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本稿は，ニクラス・ルーマンの理論を手がかりに， r社会システムの理解社会学J(社会

システムを理解する社会学)の定式化を目指す試論である.それは，行為理論とシステム

理論という対立図式を解消する，新しい提案を含意している.そのために以下では，理解

とは，観察者を観察するいわゆるセカンド・オーダーの観察のこととする.社会システム

理論は，社会システムをモノのように観察するのではなく，世界のなかの主体，観察者と

して観察し，システムの自己準拠性(主観性ではなく)を「理解」するのである.ところ

で，社会システムは自己準拠的なシステムなので，その選択はァすべて究極的にはシステム

自身に帰属される.自己に帰属される選択は行為と呼ばれ，それこそがシステムの自己準

拠性を示しているので，社会システム理論とは，行為者としての社会システムを理解する

理論だと言える.ただしその理解とは，いわゆる「主観的意味jの理解ではない.意味は

むしろその複雑性と偶然性ゆえに理解のためのメディアとなるのである.それゆえ社会シ

ステム理論は，システムによる選択の偶然性を観察し，システムが自明視しているリアリ

ティを疑うことができる.偶然性は「価値自由Jならぬいわば「差異自由」として，セカ

ンド・オーダーの観察を可能にし，またそれを多様化してくれるのである.

1 社会システムを理解する社会学をめざして

以下では，ニクラス・ルーマンのいわゆる自己準拠的な社会システムの理論を，社会シ

ステムの理解社会学，つまり社会システムを理解する社会学 CSozialeSysteme verstehende 

Soziologie)と呼ぶべきだと主張したい.なぜならそこでは，社会システムは，意識とな

らぷ世界のなかの主体のひとつs観察者ととらえられているからである.社会システムは，

もはや単なるモノとは見なされない.システム理論の課題とは，社会システムをモメのよ

うに，それが何であるかを観察するのではなく，社会システムという観察者がある何かを

いかにして，またどのように観察しているかを観察することにある.だとすれば，社会シ

ステムを「観察」するということが意味するのは，単なるモノを眺めることではなく，い

わばシステムの「主観性J(ただし，これは以下で見るように「自己準拠性」に置き換え
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られるべきである)を「理解」することだと発想を転換するほうが，その理論的課題をよ

り正確に表現できると思われる.

実際に理論的に見ても，今日，理解的方法を人間主体に限定する理由はないと考えられ

る.それゆえこうした発想の転換は，単なるアナロジーとして導入されるべきではない.

もともと理解社会学の理解社会学たるゆえんは，二段階にわたるその還元論的な想定に

あったと言える.つまり社会的な形象はすべて社会的な行為によって産出され，またその

社会的行為は人間という主体の動機や目的によって産出されるのだと.理解という方法は

そのために要請された.だが，この方法に素朴な疑問を差し向けることはたやすい.いか

にして理解は可能なのか，あるいはそもそも理解は可能なのかと.実際，理解社会学のそ

の後の展開は，多かれ少なかれ理解可能性の論証をひとつの重要な課題としてきた.

けれども今日の社会システム理論は，理解可能性について問う以前に，すでに理解社会

学の前提そのものに疑義を呈している.すなわち，行為が前提とするのは，人間ではなく

社会システムであると.つまり，行為は他の諸行為との連関ではじめて産出される，と考

えられている.行為概念、は，いわば「主体なき行為概念J(Luhmann 1984 : 167 [佐藤監訳

1993/95 : 182]参照)となったのである. してみれば，主体への還元を自明視してきた理

解社会学の試みは，実際には最初から破綻していたことになる.たとえ主体を理解できた

としても，それによってその行為の経過と結果，あるいは意味を説明できるわけではない.

とはいえ，仮にこれによって理解社会学の諸理論が反駁されたとしても，それとともに

理解的方法までもが放棄されなければならないわけではないと恩われる.本稿での主張は

この点にある.すなわち，人間主体から出発するという旧来の理論的前提が崩壊すること

で，むしろ理解的方法の適用範囲を，それとは別の主体である社会システムにまで拡張す

ることができるだろうということである.

以上の主張は，紙幅の都合上，本稿では試論的なものにとどまらざるをえない.だがそ

れは，単なる用語の置き換えではなく，最終的につぎの帰結をともないうることをここで

示唆だけはしておきたい.すなわち本稿の主張は，行為理論とシステム理論の統合を試み

る，通常とは別様の提案となりうるだろうということである. システム理論に対する行為

理論の潮流すべての源である理解的方法を，もし社会システムに適用できるとすれば，個

人主義/集合主義やミクロ/マクロのような，対象の大小を素朴に前提した従来の対立も，

その素朴な調停も，意味をなさなくなるであろう.
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2 自己準拠の理解

社会システムに理解的方法を適用するには，当然，旧来のそれには変更が加えられなけ

ればならない.社会システムの理解社会学もまた，行為者を理解するという課題を維持す

るが，行為者として念頭に置かれるべきは，人間ではなく社会システムである.

上でも簡単に触れたように，行為とシステムの相互構成連関が主張されたことで，すで

に行為概念は，人間という主体を欠いた行為概念となっている.だがこれは，行為者なき

行為概念をただちに意味しない.実際，今日の社会システムの理論では，システムの基本

要素は，もはや行為ではなくコミュニケーションとされているが，にもかかわらず，コミュ

ニケーションは帰属を通じて行為へと縮減される必要があると考えられている.なぜなら，

行為こそがシステムの自己準拠性を保証するからである.社会システムは「行為に分解さ

れ，この縮減によって，さらなるコミュニケーションが進行するための接続基盤を獲得す

るのであるJ(Luhmann 1984 : 193 [佐藤監訳 1993/95: 217]). 

このことは，体験/行為という区別を導入すれば，より明瞭になると思われる.システ

ムの作動は，観察を通じて，システム自身に帰属される場合には行為，環境に帰属される

場合には体験と呼ば必!だが，そのシステムが他者準拠的なシステムではなく自己準拠

的システムであるかぎり，あらゆる作動は当該システム固有の作動であって，究極的には

すべてそのシステム自身に，そのシステムの行為として帰属されるべきである. したがっ

て，コミュニケーションを基本要素とする当該のーシステムが，自己準拠的なシステムであ

ると強調するためには，それを行為システムとしてとらえるのがよいと考えられる.つま

り自己準拠的なシステムの作動とは，システムの，体験ではなく行為である.行為こそが

システムの自己準拠のための接続ポイントとなるのであって，基本要素としてのコミュニ

ケーションは，体験へと縮減されて体験から体験へと接続していくのではない. もしその

ようなシステムがあるとすれば，それは開放的で他律的，つまり他者準拠的なシステムで

あり，行為システムではなく体験システムと呼ばれなければならないだろう.それゆえ自

己準拠的なシステムであれば，行為と体験のあいだには次のような非対称性があるはずで

ある.すなわちシステムは，行為するシステムとして体験するのであって，体験するシス

テムとして行為するのではない.言い換えれば，システムは，自己準拠的なシステムとし

て他者準拠するのであって，他者準拠的なシステムとして自己準拠するのではない.

以上ゆえに，社会学の理論において行為者と見なされるべきは，理解社会学の還元論的

な発想、とは反対に，人間ではなく社会システムであると考えることができる.理解社会学

の創始者は，行為者を人間と前提することで，行為の社会性について漠然とした定義を

するにとどまった.これに対し，社会システムが行為者であれば，その行為はすべて，他
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者への指向性などとは無関係に最初から社会的なものとして現れよう.そもそも，世界

には意識主体だけでなく「別の種類の主体，とくに社会システムが存在するJCLuhmann 

1984 : 595 [佐藤監訳 1993/95: 799])という場合，それが単なるレトリック以上の実質を

持つためには，社会システムもまた行為者であると理論的に主張できなければならないだ

ろう.

とはいえ，社会システムの理解社会学は，旧来の理解社会学も含めて主体概念の伝統と

は，つぎの点で大きく異なっている.社会システムの理解社会学は，主体としてのシステ

ム自体を対象としたアプローチではなく，システム/環境の区別へのいわゆる「差異論的

アプローチ」であり， したがって，行為者としての社会システムの存在を，あらかじめ素

朴に前提できるわけではないということである.なるほど主体概念の伝統であれば，人間

ないし意識の存在から始めることができた.というのも，その伝統の出発点は，思う我の

懐疑不可能な明証性にあったからである. しかしシステム理論は，そうした伝統の系譜に

素朴に属するわけではなく，ましてその単なるアナロジーでもない.主体ではなく意味を

基本概念に据えるならば，社会システムはもちろん，人間もまた，その存在を必当然的に

明証なものとして理論構成の端緒とすることはできない.主体概念、は「意味的に構成され

た同一性として，意味概念をすでに前提にしているJCLuhmann 1971 : 28 [佐藤訳 1987: 

32・33])からである.むしろ社会システムの理解社会学は， r区別を引けJCSpencer.;. Brown 

1969 : 3 [大津・宮台訳 1987: 3])という命令に従って，同一性ではなく差異から始める.

そもそも，思う我の明証性もまた，我と我以外のあいだの区別に基づいているのである.

ここから社会システムへと適用されるべき理解的方法の特質点のひとつが明らかにな

る.理解とは，観察と呼ばれる作動の一種だと考えてよい.だが理解は，単なるモノに対

する観察とは異なった作動である.理解のためには， システム/環境の区別を(自己再生

産のためのシステム/環境の区別とは別に)観察しなければならないのである CLuhmann

1984 : 110・1.256-7 [佐藤監訳 1993/95: 114， 296・7]; Luhmann 1986 : 79-80). つまり理解

とは， システムが，自らの環境のなかに自らとは別の自己準拠的なシステムを観察する

ことを意味している.より正確には，観察している側のシステムが，観察されている側の

その別のシステムもまた自己準拠的なシステム，つまり，それ自体で存在する単なるモノ

のように客観主義的に扱うのではなく，自らで自らを環境から区別している自己準拠的な

システムとして観察することが，理解にとって本質的な契機なのである.r理解するシス

テムは自己準拠的なシステムであらねばならない.……だが理解されるシステムも自己準

拠的なシステムであらねばならないJCLuhmann 1986 : 79，強調ルーマン).かくして理解

は，不可避的にシステム/環境の区別に関わることになる.そしてこれは，とくに自己準

拠的な社会システムの理論に当てはまる.というのもこの理論は，さまざまなシステム/
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環境の区別をつねに主題的に観察しなければならないからである.まさしくここに，本稿

が，観察ではなく理解という言葉を強調し，今日の社会システム理論について「社会シス

テムの理解社会学」という呼称を提唱する理由のひとつがある.その名称は，社会システ

ムを，モノのように客観主義的に観察するのではなく，むしろ，自らで世界を観察する主

体の一種と見なされなければならないということを，鮮明化してくれるのである.

また上では， システムの自己準拠性を強調するために，コミュニケーション・システム

をとくに行為システムと呼んだが，その理由もここからより明瞭になる.あらゆる社会シ

ステムは，環境についての情報獲得のためにつねに観察を行なっている. したがってシ

ステムによる観察には，環境についての体験がひとつの側面として含まれていると言える.

けれどもそれは環境からの直接的ないし受動的なインプットではなく，また，情報それ自

体がシステムとは無関係にその外部に存在するわけでもない. システムが環境を体験する

のは，あくまで自己準拠的に自らを環境から区別することによる. したがって，観察とい

う作動もまた，体験というよりもむしろシステムの行為と見なすべきであり，システムと

いう観察者を観察するいわゆる「セカンド・オーダーの観察Jとは，それゆえ， システム

という「行為者」を「理解Jすることだと言い換えることができるだろう.

また，社会システムを，環境に対して自律的に作動する行為者ととらえるならば，従来

もっぱら人間主体，とりわけその内的側面に即して考えられてきた目的および目的合理性

に関する，今日のシステム理論における把握も，より分かりやすいものになる.今日の社

会システム理論では，目的概念はシステム/環境-差異に関わっており，行為の合理性は

システム合理性へと置き換えられている(Luhmann1968 [馬場・上村訳 1990]).合理性とは，

複雑性の縮減であるとされる.合理性はもはや，ある単独行為の観点から，特定の目的を

実現する手段として，その適合性から判定されるのではない.目的とは， システムが，自

らで引いたシステム/環境の区別において，その複雑な環境に対処するための方向づけと

して設定する，プログラムのひとつのタイプに過ぎない.こうした把握は，そもそもなぜ

今日の社会システム理論では，目的や合理性という概念が，あっさり捨て去られてしまわ

ずに，新しい解釈を施されたうえで社会システムにも適用可能なものとして維持されてい

るのかまで考慮するならば，より納得できるものになるだろう.つまりそうした把握の意

味するところは，人間だけでなく社会システムもまた，その環境に向けて自律的に作動す

る行為者として，ある特定の目的(あるいはある特定の価値)を措定するものと見なすこ

とができるのであり，またシステム理論は，環境の複雑性を縮減するという観点、から，そ

うした措定がどのように機能しているかを理論的に問うことができるということである.

今日の社会システム理論では，目的も合理性もまずはシステム/環境という区別の観点

から機能的にとらえられなければならない.因果図式はそのかぎりで使用されるにすぎな



58 社会システムの理解社会学試論

いのであり，合理性を道具性と結びつけてその普遍史的進化論を打ち出すこともできない.

こうしたことはすでに等価機能主義というスローガンとともに主張されていた (Luhmann

1970 [土方訳 1988J). かつての機能主義的な諸理論が頓挫したからといって，機能的方法

までもが放棄されなければならな川わけではなかった.それは複雑性の縮減という観点か

ら，環境に対するシステムの選択の機能的等価物を索出し比較する方法として，あらたに

定式化されているのである. したがって社会システム理論は，その課題として， システム

が自己準拠的に引いたシステム/環境という区別を観察し，それによって当のシステムが

いかにして，またどのように，複雑性の縮減と縮減のための選択を行ない，選択の偶然性

とそのリスクを引き受けているのかについて，発見と比較を行うのである.

以上から明らかなように， r社会システムの理解社会学」としての今日の社会システム

理論の要諦は，思念された意味を理解することにあるのではない.社会システムを理解す

るとは，システムの，主観性ではなく自己準拠性を観察することであると主張したい.主

観的に思念された意味ではなく，システムがその環境に対し自らを区別し，自律的かっ閉

鎖的に，複雑な可能性のなかから選択しているその自己準拠性の様態を，観察するのであ

る.そもそもすでに述べたように，主体なき行為概念を主張することで，それとともに意

味概念もまた主体という足柳から解放され，主体なき意味概念として基本概念に据えられ

ているのである.そしてこれにより，社会システムの理解社会学という提言からおそらく

生じるであろう，.社会システムの理解可能性に対する疑念もまた，あわせて払拭すること

ができる.すなわち主体なき意味概念は，目的論的な，あるいは解釈的な意味概念ではなく，

選択的なそれとして，法外な複雑性を反映している (Luhmann1984 [佐藤監訳 1993/95J

第2章参照).そしてこれこそが理解を可能にしているのである.意味が複雑なものであり，

そこからの選択が偶然的であるからこそ，理解は可能になる. もしいかなる偶然性もとも

なわない理解しか理解として許容されないならば，理解は不可能だろう.それゆえつぎの

ように言うことができょう.理解が意味を解明するのではなく，意味が理解をはじめて可

能にする.端的に言えば，意味は理解のメディアなのである CLuhmann1986 : 81).主観

的に思念された意味概念を放棄することで，理解概念もまた，主観性から解放されて自己

準拠的なシステムに一般化され，その適用対象を社会システムにまで広げるはずである.

そして，おそらくすでに明らかなように，理解とは，科学的方法論にのみ限定されるも

のでもない.いかなる社会システムであれ，その要素であるコミュニケーションは，閉鎖

的かっ自律的に，システム自身によって再生産される.そしてそのためには，伝達と情報

の差異が，当のシステム自身によって観察されなければならないとされる.つまり，伝達

/情報の差異に対応するシステム/環境の差異が，システム自身によって理解されなけれ

ばならないのであり，システムの自己再生産は，自己理解を通じてはじめて可能になって
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いる.それゆえ，別のシステムについての理解，いわば他者理解もまた，何よりもまず自

己理解に基づいている.言い換えれば，システムは自己理解するシステムとして他者理解

するのであって，他者理解するシステムとして自己理解するのではない.

このことは，開放性は閉鎖性を前提にしているという，今日のシステム理論においてよ

く使われる言い回しと同義であろう.別のシステムに対する理解は，それを行う当の社会

システムの閉鎖性と自律性に基づいている.それゆえ理解はつねに選択的であり，偶然、的

なものにとどまることになる.このような事態は，複数のシステム(意識システム〉がコ

ミュニケーションに関与している場面を指して，とくに「二重の偶然性」と呼ばれている.

だが今日の社会システム理論では，社会システムの成立はむしろ二重の偶然、性の解消不可

能性に基づいているとされている.各々の意識システムは，いわばブラック・ボックスと

して，相互に自分なりの仕方でしか理解することができず，互いにつねに埋めがたい溝が

あるが，この溝こそがコミュニケーションの発生と継続を促し，どちらの意識システムに

も属さない，いわば第三項としての社会システムを創発させているのである (Luhmann

1984 [佐藤監訳 1993/95]第 3章参照). したがって，コミュニケーションのひとつの成分

としての理解とは，意識システムに還元されるような，意思の疎通ないし合意を意味する

のではない.意識システムの意思疎通などとは関係なく，理解は，コミュニケーションと

いう作動の継続のなかで社会システムにおいて構成されていくのである. したがって，理

解もまたひとつの自己準拠的な作動として，社会システムの行為である.見方を変えて言

えば，行為から行為への自己準拠的な接続とは，理解から理解への自己準拠的な接続のこ

とも意味していると考えてもよいだろう.理解は自己準拠的なのである.

3 セカンド・オーダーの観察としての理解

これまで述べてきたように，あらゆる社会システムは，単なるモノではなく，意識とな

らぷ世界の主体のひとつと捉えられる.その意味で，社会システムもまた，コミュニケー

ションという作動を介して世界を観察し認識する，観察者である.ところで今日の社会シ

ステム理論によれば，観察とは，区別して表示すること，これであって他ではない何かと

して選択することである.それゆえもしこの観察者をさらに観察してみるならば，それが

偶然的なものであること，まったく別様でもありうることが明らかになる.なぜならその

観察者の観察する何かは，それ自体として客観的に実在しているのではなく，その観察者

によるあれかこれかの選択として，自己準拠的に構築されたリアリティだからである.あ

るいは，観察することはつねに構築することであり，構築することはつねに脱構築するこ

とだと言えるかもしれない (Luhmannund Lischka 1994 : 89-91).ともあれ，観察された
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何かはどこまでもその観察者に相関してしかありえない.それゆえ問題は，いまや，観察

された何かそれ自体ではなく，観察者がその何かをいかにして，またどのように観察して

いるか，つまり観察者を観察するほうへと移行することになる.今日の社会システム理論

の課題は，社会システムをモノのように観察する「ファースト・オーダーの観察」にある

のではなく，あくまでも観察者として捉え，当の観察者には盲点、となっているその観察者

自身を観察するという，いわゆる「セカンド・オーダーの観察Jにあるのである.そして

この課題は，社会システム理論を社会システムの理解社会学と呼ぶことで，より明瞭にな

るだろう.対象の客観主義的な観察は，もはや社会システム理論の課題ではない.各々の

社会システムにおいて自明視されている素朴なリアリティを問い直し，そのリアリティ構

築の自己準拠性(主観性ではなく)を理解することが，今日的な課題なのである.

とはいえ，社会システムの理解社会学もまた，あくまで自己準拠的にしか別のシステム

を理解することはできず， したがってその理解はつねに偶然的なものにとどまることにな

る.端的に言えば，特権的な観察ポジションなどありえない.だがこのことは，社会シス

テムの理解社会学にとって否定的な事柄ではなく，むしろ，過大な認識論上の要求に対し

て自らを区別するひとつの態度として役立つと言えるかもしれない.つまり社会システム

の理解社会学は，その認識論的観点において，認識の源を意識主体の内部に求めた超越論

哲学とたとえどれほど類比的であるように見えたとしても，認識を可能にする超越論的で

はなく経験的条件を問題とするかぎりで，そこからは厳然、と区別されるのである.

ひょっとするとすでに超越論哲学の系譜においても，客観性を支える複数主体の相互関

係，つまり相互主観性という問題が浮上したころから，超越論的な色彩は急速に薄らいで

いっていると言えるかもしれない.その代わりに，それまで含意されてきた意識の自己準

拠性は多かれ少なかれ無視されて，認識の源はふたたび意識の内部から外部へと差し戻さ

れているように見える.より正確に言えば，主観性と密着していて還元しきることのでき

ない， しかしにもかかわらず固有の主観性には属さない何かが，意識それ自体とは別に探

し求められるようになっていった.生活世界，現存在，身体，そして言語といったものが

その有力な候補であった.これらは主体と客体のあいだの認識上のフィルターとして，い

やむしろ主体と主体のあいだの認識上の基盤として，いずれにせよ，それまで排除されて

きた第三項として観察されている.とはいえ，たとえ相互主観性という問題に対してこう

した脱パラドックス化を施したとしても，もし相変わらず認識の基礎づけという夢を抱き

つづけているならば，それらはすべて，逆にその課題が遂行不可能であることをあらため

て露わにしてしまうだろう.なぜなら，それら第三項が実際にはいったい何であるかと本

質主義的に探究しでも，その探究すべき何かが，ふたたび盲点として認識を条件づけるか

らである.根源的なものへの遡及は常にパラドックスを脹胎している.
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そうこうするうちに，以上とは異なる認識論的転回が，自然科学の領域からもたらさ

れている.パラドックスは否定的にではなく肯定的に捉えなおされ，認識を条件づけて

いる盲点は，問題ではなく問題の解決であると考えられるようになった.盲点は，認識

の限界ではなくまさにその可能性なのである.このように考えるならば，懐疑主義でさ

え，認識論にとって打破されるべきものではなく組み込まれるべきものとなる CRichards

/ Glasersfeld 1979). こうした転回が，哲学ではなく自然科学の領域から生じてきたとい

う事情は，それほど意外なことではないかもしれない.経験的認識を，それ以外の何かに

よって基礎づけようと逼進してきた近代哲学の系譜にとって，経験的認識それ自体はまさ

しく盲点だったのだろう.ともあれこの転回により，盲点を払拭あるいは隠蔽しようとす

るすべてのメタレベルの放棄が不可避となったので，認識論は経験的レベルにとどまらざ

るをえなくなった.だが，これは学問上の後退を意味しない.むしろ認識論の焦点を， も

はや主観性でも客観性でもなく，自己準拠性へと向けることを可能にしている.というの

も認識は，自ら以外の別のレベルへと飛び出すことが不可能である以上，それ自身のうち

でループを描かざるをえないからである.階梯のヒエラルキーはもつれあい，層化された

ピラミッドというよりはむしろネットワークを形成する.かくして盲点の役割は，認識そ

れ自体の循環性に委ねられる.認識のための排除された第三項は，認識そのものなのである.

認識の自己準拠性に関する以上の見解は，もしかすると独我論を連想させるかもしれな

いし，.実際それは必ずしも誤りではない.だが，観察が何よりもまず当の観察者自身の閉

鎖性と自律性に依存する，という意味での認識論的な独我論から，自ら以外に何も存在し

ないという存在論的な独我論は，ただちに帰結しない CRichards/ Glasersfeld 1979 : 55 ; 

Schmidt 1996 : 35). 閉鎖性と自律性は，自給自足を意味しない.そもそも，天動説が個別

には地球にも火星にも妥当するが， しかしこの両者を同時には満たせないのと同じく，存

在論的な独我論には一般化の可能性が欠けているのである Cvon Foerster 1992 : 82・7).

いずれにせよ本稿では，存在論的な独我論はすでに回避されている.独我もまた自らと

それ以外とのあいだに区別を引かなければならない.最初にあるのは区別なのである.実

際，システム理論の新しい展開は，システムそのものではなく，システム/環境の差異に

定位することでもたらされてきた.差異を重視するならば，同一性を前提にした存在論的

ー形而上学的な問いでさえ存在/非存在という区別に基づいており， しかもこの存在論的

な区別が，他の諸々の区別に対して優位を占めるいかなる理由もないと気づくだろう.

かくして以上の考察は，循環を描いて再び端緒へと戻ってくる.すでに繰り返し論じた

ように，社会システムの理解社会学は，自己準拠的に引かれたシステム/環境の区別を観

察する.なぜならシステムにとっての盲点とは，観察者としての自ら自身，より正確に言

えば，自らで引くシステム/環境の区別だからである.そしてこのファースト・オーダー
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の観察は，セカンド・オーダーとしての社会システムの理解社会学にとって，つねに観察
(8) 

可能であり理解可能でありつづける.なぜなら，経験的認識の条件は，超越論的なもので

はなく経験的なものだからである.むしろ自己準拠性は，主観性について想定されている

のとは逆に，そのままでは当のシステムによっては接近することができないとさえ言える

かもしれない.なぜならそれは，当のシステム自身にとって盲点だからである.このこと

から，セカンド・オーダーの観察としての理解のための条件を，次のような比喰で表現で

きるかもしれない.すなわち，シーザーを理解するためには，シーザーであってはならない.

シーザー自身でさえ，自己を理解，つまり自らの盲点を観察するには，ファースト・オー

ダーの観察者としてのシーザーにとどまっていてはならないのである.

4 社会学の偶然性

社会学が自己準拠的なシステムとして，別の自己準拠的なシステムを観察する場合，も

ちろんこの関係は，必ずしもコミュニケーションに関与しあう関係ではないが， しかしそ

れもまたある種の二重の偶然性という関係を形成していると言えるかもしれない.そうだ

とすれば，この両者のあいだには，つねに何らかの新しいリアリティが創発していくのだ

と考えることができる.そしてまさしくこれより，世界はつねに新しく眺められることに

なるだろう(I刈lmann1984 : 657-8 [佐藤監訳 1993/95: 885・6]).

ところで，暗示的ではあったにせよ偶然性を自らの理論に取り込んだ最初の社会学者は，

もしかするとマックス・ヴェーパーかもしれない.それは理念型と価値自由の関係に表れ

ている.彼は，なるほど理念型そのものに関しては，かぎりなく偶然的な諸要素を排除し

た本質的なものと・してそれを構成するよう要請している.だがこの構成作業自体は，選択

的にしか，つまり偶然的にしかなされえないと考えた.言い換えれば，理念型の構成はつ

ねに価値関係的である，そしてこれは数多くの価値のなかからの選択に基づかなければな

らない，それゆえこの選択は別様でもありうる， したがって観察者は，自らの選択した価

値を自己観察によって明らかにしなければならないのだと.

認識と価値判断の区別に関するヴェーパーのこうした主張が，実際に社会学のなかに完

全に浸透しているかどうかは分からない.ときに彼の信奉者たちにおいてさえ，選択的に

一面だけが強調されたにすぎないさまざまなマックス・ヴェーパーという理念型のあいだ

で，決着のつけようのない真贋論争が繰り広げられているのだから.ともあれヴェーパー

のそうした要請の背景には，価値秩序における神々の争いという，近代という時代への洞

察があったと言える. もしかすると彼にとって，社会科学の方法をめぐる例の論争もまた

そのひとつにすぎなかったのかもしれない.いずれにせよ彼はこの論争の渦中で，対立
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するどちらの陣営にも一方的に加担することはなかった.というのも彼にとっての客観性，

そして科学性とは，合法則的な必然性でもその不可能性でもなく，いわばそれらのあいだ

で排除されていた第三項，すなわち規則性の「チャンス」だったからであ(まともあれ価

値の多神教時代にあっては，ある目的とそのための手段のあいだにはいかなる必然的な連

関も存在せずi学聞はその選択を請け負うことはできない選択するのは行為者自身であ

り，その選択に随伴するリスクを引き受けるのも行為者自身である.そしてそれゆえの責

任倫理だったと言える.そこにあるのはチャンスばかりではない.

価値自由に価値自由をオートロジカルに適用してみるならば，それもまたひとつの価値

に過ぎないことになる.にもかかわらず価値自由は，学問的態度に対する誰かの個人的信

条というにとどまらず，ましてや他のあらゆる諸価値を排除する価値ではなく，むしろ他

のすべての諸価値を，他のありうるすべてのパースペクティヴを包摂する価値である.た

とえ価値自由という価値を批判する場合でさえ，その批判自体がひとつの価値で・あり，価

値自由という価値のなかに包摂される.つまり，あらゆる価値が価値自由という価値に関

係しており，価値自由だけが価値秩序の神々のなかでひとり必然的な神なのである. もち

ろんだからと言って，これを旧来の神に代わる新しい神として単純に崇拝するだけならば，

そこに待ち受けているものは自ずと限られようが，ともあれもし上のように考えるならば，

ウ'ェーパーの価値自由もまた，学問従事者にのみ要請される単なるメタ価値という以上に，

彼の生きた時代の趨勢全般に妥当する洞察を示していたのかもしれない.おそらくそれゆ

えに彼は，神なく預言者なき時代にあって，日常茶飯事と化した価値秩序における神々の

争いに堪えること，時代の宿命と化したこの争いを正面から見据えることを人々に求めた

のである.そしてそのかぎりで，彼自身は，政治や宗教といった他の領域に比して，学問

にもっとも大きな価値を，あるいは価値自由的な視点の可能性を認めたのだと言えるだろ

う.究極の価値を提示することなどできず， リアリティの把握がつねに選択的で一面的・

暫定的なものにとどまるという学問の限界は，彼にとって，限界ではなくまさにその可能

性だったのである (Weber1904 : 79・82[富永・立野訳・折原補訳 1998: 142・50J). ともあれ

ゥ・ェーパー自身が実際にどう考えていたにせよ，近代社会というシステムをも理解しよう

とする社会学であれば，あらゆる諸価値を包摂する価値自由という価値を，価値そのもの

(あるいは価値システム?)の自己準拠性としてではなく，社会というシステムの自己準

拠性として，つぎのように再定式化しなければならないだろう.すなわち，近代社会の自

己準拠的な作動の反復によって生じたその固有の価値，つまり固有値は，偶然性である.

社会学は，長らく近代社会の偶然性と格闘してきた.その象徴のひとつとして例の秩序

問題を挙げることができるかもしれない.この問題は，社会秩序の必然性がもはや自明視

できないがゆえに先鋭化されたのだと言える.そして数学への憧憶を抱いていた例のタル
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コット・パーソンズの場合，過去の偉大な先人たちがこの問題の解決を目指して収赦する

と考えられたのだった.なるほど， もしその見解が正しいとすれば，たしかに社会学は，

つねに偶然性の克服に向けられてきたと言えるかもしれない.だが，そもそも偶然性は克

服されるべき病なのだろうか? 秩序問題に対する解決の提案は，まさに盲点として，自

らもまたどこまでも偶然的なものにとどまるとはまったく気づかなかった.実際に病とし

て患っていたのは，むしろ，必然性のシンドロームだったのである.秩序問題は秩序観の

問題となり，自らの世界観の必然性を主張してやまない諸理論の林立と対立を招いた.そ

して価値秩序の争いに熱中した社会学は，一般理論の不在に甘んじることになった.

こうした林立と対立の状況は，それ自体がすでに近代の固有値としての偶然、性に基づい

ているのかもしれない.いずれにせよ，社会学というシステムが偶然性に晒されているこ

とは間違いない.なぜなら社会学は，社会の外部から社会を観察することはできないから

である (Luhmann1987).社会学はまさに近代社会の子として誕生し，認識の木の実で成

長してきた.それゆえいみじくも社会の理論を目指すならば，このことをも自らに内包し

なければならない.偶然性だけが必然的なのである.とはいえ，理論が偶然性を内包する

よう構成されるならば，その理論自身もまた偶然的なものにすぎないことになろう.にも

かかわらず，いやまさしくそれゆえにこのパラドックスは，安易な相対主義，あるいは受

動的なニヒリズムといったものを帰結するのではなく，むしろ自らも含めてすべての社会

的なものに適用しうる普遍性の獲得を可能にする.そしてこのように偶然性を自らに取り

込むことで，社会システムの理解社会学は，セカンド・オーダーの観察者として，ある区

別から自由に，また別の区別へと自由に横断し，振動する可能性を手に入れることができ

るようになる.あるいはこう言い換えることができるかもしれない.近代社会の固有値が

偶然性であることを理解する社会学は，いわば「差異自由 (Differenzfreiheit)Jを手に入

れることができるのだと.そしてこれが観察者の観察を可能にし，ある区別を別の区別に

よって区別することを可能にするのである.

注

(1) 本稿は，ルーマンの社会システム理論に依拠しており，それを理論的前提として議論を進め

ている.ただし彼の二次研究を目指していないことは最初に断っておきたい.

(2) また「行為とシステム (Handlungund System) Jという並置された対立を「システムの行

為 (Handlungdes Systems) Jへと解消しようとする拙稿 (2002)の提案も見よ.

(3) こ乙での主張は，拙稿 (2002)に基づく.以下のために簡単に説明すれば，通常，コミュニケー

ションは，システムの自己再生産の過程で，体験と行為という区別における行為ではなく，コ

ミュニケーション参加者の伝達行為へと縮減されるものと解されている.だが私見では，社会

システムの自己再生産が自己観察を必要とし，また自己観察がシステム/環境の区別に基づく
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とされる以上，行為の構成は，コミュニケーション関与者への還元的帰属ではなく，あくまで

もシステム/環境の水準での帰属とするべきである.さもなければルーマンの理論には，体験

と対比される場合とコミュニケーションと対比される場合の 2つの不整合な行為概念が存在

することになってしまう.

(4) 複雑性を縮減して選択作用の帰属を決定するために利用されるのが，体験/行為という区別

である.手短には Luhmann(1984: 122-7 [佐藤監訳 1993/95: 127・33])を参照.

(5) ちなみに，選択作用をシステムに帰属し，それをシステムの体験ではなく行為としてとらえ

なければ，システム理論はリスク (r危険」ではなく)の問題を扱えないだろう.

(6) それはサイバネティックスの精神から，構築主義的認識論として.その展開の概略は

Schmidt (1996)などを参照されたい.なおルーマン自身は，たとえば Luhmann(1988)な

どでその構築主義的な立場を打ち出している.

(7) とくに Gunther(1979)での複文脈性という概念がこれを示している.

(8) すでに明らかなように，本稿では， しばしば単純に対置される観察/理解という区別を，

ファースト・オーダー/セカンド・オーダーという区別に置換している.ただしこれは，ファー

スト・オーダーに対するセカンド・オーダーの， ヒエラルキカルな優位を意味しない.セカン

ド・オーダーも，別の観察から見ればファースト・オーダーの観察のひとつである. したがっ

て，理解とは観察の一種に過ぎないのだといえる.

(9) 参考までに，京都で聞かれたシンポジウム席上でのルーマンのつぎの発言も見よ.rそれか

らマックス・ヴェーパーに関する'議論ですけれども，このマックス・ヴェーパー解釈の議論に

私は一度も参加したことがございませんし，今後も参加するつもりはありません.この議論に

は基本的な誤謬があります.それはマックス・ヴェーパーは一人であったという間違いであり

ます.実際には何人ものマックス・ヴェーパーがいたのです.つまりマックス・ヴェーパーは

様々なことを言っている何人ものマックス・ヴェーパーの集合体だった訳で，どの解釈が本当

のマックス・ヴェーパーであったかというような議論はちっとも面白い議論ではなくて，誰で

もがすきなものを持ちだしてくればいい訳ですJ(河上編 1991: 92). この発言はルーマン自身

にも適用可能だろう.

仰 とくにヨハネス・フォン・クリース (Johannesvon Kries)の確率論を援用したヴェーパー

の構想、の全体をここで追うことはできない.さしあたりヴェーパー自身による客観的可能性判

断についての詳しい説明としては，エドワルト・マイヤーの歴史学に対する批判論文 (Weber

1982= 1988)を参照されたい.ひとつの示唆をしておけば，ヴェーパーはこのなかで，確率に

関するラプラス流の定義を，無知ではなく知識に由来するものとして積極的な観点から変更す

る.彼が知識として挙げるのは，事実に関する存在論的知識と，経験的規則に関する法則論的

知識とである.これはそれぞれ個性記述と法則定立に対応すると考えてよいだろう.そしてこ

.の両者が合わさって判断されるのは，あくまでも程度段階として一般的な規則性を持った因果

連関の可能性である.

ωLuhmann (1992， 1990: 133 -5 [土方・大津訳 1996: 126-8]) も参照されたい.ルーマン

によってフェルスターら自然科学者から採用されたこの固有値という用語は，それが一種の安

定性を指すという点では，人文・社会科学上の「価値J概念と，さしあたり何の相違もないと

さえ言えるように思われる.偶然性は，複雑な近代社会を動態的に安定させるひとつの価値で

ある.別様でもありうるという近代固有の価値が，学問を含めさまざまなシステムに作動を継
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続させ，まさにそれによってシステムを安定させている.

ω 偶然性はただちにニヒリスティックな相対主義を帰結しない.そのためにはむしろあらゆる

ものを同時かっ等価に顕在化しうる神のごとき視点、が必要になるだろう.これに対してシステ

ムの場合，まさにその問題視角自体の偶然性ゆえに，比較可能な選択肢の幅は自ずと限定さ

れる.それ以外の可能性(盲点!)は別様のパースペクティヴからでしか見ることはできない.

偶然、性を飼い慣らすのは必然性ではなく偶然性なのである.

ω 最後に付け加えておけば，ルーマンの理論は認識の閉鎖性と自律性を主張し，さらには偶然

性も包摂しているがゆえ，彼の信奉者たちがその理論に準拠しようとすればするほど，彼らも

また自らの理解の必然性を主張しうるような準拠などしていないことになる.これはルーマン

のパラドックスとでも呼ぶべきだろうか. しかしルーマン亡き現在にあって，にもかかわらず

彼の理論からの新たなる再生産を駆動するものがあるとすれば，それはまさしくこのパラドッ

クスだろう.
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