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要　旨

本稿は、日本の家族研究における、M・ヴェーバーの「ピエテート（Pietät）」概念の

受容のあり方を、戸田貞三と川島武宜の著作を中心に検討する。M・ヴェーバーの「ピ

エテート」概念は現在、「家」制度における権威服従関係を支える意識として理解され

ている。戸田と川島はそれぞれ、家族研究における「ピエテート」概念の受容の先駆者

であった。検討の結果、戸田と川島は「ピエテート」概念を、戦前の「家（家族制度）」

の権威服従関係と情緒的関係の関連を論じるために用いていたこと、そしてその関係

は、「近代家族」の情緒的関係とは性質を異にすることが明らかになった。結論部で

は、「日本型近代家族」を「家」と「近代家族」の二重構造と捉えて分析する場合は、

情緒概念が歴史的変遷を含め、多義的であることを認識することが必要であることを示

した。

キーワード：日本型近代家族、ピエテート、家

1．はじめに

1980年代から90年代にかけて、西欧社会史研究が日本の家族研究に導入される過程

で、家族史研究においては、「家は近代家族か？」という問いがひとつのテーマとなっ

た。「家」の「近代性」については様々な議論がなされたが、そのなかでも、母性愛な

ど、家族の情緒的関係の発生は「近代家族」の特性と位置づけられ、「家」における「近

代性」の表出を示す有力な根拠のひとつとされた。こうした議論は、「家」を権威服従

関係が支配する「封建遺制」とみなしていた、従来の枠組みを再考する契機となった 1）。

社会史研究の受容が、近代日本の家族を対象とした歴史社会学的研究に、多くの実り

をもたらしたことは周知の通りである。しかし一方では、その受容の初期から、戦前の

「家」を論じる従来の家族研究との接合が問題化されてきた（牟田 1996；落合 1996；

米村 2011）。そこで本稿では、その接合を目指して新たな視点を導入したい。それは、

現在では「家」制度の権威服従関係を支える「恭順」の意識と位置づけられている、
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M・ヴェーバーの「ピエテート（Pietät）」概念の受容のあり方を検証することである。

なぜならこの概念は、戸田貞三と川島武宜によって、戦前の「家族」の情緒的関係を論

じる際に、家族研究に導入されてきた経緯があるからである。

たとえば戸田は、主著である『家族構成』（[1937]1993）において、家族の普遍的な

定義を目指して、「ピエテート」を「従属」2）と訳し、以下のように述べている。

「現実にあらはれて居る夫婦又は近親者の共同に於ては常に何程かの程度に於て共

産的傾向があらはれて居る。此等の共同に於ては愛情に基いて生ずる信頼感が人々

の内にあらはれ、相互の間に従属的関係が形造られる（…）此意味に於てマック

ス・ウェーバーの所説は家族の集団的性質の一大要点に触れて居ると云はれ得る。」

（戸田 [1937]1993：28-29）

一方、川島は「日本封建制のアジア的性質」（[1947]1983）という論考において、漁

村や花柳界などにみられる、戦前の擬制的親子関係を批判するにあたって、「ピエテー

ト」を「恭順」3）と訳し、以下のように述べている。

「もろもろの経済外的強制の・家族的恭順関係への擬制は、（…）社会関係を停滞さ

せる方向にはたらく。（…）このような社会構造のもとにおいては、経済外的強制

は独立にそのようなものとしてあらわれないで、家族的恭順＝親和関係の衣におお

われ、家族的恭順＝親和関係に転化される。経済外的強制は、牧歌的な情緒的な人

間関係として意識の前面にあらわれる。」（川島 [1947]1983：35）

ここでまず確認したいのは、戸田も川島も、「ピエテート」を、「従属」や「恭順」と

いった権威服従関係を指す言葉に翻訳しながら、「愛情」や「親和」のような、情緒を

あらわす言葉と接合させて、戦前の「家族」について論じていることである。だとすれ

ば、そこで論じられていた情緒的関係は、「近代家族」の枠組みでは捉えきれない要素

も含まれていたのではないだろうか。特に、川島が例示としてあげている花柳界など

は、「近代家族」とはおよそ異なる空間である。

家族史研究における、「日本型近代家族」の解明については、「近代性」と「前近代

性」が入り混じる「重層性」に着目する必要がこれまでも指摘されてきたが（牟田

1996；落合 1996）、こうした枠組みのもとでも、家族の情緒的関係は、「近代性」の要

素として一義的に把握されがちであった。しかし、戸田と川島の上記の引用からは、

「近代家族」にとどまらない、戦前の「家族」の多様性と、その情緒的関係がみえてく

る。デビッド・ノッターは、日本の近代家族論について、「戦前日本の家族の『近代的』

性格を指摘するためか、欧米の『近代家族』との共通点ばかりが強調され」（ノッター

2007：178）たと指摘している。「日本型近代家族」の解明のためにはまず、家族の情緒

的関係を、「近代家族」の特性と一義的に把握せず、従来の家族研究との接合を目指す

ことが必要となるのではないだろうか。そのためには、戸田と川島の議論の中心概念の



131

ひとつである「ピエテート」概念に着目することが、ひとつのステップになると思われ

る。

家族社会学においては、戸田貞三は日本における実証的な家族研究の定礎者として、

川島武宜は戦後の民法改正時における「家族の民主化」の理論的推進者として、という

位置づけが一般的である。戦後家族社会学への両者の影響の大きさはこれまでも指摘さ

れてきたが、両者の理論が比較検討されることはあまりなかった。本稿が着目するの

は、両者が家族研究における、M・ヴェーバーの「ピエテート」概念の受容の先駆者で

あったということである4）。現在「ピエテート」概念については、川島が用いている

「恭順」という訳語が定着しているが、社会学において「家」の家父長制を、ヴェー

バーなどの理論を用いて論じた嚆矢は戸田であったとされる（長谷川 1987；内田

1990）。そして両者は上述のように、「ピエテート」概念を、「家族」の情緒的関係を論

じる際に用いていた。両者の学説の異同を検討すれば、「ピエテート」概念と、彼らが

対象とした戦前の「家族」のあり方、および後続の研究との関連が、より多面的に明ら

かになると思われる5）。

本稿では以上のような関心のもと、戸田と川島を中心として、家族研究における「ピ

エテート」概念の受容のあり方を検討する。要点となるのは、彼らが「ピエテート」概

念を用いて論じていた、「家族」の情緒的関係を明確化していくことである。

2．「ピエテート」とは？

本稿はこれから、戸田と川島が描いた家族の情緒的関係と、ヴェーバーの「ピエテー

ト」概念の関連について焦点をあてていくが、ここで簡単に「ピエテート」について整

理しておきたい6）。戸田と川島が依拠しているのはともに、『支配の社会学』（1956＝

1960）における、「家産制 Patrimonialismus」を支える意識（エートス）とされる「ピ

エテート」である。「家産制」とは、ヴェーバーが正統的支配の類型として打ち出し

た、「伝統的支配」、「カリスマ的支配」、「合法的支配」において、「伝統的支配」のなか

に位置づけられているものである。ヴェーバーの記述においては、オリエントや古代ア

ジアが「家産制」の例示としてあげられている。この「家産制」のもとになるのが、

「家共同体（Hausgemeinschaft）」であり、「権威 Autrität」と「ピエテート」の源泉とさ

れる。ヴェーバーによれば「ピエテート」は、妻に対する夫の肉体的な優越から、ある

いは幼子にとっての親や、奴隷と主人の関係のように、保護―被保護の関係から、自然

的に発生するものである。それは、「原理的に、現実の血縁関係（…）にもとづいてい

るわけではな」（Weber 1956＝1960: 144）く、その「ピエテート」が「権威」を構成す

るとしている。そして、こうした土壌から発生する「ピエテート」によって、「家共同

体」は以下のような特徴を有するとされる。

「家共同体はピエテートと権威の原生的な基礎であり、家の外部のあまたの人間共

同体の基礎である。（…）家共同体は、その『純粋な』姿（…）においては、経済



132

的にも人格的にも、外に対しては連帯性と、内に対しては日用品の共産主義的な使

用＝消費共同体（家共産制）とを意味し、この両者を厳格に人格的なピエテート関

係の基礎の上に不可分の形で統一している。」（Weber 1956＝1960：147-148）

これからみていくが、戸田と川島が、ヴェーバー理論の受容の際に重視した論点は、

これまでの引用にほぼ全てあらわれているといえる。要点となるのは、「ピエテート」

が「権威」に帰依する意識であること、そしてその関係は血縁に限定されずに、「共産

主義的」な傾向をもつ「家共同体」を支えるということである。しかし、上述の引用に

おいては、「人格的な」といった記述はあるものの、「ピエテート」が情緒的な心情を指

すと明記されているとはいい難い7）。

ここで注目すべきは、『支配の社会学』の訳者である世良晃志郎が、上述の引用に訳

注というかたちで、情緒に重きを置いた自身の解釈を追加していることである。世良は

続けて、「したがって、ウェーバーの云うピエテートとは、大まかに云って『肉親の情』

ともいうべきものであり、それは、長上に対しては『孝悌恭順』の情として、同胞に対

しては『兄弟愛』・『肉親愛』として現われる」と差しはさんでいる（同上）。おそらく

世良は、「人格的」な要素を強調するヴェーバーの記述を、日本の読者に理解しやすく

解説したのだと思われるが、これは当時の社会科学者が「ピエテート」概念を、情緒を

あらわす言葉として受容したことを示すひとつの証左となろう。そして本稿がこれから

みていくのは、世良と同様に、戸田や川島もまた、ヴェーバーの「ピエテート」に自身

の解釈を加味しながら、「家族」の情緒的関係を論じていたということである。

大塚久雄のまとめによれば、「最初の古代オリエント社会の構成原理だったのが純粋

家産制であり、それを人々の意識の内面で支えていたエートスが家族的『ピエテート』」

であり、それはギリシャ、ローマの文化があらわれていく過程で、「次第に弱められ、

薄められて」いく。そして、西欧近代の資本主義文化では、「遂に『ピエテート』は前

景からは姿を消し去」られ、「ビュログラフィー（官僚制）あるいは経営体を内面から

支える合法性
0 0 0

という形式的な原理が、人々の意識の表面に出てくる」ことになった（大

塚・川島・土居 1976: 198-199）。つまり、ヴェーバーの理論においては、「ピエテート」

は基本的に、古代アジアなどに典型的にみられた、歴史上のものとして位置づけられて

いる。こうした性格をもつ「ピエテート」および「家産制」が、世良の訳注にみられる

ように、戸田や川島をはじめ、多くの社会科学者にとっては、戦前期の「家族」の情緒

的関係を論じるための、リアリティのある理論として映っていた。そうしたリアリティ

はおそらく、現代ではすぐには想起できないものとなっている。こうした情緒的関係に

対する視座の変化を踏まえたうえで、戸田と川島の家族論をみていきたい。

以下ではまず、戸田が「ピエテート」概念を「従属」と訳して著した『家族構成』を

中心に、彼の家族論を検討する【3】。次に、川島が「ピエテート」を「恭順」と訳して

論じた諸論考を検討する【4】。そして、戸田と川島の議論と、後続の研究者との関連か

ら、家族研究における「ピエテート」概念の受容の経緯をおっていく【5】。最後に以上

の検討をふまえて、近代日本における家族の情緒的関係を捉えるための視座について言
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及する【6】。

3．「ピエテート＝従属」と「感情的融合」―戸田貞三

1 ）「家共同体」としての「小家族」

戸田がヴェーバーの理論を参照しているのは、主著『家族構成』である。同書は、理

論研究である第一章「家族の集団的特質」と、国勢調査を利用した計量研究である第二

章「我国の家族構成」という構成となっている。戸田は第一章で、ヨーロッパの文献の

検討から、「家族は夫婦、親子並びにその近親者の愛情に基く人格的融合であり、かか

る感情的融合を根拠として成立する従属関係、共産的関係である」（戸田 [1937]1993：

61）という著名な家族定義を導き出している。先に指摘したように、この「従属」が、

「ピエテート」の訳語とされている。

戸田は家族の範囲を「近親関係にある少数の人々の感情融合に基く小集団」（戸田 
[1937]1993：165）と規定しており、戦後の家族研究では「大家族」や「直系家族」に

対置される、「小家族」の理論家として位置づけられてきた（上野 1984）。また「感情

的融合」というように、家族の感情的側面を重視していたため、後年になって、家族機

能論（森岡 1993）や近代家族論（千田 1999）との類似性が指摘されるなど、その先見

性が評価されている。森岡清美が戸田を評して、「日本都市家族の新しい潮流に掉さし

て家族論を構築した」（森岡 1993：169）と述べているように、戸田が描いた家族とそ

の「感情的融合」は、戦後に大衆化していく「核家族（近代家族）」と重ねられて、し

ばしば理解されている。

これらの指摘は戸田の家族論に新たな照明をあてたものである。とはいえ、「ファミ

リーという言葉と日本でいう家という言葉がどうもぴったり一致しない」（戸田 
[1953]1993：180）という関心からはじまる戸田の家族研究は、喜多野清一も述べるよ

うに、「当時すでに近代化していた欧米のファミリーとまだ伝統的な性格を残していた

日本の家との、集団的性質に見られるさまざまな差異への着眼」（喜多野 1976：228）

からはじまったものでもある。とすれば、戸田が述べる「感情的融合」には、当時まだ

支配的だった「伝統的な性格を残していた日本の家」の要素があらわれているのではな

いか。本稿ではさらに、ヴェーバー理論との関連から、戸田の「感情的融合」の多面的

な性質を見出していきたい。特に注目する点は、戸田の家族論においては、「家」にお

ける権威服従関係と「感情的融合」が結合していること、そして「感情的融合」が、

「恋愛」など「近代家族」の発生の要件にとどまらないことである。

まずは、戸田の家族定義とヴェーバー理論の関連を確認したい。戸田が「家共同体」

の議論を参照した点は、彼の家族定義にもあらわれている「共産的関係」についての解

説である。戸田はヴェーバーの記述を引きながら、以下のように述べている。

「マックス・ウェーバーは之（家共同体）を人格的従属関係に基く共同であると観

ながら、此共同に於ては事物の生産又は消費に共産的傾向があるとし、殊に消費に



134

於ける共産的関係は如何なる家族にも観られる一大特質なりとし、此特質に重きを

置いて家族を経済的の共同即ち扶養の共同なりと考へた。8）」（戸田 [1937] 1993：

28, 括弧内筆者）

ヴェーバーは上でみたように、「家産制」の基礎となる「家共同体」について、「家共

産主義（Hauskommunismus）」の性質を有するとしている。戸田は多くの論者の学説を

援用しながらも、「経済的共同の形」については、「マックス・ウェーバーの所説によっ

て大に補はれなくてはならぬと考へられる」（戸田 [1937]1993：38-39）と述べてお

り、「共産的関係」についてヴェーバーの理論を重視していたことがうかがえる。

もっとも戸田は、『家族構成』を執筆する以前から、家族の「共産的関係」を論じて

いる。たとえば1922年の論考である『私有財産問題』には、「家族の扶養義務」という

項目がある。ここで戸田は、日本の古代史をひきながら、「家族協同生活体」としての

家族を論じ、近代社会においても、「長い間に出来た慣習に基いて、家族の扶養、即ち

社会的人口の養育と云ふ事を、家族団体が引き受けたのである」（戸田 [1922]1993：

280）と述べている。このように家族を、相互扶助を行う「共産的関係」と描く傾向

は、戸田の初期の著作から一貫していたものでもあった（石黒 2007）。

またこうした「共産的関係」の強調は、戸田の近代社会観と対応しているものでもあ

る。戸田によれば、「近代人は数多くの社会関係を家族の外側に形造りつつあるが、

此等の社会関係は多くの場合利益社会関係的性質の強いものであり、人々を功利的打

算的に結びつけるのみにして、深く感情的人格的に結びつけることは少い」（戸田 
[1937]1993：167-168）。戸田にとっては、こうした「打算的関係」の対極にあるものが

家族であった。

以上にみたように、戸田においてヴェーバーの理論は、基本的には家族の「共産的関

係」を論じるためのものである。また本来は「家産制」を支える意識（エートス）を指

す「ピエテート」を、「従属」と訳していることからうかがえるように、「ピエテート」

は「権威」との関係性をあらわす言葉として用いられ、心理的側面については「感情的

融合」とは別個の概念として措定されている。しかしそれらは、「感情的融合を根拠と

して成立する従属関係、共産的関係」と、戸田の家族定義で述べられているように、不

可分に結合しているものでもある。

また戸田は、ヴェーバーの「家共同体」の要素を取捨選択して用いている。ヴェー

バーの「ピエテート」は、上にみたように血縁関係にとどまらないものであったが、戸

田は養子など、非血縁者に対しては、「如何にしても、実親子でない者の間に実親子間

に於けると同様なる感情融和は起り得ない」（戸田 [1937]1993：83）と述べている。後

述するが、この点はまず、戦前の擬制的親子関係を論じるためにヴェーバー理論を用い

る川島と対照的である。

2 ）「家長的家族」の「感情的融合」

それでは戸田は、ヴェーバーなどから導き出した以上の立論を、どのように当時の日
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本の家族にあてはめていたのだろうか。戸田の家族定義は、ヴェーバーの「家共同体」

のように、地域や時代を限定しているものではなく、「如何なる民族の家族生活に就い

て観ても、何れの時代の家族を考察してみても」（戸田 [1937]1993：61）みられる、普

遍的なものと設定されている。そのため、「ピエテート＝従属」の要素はあらゆる家族

に普遍的なものとされる。戸田は当時の日本の家族を「家長的家族」とみなし、「家長

的家族に於ては従属関係が最も鮮なる輪郭を書いて居る」（戸田 [1937]1993：53）とし

ており、「ピエテート＝従属」の要素を強く意識していたことがうかがえる。また、「家

長的家族」に比べて従属関係が「比較的影の薄い」（同上）ものとなっているのが、欧米

にみられる「近代的家族」である。戸田にとって、日本の「家長的家族」と欧米の「近

代的家族」における「ピエテート＝従属」の差は、有無ではなく濃淡の問題であった。

「感情的融合」と「ピエテート＝従属」を接合させて、家族定義を記し、後者の要素

の濃さを日本の「家長的家族」にみた戸田であったが、両要素を緊張関係にあるものと

みる視点もあったようである。戸田は「ピエテート＝従属」について、「外部的強制に

基く服従と云ふ意味に解するならば、かかる従属関係の存在に就いては異論を唱へる人

もあるであらう。殊に近代的家族を考察の中心に置く人々は、此如き意味の従属関係を

否定せんとするであらう」（戸田 [1937]1970：49）とことわりをつけている。しかし戸

田は以下のような論理展開で、「ピエテート＝従属」と「感情的融合」を接合させてい

く。ここは、権威服従関係と一体化している戸田の「感情的融合」の性質を知るうえで

も重要であると思われる。

「併し之を相手方に対する信頼感から家族の成員が自発的に取る所の従属と云ふ意

味に解するならば、かかる従属関係の存在を否定せんとする人々は比較的少いであ

らう。（…）家族に認められる隷属関係も、其家族員が家族的共同を続けて居る限

り、次第に感情的自発的に生ずる従属関係へ転化する傾向を持って居る。何故なら

ば人々が家族的共同を形造り、直接相接触して日常生活の行事を共にして居る限

り、互に相手方に対して親しみの感情を持つやうになり、（…）かくして元来は外

部的強制に基く支配服従の関係であったものも、次第に自発的に自己を相手方へ投

入せしめんとする従属関係へ移り変り易くなるからである。」（戸田 [1937]1970：

49-50）

家族の内部が権威服従関係であれば、「感情的融合」が困難になるという議論を認め

る視点が戸田にはあった。しかし戸田は以上のような立論で、たとえ「外部的強制に基

く服従」であっても、家族生活を続けているうちに、「感情的自発的に生ずる従属関係」

へ転化していくことを主張した9）。こうした基準にたてば、当時の日本の「家長的家

族」における権威服従関係が維持されたままでも「感情的融合」を形成することが可能

となる。戸田は、権威服従関係自体を美化していたわけではないが、それを「感情的融

合」に包摂していた。後述するが、非血縁関係とならび、この「自発的」というキー

ワードをめぐっても、戸田と川島の「ピエテート」概念の用い方は分かれることになる。
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そして上述の説明のような生活の共同から発生する「感情的融合」は、権威服従関係

だけでなく、恋愛にもとづかない「政略結婚」によって生じる夫婦関係にもあてはめら

れている。戸田によれば、「家族員が或る程度の共同を続けて居る限り、成員は相互に

信頼的態度を取るやうになり易くなる。初めは所謂政略の意味にて婚姻した者が、次第

に離れ難き結合をなすに至るが如きは、此事情に由るものである」（戸田 [1937]1993：

119-120）という。媒酌結婚と明示的に述べているわけではないが、「（夫婦の）愛情の

発生は結合成立以前になくして、結合成立後に生ずる場合が頗る多い」（戸田 
[1926]1993：6, 括弧内筆者）というのは、『家族の研究』（[1926]1993）で述べられてい

る戸田の観察である。

3 ）多面的な「感情的融合」

こうして戸田の記述をおっていくと、「感情的融合」は「近代家族」の要件にとどま

らないことがみえてくる10）。E・ショーターなども指摘する、産業社会の進行とともに

発生する、家族の情緒的絆の強調という意味でならば（Shorter, 1975）、『家族構成』に

おいても戸田は、「家族は近代的産業機関の如く特定の業務遂行の為に打算的に形造ら

れた機関ではなく、その作業形式を此如き機械化と能率化とに徹底せしめる為には余り

に感情的人格的集団である」（戸田 [1937]1970: 386-387）と述べており、近代家族論と

も親近性がある。しかし戸田の「感情的融合」は、あらゆる時代や地域に普遍的に見出

せるものとして設定されたものであり、「ピエテート＝従属」の要素が色濃く出ていた

ものだった。

戸田の家族論における、ヴェーバー理論の受容の特徴は、「家共同体」にみられる

「共産的関係」を重視していることである。「ピエテート」は「従属」と置き換えられ、

「共産的関係」を支える「感情的融合」に組み込まれた。戸田の「感情的融合」は、権

威服従関係といった、当時の日本の「家長的家族」における制度的な側面と一体となっ

ていた。

そして戦後、ヴェーバーの理論は、戸田と同様に「家産制」の記述に着目されながら

も、全く違う用いられ方をされていくことになる。

4．「ピエテート＝恭順」と「家族主義的親愛」―川島武宜

1 ）戦時中の疎開体験

戦後の社会科学において戦前の「家（家族制度）」11）は、家族国家イデオロギーに加

担した、「封建遺制」として批判されるようになった。川島武宜もまた戸田と同様に、

ヴェーバーの「家産制」の記述に着目して、戦前の「家（家族制度）」を論じている

が、それは、戦前日本の「家（家族制度）」における権威服従関係を問題化するためで

あった。ひとことでいえば、川島は戸田とは対照的に、権威服従関係が「自発的」な情

緒的関係に転化することを批判するために、「ピエテート」を「恭順」と訳し、用いて

いた。以下では川島のヴェーバー理論の受容を、彼の戦時中の体験からおっていきたい。
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川島が「ピエテート」に着目したのは、経済学者の大塚久雄とともに、戦時中に相模

原の農村に疎開した際のことである。大塚はその時期の体験について、川島と精神科医

の土居健郎との鼎談のなかで、以下のように述べている。

「西洋の社会科学、特に欧米の社会科学が前提にしている人間行動のタイプという

ものは、どうも日本人のそれと食い違うところがある。そういうことを、（…）特

に戦争の間に、疎開地でそれこそ、いやというほど味わわされた。何かが違ってい

る。それは何だろう。というわけで、ますますパトリモニアリスムスの部分を一生

懸命に読んだのでした。そして、『家産制支配』を支えている正当性意識、つまり

『ファミリエン・ピエテート』（Familien Pietät）、これを川島さんは『家族的恭順』

と訳されたんでしたが、その『ピエテート』が当時農村の人々の間にまだまだ純粋

型に近い形で見られるということに、はっきりと気づいてきたんです。」（大塚・川

島・土居 1976: 22）

戦後まもなく、大塚はヴェーバーの理論を用いて当時の農村を「魔術の園」になぞら

え、日本社会の近代化を主張する「魔術からの解放」（ [1947]1969）という論文を執筆

する。同論文で「ピエテート」は、戦前日本の「家族主義」の土台となる、「秩序を支

えるところの心理的雰囲気」（大塚 [1947]1969: 229）を指す言葉として用いられてい

る。

現在の日本の社会科学では、「ピエテート」は「恭順」と訳され、「封建遺制」である

「家（家族制度）」を支えた意識を指す言葉として用いられることが多い。大塚によれ

ば、「日本では、ちょうどそのころからヴェーバーの業績をその『家産制支配』の部分

から読みくだいていくような研究の流れが始まった」（大塚・川島・土居 1976： 20）と

いう。「恭順」という訳語をはじめ、そうした流れを形成し、「家（家族制度）」批判を

体系化した嚆矢は川島であった。

2 ）「ピエテート＝恭順」と主体性

1946年に発表された「日本社会の家族的構成」にはじまる、戦後の川島の一連の論

考は、ひとことでいえば、新たに目指すべきとされた民主主義社会に求められる、「主

体的な個人」の原理を、家族関係にも適用するという主張につらぬかれているといえる

（川島 [1948]1983）。川島によれば、戦前の「家（家族制度）」は「戸主と親と夫との権

力を中心とする権力服従関係」（川島 [1957]1983c：123）であり、「主体的な個人」の成

長を阻むものだった。そして、「ピエテート＝恭順」は、「Pietätは自己の無力・無主体

性の自覚に基づく無条件的な人心の従属の意識」（川島 [1957]1983a：194）と位置づけ

られ、大塚と同様に、戦前の「家（家族制度）」の権威服従関係を支える意識とされて

いる。本稿において問題となるのは、このような解釈がなされた「ピエテート＝恭順」

が、「家（家族制度）」における情緒的関係と、どのように関連するかということである。

ここで着目したいのは、先に紹介した世良晃志郎の訳注をはじめ、敗戦直後の社会科
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学における「ピエテート」概念の受容者たちは、それを一種の情緒をあらわす言葉とし

て受け止めていたということである。特に大塚久雄は1976年の鼎談で、「彼（ヴェー

バー）が純粋な『ピエテート』の内容として『やさしさ』を考えている、そういってよ

いかと思われます」（大塚・川島・土居 1976: 66，括弧内筆者）と、「やさしさ」を強調

した解釈を加え、「ピエテート」概念の理解を試みている。その「やさしさ」の根拠と

なっているのは、ヴェーバーも「家産制」の記述で例示している、オリエントにおける

奴隷制度のあり方である。ヴェーバーによれば、オリエントの家父長制における奴隷

は、ギリシャやローマにみられる「合理的な搾取の対象となった」奴隷よりも、家族構

成員として扱われるなど、「はるかによく保護されていた」（Weber 1956=1960：147）。

大塚はこのように、権威服従関係がありながらも、その関係を緩和するところに、「ピ

エテート」の「やさしさ」をみていた。

川島が着目したのもまた同様の箇所だった。そして、ヴェーバーの「家産制」におけ

る奴隷制度を、戦前日本社会の擬制的親子関係に見出し、権威服従関係が情緒的関係に

転化していくことを論じたのが、1947年に発表された、「日本封建制のアジア的性質」

である。

3 ）「家族主義的親愛関係」への転化

敗戦直後の川島の著作において「恭順」という言葉は頻繁に見出せるが、同論文は

ヴェーバー理論の影響がもっとも顕著にあらわれているもののひとつである。川島はこ

こで日本社会を「アジア的」な社会と位置づけ、ヴェーバーの「家産制」の記述を参照

しながら、戦前日本の擬制的親子関係について論じている。対象となったのは、漁村に

みられる「ナンキンコゾウ」と、花柳界における芸者と抱主の関係であった。注目すべ

きはその支配関係を支える「ピエテート＝恭順」が、情緒的な要素が加味されながら、

以下のように位置づけられていることである。

「経済外的強制の重点は、現実の現象においては、現実的な暴力ではなくして、家

族的な親和的な精神的雰囲気たる『恭順』に存在し、あたかも現実的な力による強

制がまったく存在しないかのような外観を呈する。」（川島 [1947]1983：21）

このように、川島にとって「ピエテート＝恭順」は、権威服従関係を覆い隠す「家族

的な親和的な精神的雰囲気」だった。「ピエテート＝恭順」の発生は、ヴェーバーにな

らい、妻に対する夫の肉体的優越や、幼年時代の子と親との庇護関係、そして主人の勢

力の外には出られないという家族構成員の事情などから、自然発生的に生じるものとさ

れている。もちろんその「ピエテート＝恭順」は、「権威」の基礎を構成するものであ

り、川島の批判対象である。

そして川島が問題化したのは、こうした環境から発生する、本来は外部的な強制とし

て意識されるはずの「権威」と「恭順」の関係が、「自発的」になされることだった。

戸田貞三はさきにみたとおり、「ピエテート＝従属」を「自発的」なものとみなすこと
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で、「感情的融合」のなかに組み込んでいた。しかし川島にとっては、まさに「自発的」

であるかのように形成された権威服従関係が、情緒的な関係に転化していくことが問題

であった。川島は芸者と抱主の関係を例として、その問題を以下のように論じている。

「もっとも重要なものとして、家族制度的権威＝恭順の意識による強制がある。

（…）経済外的強制は、もっとも支障なく、自発的服従によるかのごとくに、強制

のあとをとどめないで、行われる。（…）まことに注目すべきことに、まったく相

矛盾する二つの原理が、すなわち奴隷制的な強制と、家族主義的親愛とが矛盾なく

統一されているのである。その結果、奴隷制的な強制は、直接にそのようなものと

してあらわれないで、家族主義的親愛関係に転化
0 0

し、或いは家族主義的親愛関係に

おおいかくされ
0 0 0 0 0 0 0

てしまう。」（川島 [1947]1983：30-31）

川島にとって「ピエテート＝恭順」は、あくまで「権威」に強制されるものであり、

新たに目指すべきとされた「民主主義」を支える「主体性」とは相反するものであっ

た。奴隷的な支配関係をある程度緩和する「やさしさ」が伴う、ヴェーバーの「家産

制」の理論は、こうした川島の観察を記述するためにも有用であった。いうまでもなく

川島が対象とした、漁村や花柳界などにみられる擬制的親子関係は、「近代家族」とは

およそ異なる空間における関係性であるが、そこでみられる情緒的関係こそが、戦前の

「家族主義的親愛」の典型とみなされていたのであった。

川島の家族論における、ヴェーバー理論の受容の特徴は、戦前日本の「家（家族制

度）」をヴェーバーの「家共同体」と同列にみなし、そこでの権威服従関係を顕在化さ

せることにある。「ピエテート＝恭順」は、川島が見出した、戦前日本の「家（家族制

度）」における、情緒的関係と権威服従関係の結合を論じるための理論であった。

戦後、川島が対象とした「家（家族制度）」は「制度」としては解体することとな

る。そして高度成長が進み、「核家族」が日本社会の支配的な家族像として定着してい

く過程で、「ピエテート」をめぐる戸田と川島の議論も、次第に後景に退いていく。以

下では「ピエテート」概念の受容者であった戸田と川島の学説と、後続の研究者との関

連から、家族研究における「ピエテート」概念の、その後の受容の経緯をおっていきた

い。

5．「ピエテート」のゆくえ

戦後の家族社会学は、戸田が戦前期に着手した、小集団としての家族の実態を、実証

的に解明する方向に向かっていったとされる（池岡 2009）。それでは、都市の小家族を

対象とすることが多くなった戦後の家族社会学において、「ピエテート＝従属」と一体

となった戸田の「感情的融合」はどのように受容されていったのだろうか。

まずは、1948年の論文である「家族研究の回顧と展望」で、戸田の家族研究を戦後家

族社会学のあるべき方向として位置づけた小山隆である。小山は、戸田の家族研究を継
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承しているものの、戸田の「感情的融合」からは、次第に距離をとっている傾向がみら

れる。小山の問題意識の推移をおった森岡清美によれば、小山の家族論は、敗戦直後の

段階では、「没我融合の世界」など、「戸田貞三の影響下にある学界の定説めいたものが

説かれて」いたが、次第にそうした要素を外していき、60年代以降は、「戸田流の主情

的雰囲気云々の説明は脱落し」ていった。森岡によれば、「家族の本質を形而上学的に

問うことに対して、小山はがんらい禁欲的であった。だから戸田流の家族論が乏しいの

である」ということである（森岡 1974：345-346）。

「ピエテート」と「感情的融合」の継承という点に関しては、有賀・喜多野論争にお

いて、戸田の家族論を擁護したとされる喜多野清一が注目に値する。喜多野は戸田の

「感情的融合」とヴェーバーの「家産制」の理論を参照し、「家」における「人格的な結

合」（喜多野 1976: 147）を「ピエテート」による結合として捉えた。しかしその結合

は、核結合と位置づけられた「家族」の情緒的関係とは区別されている。それはたとえ

ば以下の記述に見出せる。

「私は日本の家は家父長制の伝統をもつ家族であると考える。しかし家も家族に他

ならない。（…）傍系成員や非血縁成員が核的結合をなしてこの家に包含されてい

るばあいでも、家権威に対するピエテートにおいての承服があるならば、家の統合

は保ちやすい。しかしこのような家の統合の中にあっても、核結合の固有の機能は

―程度の差こそあれ―作用している。たとえば夫婦親子の愛情的睦み合い、特

定の扶養、相互の精神的安定などは核結合の中で営まれている。」（喜多野 1976：

156）

上記の記述をたよりにすれば、喜多野においては、核結合の「家族」にみられる「夫

婦親子の愛情的睦み合い」と、「家」における「ピエテートにおいての承服」は区別さ

れているといえる。戸田の家族定義は、「愛情に基く人格的融合であり、かかる感情的

融合を根拠として成立する従属関係」というように、「愛情」と「従属関係」が結合し

ていた。喜多野はいわば戸田を継承しつつも、戸田においては相対的に未分化だった

「愛情」と「従属関係」の要素を、前者を核結合である「家族」に、そして後者を「家」

の要素として分別したともいえよう12）。

1983年には、現在でもしばしば引き合いに出される森岡清美の家族定義が『新しい家

族社会学』に載せられた。そこで「家族」は、「夫婦・親子・きょうだいなど少数の近

親者を主要な構成員とし、成員相互の深い感情的包絡で結ばれた、第一次的な福祉追求

の集団である」と定義されている。森岡は「感情的包絡」に着目した研究者の嚆矢とし

て戸田をあげているが、戸田の家族定義にあった「ピエテート＝従属」の要素は、重視

されなくなっている13）。

以上のような、戸田家族論の継承の大まかな傾向と並行して、戦後の社会科学者が問

題化した「家族制度」の実態も変容していった。川島は、「ピエテート＝恭順」の典型

を見いだした擬制的親子の慣行が、戦後に姿を消していったことについて、森岡の家族
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定義がなされた年と同年の1983年に、驚きをまじえつつ以下のように述べている。

「戦後、占領軍当局のきわめてきびしい取締りのもとに、古典的な形態の奴隷のみ

ならず、家父長制的な家族的擬制を伴う奴隷の社会関係も、急激に消滅させられ

た。おそらく今日では、そのような形態は、もし存在するとしても日本社会の片隅

にひそかに法の目をくぐってしか存在し得ないであろう。しかし、戦前にはそうで

はなく、公然とそのような家父長制的奴隷制が存在していたのであった。私は、今

日もなおアジアの他の社会にはこのようなものが存在することを聞き、非常に悲し

く思うと同時に、日本でこのようなものがほとんど消滅してしまったことに驚きさ

え感ずるのである。」（川島1983：442）

川島をはじめとした民主化論者の理論もまた、敗戦直後から時代を経るにつれて説得

力を失っていった。渡辺洋三によれば、1960年前後から、核家族という「基礎単位と

しての近代市民家族」が日本に定着していく過程で、「従来『家族制度』の解明・批判

を理論的課題としていた家族理論」は、その後の展開が混迷していったという（渡辺 

1973：272）。戸田と川島が見出した、ヴェーバーの「ピエテート」概念は、彼らが対象

とした「家族」の変化とともに、現在では家族の情緒的関係をあらわす言葉としては注

目されなくなっている。それでは最後に、以上の検討をふまえて、近代日本における家

族の情緒性を捉えるための視座について言及したい。

6．結論 ―「日本型近代家族」と情緒概念の多義性

本稿ではこれまで、戸田貞三と川島武宜を中心に、家族研究における、M・ヴェー

バーの「ピエテート」概念の受容のあり方をみてきた。本稿の検討でまず明らかになっ

たのは、彼らは問題意識を異にしながらも、「ピエテート」概念を用いて、戦前の「家

（家族制度）」にみられる権威服従関係と一体となった情緒的関係について論じていたと

いうことである。

戸田は「ピエテート」概念を「従属」と訳し、その要素を家族の普遍的な性質とし

て、自身の家族定義に採用していた。その定義は、戦前日本の「家長的家族」にもあて

はめられていた。「家長的家族」は「従属」の要素が強く、表面的には権威服従関係の

形を取るが、戸田の議論においてその関係は、「自発的」になされた「感情的融合」と

解釈され、情緒的な関係とされていた。

一方川島は、「ピエテート」概念を「恭順」と訳し、戦前の「家（家族制度）」におけ

る権威服従関係を批判するためにその言葉を用いていた。川島にとっては、その権威服

従関係が、「自発的」になされた情緒的関係に転化することが問題であり、「ピエテー

ト」概念はそうした関係性をあらわす際に用いられた。

戸田と川島が述べていることは、論じる対象の相違もさることながら、一種の対立関

係にあるようにもみえる。しかし両者はともに、戦前の「家（家族制度）」を射程にい
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れ、そこにおける、「近代家族」とは性質を異にする情緒的関係について論じていた。

いわば、現在では家族の情緒的関係とはみなされにくい関係性を、家族の情緒的関係と

して捉えていたといえる。そうした意味では、彼らが論じていた「家（家族制度）」が

変容していく過程と、「ピエテート」概念が家族の情緒的関係をあらわす言葉とみなさ

れなくなっていく過程は重なっているといえるだろう。

それでは、以上の検討から、「日本型近代家族」の分析について得られる示唆はなに

か。本稿が指摘したいのは、情緒概念は歴史的変遷も含め、多義的であるということで

ある。

これまで、近代日本の家族を分析する際は、従来の家族研究との接合も含めて、「家」

と「近代家族」の重層性を捉える必要性が指摘されてきた。こうした対比がなされる場

合、家族の情緒的関係は「近代家族」の特性とみなされ、「家」の権威服従関係とは切

り離されて考えられがちだった。しかし戸田と川島は「家（家族制度）」の権威服従関

係と不可分の情緒的関係について語っていた。彼らが語った情緒的関係は、「家（家族

制度）」の内部でこそ、成り立つものであった。

戸田と川島の議論は細かくおえば異なっている面もあるが、それが「近代家族」の情

緒的関係とは異なる性質を有しているという点において、すなわち「ピエテート」概念

を用いて語られうる情緒的関係であったという点で共通しているといえる。この権威服

従関係を指す「ピエテート」概念と、その受容の検証が意味をもつのは、この点におい

てである。

すなわち、「日本型近代家族」を分析する際、特にそれを「家」と「近代家族」の二

重構造と捉える場合は、「近代家族」に見られる情緒的関係を、家族の情緒的関係のあ

り方として一義的に把握しないことが必要なのではないかということである。なぜな

ら、ある時代の人々に情緒的関係として感じられていたことが、当時の言説にそのよう

なものとして語られていたとしても、それは現代のわれわれがイメージする情緒的関係

とは異なっていた可能性があることが、「家（家族制度）」を論じる、戸田や川島の「ピ

エテート」概念の受容からはみえてくるからである。情緒概念の多義性とは、われわれ

が感覚的に理解し得る様々な情緒的関係があるということではなく、われわれが情緒的

関係と思うものとは別の、情緒的関係があるという可能性のことであり、「日本型近代

家族」の詳細な分析のためには、この点が重要になると思われる14）。

今後、「日本型近代家族」を分析していくためには、より広範な資料の検討と、従来

の家族研究の知見との接合が求められよう。本稿の作業は、戸田と川島を中心とした議

論を通して、その接合を目指したわずかながらの試みである。

注

 1） 小山（1991）、上野（1994）、牟田（1996）、西川（2000）などが、こうした研究の
代表例として位置づけられている。「近代家族」の定義が各研究者によって異なる

ように、これらの歴史研究も家族の情緒的関係の発生のみを「近代家族」の特性と

捉えているわけではない。とはいえ、デビッド・ノッターが近代家族論を概括し
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て、「大正期の新中産階級における親密で情緒的な『家庭』こそが日本型近代家族

の原型であると主張してきた論者たちは、今まで主流であった、戦前の家族を一律

に近代家族と異質な『伝統的』なものとして捉えてきた枠組みを覆すことに成功し

たと言えよう」（ノッター 2007：5）と述べているように、現在では、「親密で情緒
的な」要素は、「伝統的」な要素と反する「近代家族」の重要な要件という理解が

定着しているといえる。なお、「家は近代家族か？」という問題をめぐる議論の経

緯は落合（1996）に詳しい。
 2） ヴェーバーは、『支配の社会学』（1956＝1960）において、「家共同体はピエテート
と権威の原生的な基礎であり」（Weber 1956＝1960：147）と述べており、『家族構
成』における「此家共同体は従属と権威との源泉であり」（戸田 [1937]1993：27）
という記述と対応している。また、ドイツの民俗学者であるW・H・リールの著作
に対応させながら、「家長の権威（Autorität）と家族員の従属（Pietät）とが存立す
る」（同：37）と明記している箇所もある。なお、以下引用は、原則として新字体
に直した。また引用の傍点は、特に注意がない限り、原典のままである。

 3） 詳しくは後述するが、1976年に川島は、経済学者の大塚久雄と精神科医の土居武郎
との鼎談において、「ヴェーバーの『ピエテート』の意味を知ろうと思って、ラテ

ン語の事典を見たことがあります。（…）一応『恭順』と訳してみたのです」（大

塚・川島・土居 1976: 65）と述べている。
 4） 日本の社会科学における、ヴェーバー理論の受容については、大塚編（1965）にお

さめられている諸論文、内田（1990）、Schiwentker（1998＝2013）などが参考とな
る。また、ヴェーバーの「ピエテート」概念と「家」論の系譜の関連をあつかった

研究としては、柿谷（1981）がある。本稿では特に、「ピエテート」概念の受容時
における問題意識に焦点をあてた。

 5） 「心性」に着目する社会史研究の受容から、家族の情緒的関係には注目があつまっ
たが、情緒概念についてはいくつか未整理の問題が残されている。たとえばデビッ

ド・ノッターは、日本の近代家族論の問題の一例として、“love”と“affection”の概念
的区別をとりあげ、「翻訳の問題もあって、日本における近代家族論ではこの区別

がほとんどされることなく」（ノッター 2007：194）と指摘している。また、本稿
と問題意識は異なるが、現代の夫婦関係の性愛とその「語り」を調査した永田

（2009）は、恋愛結婚と夫婦の性愛に基点を置く「近代家族」が優勢になった現代
でも、「性行動も含めた『親しさ』について語る術がほとんど準備されていない」

（永田 2009：218）と、情緒的関係を語る語彙の貧しさについて言及している。本
稿は、情緒概念の検討および分節化を、学説史からアプローチした研究とも位置づ

けられる。

 6） ヴェーバーの議論について本稿では、大塚・川島・土居（1976）における大塚久雄
の発言と、鎌田（1992）を参考にした。

 7） 大塚久雄も「『ピエテート』は『家共同態』のなかから生まれてくるといっても、
その心理的な係わり合いは十分に明らかでない」（大塚・川島・土居 1976：59）と
述べている。

 8） 戸田は、「彼（ヴェーバー）は家族（Familie）と云ふ言葉の代りに家共同体（Haus-
gemeinschaft）と云ふ用語を使用し」（戸田 [1937]1993：26）とことわりをつけ
て、ヴェーバーの「家共同体」を「家族」と訳して使用している。

 9） 「自発的」という要素の説明には、戸田はW・H・リールも参照している。なお、
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19世紀後半のリールの著作については、「競争中心の社会原理に対して伝統的な農
村社会に根をもつ民衆の自己アイデンティティを守り、社会革命の時代に抗して秩

序を確保する対抗近代の原理主義的な表象」を記したものという評価がある（若尾 
2001：55）。

10） 坂井達朗は、戸田の「感情的融合」の発生について、生活の共同からうまれる「感
情融合接触起源説」であるとしている（坂井 [1990]1993：138）。

11） 川島は「家」と「家族制度」の関連について、「いわゆる『家族制度』は『家
0

』お

よび家父長制
0 0 0 0

の二つの要素が離れがたくむすびついている家族秩序である」と

述べており、「家族制度」については「家的家父長制」と定義している（川島 
[1957]1983b：202）。

12） 喜多野はこうした問題意識について、「家を理解するためには家と家族（核）との
分ち難い結合を認めつつ理論的には別個に概念しておく必要のあることを述べたの

である」（喜多野 1976：158）と述べている。
13） 森岡は1960年代から家族社会学の教科書的テキストで、家族の定義に「感情融合」
を含め、戸田を参考文献としてあげている（森岡 1966）。本稿では、代表として
『新しい家族社会学』に載せられた定義をとりあげた。

14） 本稿は家族に情緒的関係がみられることを、「近代家族」の特性と捉えること自体
を批判するものではなく、情緒概念の多義的な理解の必要性を論じるものである。

同様の問題意識については、阪井・藤間・本多（2012）も参考になる。
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The Various Aspects of the Acceptance of the “Pietät” Concept in 
Family Studies: The Relevance of Emotion and Authority as Seen 
in the Theories of Family of Teizo Toda and Takeyoshi Kawashima

Masataka Honda

This paper examines the state of acceptance of the “Pietät (piety)” concept of Max 

Weber in Japanese family studies, with a particular focus on the writings of Teizo Toda and 

Takeyoshi Kawashima. In recent years, the “Pietät” concept of Max Weber has come to be 

understood as a consciousness supporting the authority-obedience relation in the “Ie (tradi-

tional Japanese family)” system. Toda and Kawashima were the pioneers of the acceptance 

of the “Pietät” concept in Japanese family studies. 

My examination of their works demonstrated that the “Pietät” concept was used by 

Toda and Kawashima in order to discuss the relationship between authority-obedience rela-

tions and emotive relations in the “Ie” before the Second World War. It also became clear 

that the emotive relations in the “Ie” differ from those in the “modern Japanese family.”

I concluded that it is necessary to recognize the polysemy of the concept of emotion 

in any analysis of the “Japanese modern family” within the dual structure of the “Ie” and 

“Japanese modern family.”

Key words:  Japanese modern family, Pietät, Ie


