを考案すればよい。必要なこと

は，持ち合わせのメスでとにかくまず切ってみることである。 

封建的な上下の関係を根幹とした集団構成は，おそらく日本人の社会生活の特色の

大きなひとつであって，日本人の生活のいたるところに見受けられるものであるが，

かくのごとき集団構成を社会学の見地からじゅうぶん精緻に再現するような調査は，

はなはだしく乏しい。かくのごとき封建的集団構成は，いまなお，いたるところに明

確に見出されるが，しかし，ここ 20 年前に比較すれば，はなはだしく変化，変質して

いる。 

民俗学者が，日本の古くからの民間伝承が急速に潰滅しつつあるので，早く調査し

記録しておくべきであると主張しているのと同じようなことが，社会学者からも感ぜ

られてよいはずである。民族的，歴史的社会構成物の正確な描写は，やはり社会学者

の手によってもっとも望ましく達成されるであろう。 

近時，社会学の名において諸種の企画に参加する機会が多くなったようであるが，

かくのごとき企画に参加する社会学者は，日本社会の現実態の基本的性格について，

ある程度，科学的根拠のある社会学的見地をもっていなければならぬ。その点，もの

たりなく感ずる場合が多いようである。 

新制大学等において社会学概論を講義する社会学者たちは，社会学史にたいする理

解をたえず深めていくための研鑽ももちろん必要であるが，なにか身辺の社会事実に

かんする調査研究に従事することによって，社会学の建設的事業に参加することも怠

るべきでない。いかに多く先進者の業績を理解しても，それだけでは，そのひとはい

まだ一人前の科学者ではない。科学の建設的な世界的チームワークに参加したとき，

はじめて科学者となりうる。受のみでは科学者の喜びは味わい得られない。いかに小

さくとも発の動きを現わすとき，科学者の喜びも苦しみも感じられる。科学者である

ためには，たえず建設的研究のテーマをもっていなければならぬ。その当初のテーマ，

やや長期にわたるテーマ，終生のテーマ。 

身辺の社会，日本の足下の社会を調査研究することを怠ってきた従来の日本の社会

学者の業績は，日本人の社会生活を指導するようなことにはほとんど無関係なことが
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多かった。にもかかわらず，終戦後，社会学がこの国でも新らしく大きく期待される

ようになったのは，この国の社会学者の力によるのでないことはもちろん，この国の

人々の発議によるのでもなさそうである。 

社会学者が社会生活の現実態に取り組んでいくならば，おのずから分科的社会学が

勃興していくであろう。法律社会学，犯罪社会学，政治社会学，経済社会学，交通社

会学，宗教社会学，教育社会学，家族社会学，村落社会学，都市社会学，道徳社会学，

等々である。 

わたしは，かつて氏子集団の調査をおこなっていくうちに，氏神崇拝にかんするさ

まざまの制度慣行をひととおり理解するのにずいぶん骨を折ったことがある。そんな

制度慣行の理解は，氏子集団を調査していく過程にぜひ必要である。見たいのは氏子

集団であるが，氏神にかんする雑多な慣習を知らなければ氏子集団はわからない。一

口に宗教社会学というが，日本における宗教的社会事実のほんのある一分野における

ものをじゅうぶんに理解するだけでもたいへんな苦労である。ほかの個々の部門的社

会学についてもしかりである。 

社会学が実証的研究を推進していく場合には，社会学はおのずから部門社会学化し

ていくのは自然であろう。それが社会学の正当なる行き方であるか否かについては議

論あることであるが，各分野における社会的事実の社会学的究明は，明らかに建設的

な社会学的研究であり，また可能なことである。それが文化の発展のために至大の貢

献となることも疑いない。しこうして，かくのごとき実証的研究は，いかに多くの研

究者にも豊富な課題と建設の希望とをつねに与えうるものである。そこにいろいろの

方面の社会事実が新らしく闡明され，理論が構築されていくならば，とにかく学問の

発展，文化の向上のために慶賀すべきことではないか。 

部門社会学といえば大げさであるが，たとえば，宗教社会学という代わりに，宗教

の社会学的研究といえばそれでもよいわけである。名目はどうでもよい。しかし，宗

教の社会学的研究は，宗教社会学と呼ばれるくらい徹底し，専門化していかなければ，

宗教の社会学的研究は大成しえないであろう。それは，研究者の不屈な専念の現われ

といえるかもしれぬ。 

社会科学の各分野における科学的処理方法とまったく異なった社会学的処理方法は，

たしかに存している。それは，たんに総合的な方法というわけではない。しかし，社

会学が，たんにひとつの科学的処理方法としてその存在を主張するときは，社会学は

いろいろの社会科学のうちにとけ込んで，社会学自体の独立性は消えてなくなる恐れ

がある。しかし，そうなればそれでもよいではないか。けれども，事実はそんなこと

にはなるまい。社会学的処理方法をいちおう理解するためには，組織的，基礎的訓練

が必要であるし，また，ひとつの文化形象としての科学の興亡はそんな論理だけで支
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配されるのではないことを，社会学者は誰よりもよく知っている。 

現実態にたいする実証的研究の過程において，いわゆる社会調査は有力な手段では

あるが，しかし，もちろんそこにつきているわけではない。もっとも確実に把握でき

る認識対象は，時間的には現在のもの，場所的には現地のものであるから，現在の社

会事実を現地で認識しようとする社会調査が有効な方法であることはもちろんである。

けれども，時間的，場所的に距離のある対象にたいしては，文献や伝承によらなけれ

ばならぬ。支那古代の宗教や日本中世の村落にかんする実証的研究は，主として文献

によるものであって，書斎のなかでおこなわれる研究である。実証的研究のなかに社

会調査を過大にみるべきではない。現在にかんする調査は，実証的研究のほんの一部

分にすぎない。社会本質論は，その課題の性質からも，哲学的思弁によるべき研究領

域である。従来，基礎的研究と呼ばれているものも，哲学的ないし常識的独断論によ

る場合が多いが，この領域は，漸次，実証的研究によって修正されていかなければな

らぬ。社会調査が社会学の全領域のごとく考えることの誤まれるは明らかである。し

かし，実証的研究が社会学の全領域を覆うべきであるということばには，あまり無理

はない。 

実証的という言葉ははなはだ多義のようにも考えられるが，科学的ということが第

一要件である。哲学的にたいする意味での科学的であるということである。しこうし

て，科学的ということの第一要件は帰納的だということである。それは，演繹的な態

度に対蹠的な態度である。かくて実証的ということの第一義的要件は帰納的だという

ことであるということができる。 

 


