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遊牧開始という，組織編成原理史上の分水嶺

―前 4千年紀，疑似親族原理から機能本位原理へ―

中 川　洋�一�郎
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はじめに―原インド・ヨーロッパ語族民の生成の意義―

人類は出現以来，そのほとんどの期間において，狩猟採集民として小規模の親族集団で生きてき

た．その場合，組織の統合原理は，血縁・親族などの自生的な編成原理であった．もちろん今日で

も，血縁など親族原理は依然として重要な組織編成原理だが，それに加えて，現在では合理性や効

率を追求する機能的で人為的な組織編成原理が圧倒的に存在感を増している．

では，自生的な組織編成原理を，いつ，誰が，どこで，いかなる方法で克服して，最終的に，今

日のような機能的な組織編成原理優勢の時代にまで至ったのであろうか．

定説的な理解では，定住→農耕開始→人口増→都市化・専門化→社会階層化という発展経路が想

定されている．この流れでは，およそ 1万年前の農耕開始を契機として開始した人口集積と社会的

分業の発展によって，機能的な統合原理が生成し，やがて17世紀以降の近代ヨーロッパにおいて機

能的な組織編成原理への転換が成し遂げられたというのが，大方の理解であろう．



116

しかし，自生的な親族原理のままでも組織拡大自体は不可能ではない．例えば，メソポタミアの

初期都市国家（およそ前 4・ 3千年紀）は，神殿共同体から構成されていた．神殿共同体は，神職

を首長としているとはいえ，平のメンバーたちは信徒として共同体に組み込まれていたのであるか

ら，その統合原則は疑似親族原理であった．定住 ･農耕の開始から 8千年を経過した紀元前2000年

頃まで，ヒトの組織は，疑似親族原理で拡大してきた．

一大変化は，全く別の，異次元の統合原理が生成した時に起きた．原インド・ヨーロッパ語族民

は，前 4千年紀中頃までに黒海・カスピ海北方ステップで，緬羊の大群を飼養する遊牧を開始して

いたが，家畜群を誘導して草原をさまよう，この遊牧の一団をひとつの組織と見なすと，この組織

は，《牧夫→牧畜犬→ヒツジ群》からなる見事な三階級構造を形成していた．この組織の成員は，

組織全体を統括し，全権を握る牧夫のほか，恐ろしいオオカミから家畜群を護衛するイヌたち，そ

して，最終的には屠殺されて消尽される運命にある数百頭のヒツジ群であった．イヌとヒツジ群が

この組織の成員になったのは，自生的な組織編成原理である親族原理からではない（ヒトではない

のだから，当たり前である）．牧夫が，意図的・人為的にイヌとヒツジ群が持つ機能に着目して，動

物たちを捕らえて家畜化して，組織に組み込んだのである．それまでの親族中心の自生的な組織編

成原理とは全く異なる，機能本位の組織編成原理であった．

かかる初期遊牧組織における三階級構造の形成が画期的であったのは，それまでの「ヒトが社会

をつくる」という疑似親族原理の傍らに，「社会がヒトをつくる」という機能本位原理を生成させ

ることで，組織編成原理史上での分水嶺となったことである．もっとも，この新しい組織編成原理

は，その時点では，まだ萌芽的・観念的・抽象的であった．しかし，神話の世界では，原インド・

ヨーロッパ語族民は，《三機能イデオロギー》として，その構造の斬新性に覚醒し，自らを「主権

者」として自覚し始めていた．

およそ千年にわたる過渡的時期を経て，やがて前2500年頃までに，原インド・ヨーロッパ語族民

はステップから出て，周辺地域へ浸透し始めた．彼らが他民族を征服・支配し始めると，この機能

優先の考え方は，組織編成原理として現実世界へと適用されるようになった．つまり，遊牧によっ

て，「社会がヒトをつくる」という組織編成原理が生成すると，それによって，狩猟採集・初期農

耕時代の「ヒトが社会をつくる」という組織編成原理の脇で，「社会がヒトをつくる」という機能

主義的な考え方の現実への適用が始まり，原インド・ヨーロッパ語族民による周辺地域への侵攻と

ともに，やがて組織編成原理の転換が開始した．

以下，本稿では，原インド・ヨーロッパ語族民が初期遊牧組織において形成した三階級構造が機

能本位原理の生成を促したことを論じてゆく1）．

1）　筆者は，この 3年間ほど，「ヨーロッパ文明の世界制覇，その起源と根拠」というテーマで，拙稿をい
くつか発表してきた（本論文末尾の文献目録参照）．本稿は，「前 4千年紀における原インド・ヨーロッ
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I．社会集団類型論―原初的な組織から国家という大規模組織へ―

1 ．社会的諸集団，二つの分類軸―基礎社会・派生社会

先史時代から今日まで，ヒトの組織は，長期間にわたる狩猟採集生活での小規模家族という原始

的なあり方から，国家という，今日の大規模な組織にまで大幅に拡大し，複雑化してきた．人間に

よって構成される組織の歴史に関して，社会学・文化人類学を始め，多様な領域でこれまで膨大な

業績が積み上げられてきた．ここでは，これまでの社会学において，ヒトの組織を分類する代表的

な議論として，集団類型論を取りあげよう2）．

16世紀から18世紀にかけて，ホッブス，ロック，ルソーらの社会契約論者が，ヒトの原初的組織

の理論的な仮定として，《自然状態》を想定したうえで，かかる混沌状態を脱出するための方途と

して，社会契約を提唱した．19世紀になって，実態的な調査とそこからの推論でもって研究が行わ

れるようになり，L.�H.�モーガン（1818-1881）が1877年に『古代社会』を発表して，氏族や部族な

ど，血縁に基づく自然的共同体こそがヒトの原初的な組織の組織編成原理であると主張して，人類

史における氏族などの血縁組織の意義を初めて体系的に明らかにした．さらに，カール・マルクス

（1818-1883）による「共同体 ･市民社会」を始めとして，ウィリアム＝グラハム・サムナー（1840-

1910）による「内集団 ･ 外集団」，フェルディナント・テンニース（1855-1936）による「ゲマイン

シャフト・ゲゼルシャフト」，チャールズ・クーリー（1864-1929）による「第一次集団・第二次集

団」，ロバ－ト＝モリソン・マッキーヴァー（1882-1970）による「コミュニティ･ アソシエーショ

ン」，高田保馬（1883-1972）による「基礎社会・派生社会」，ピティリム＝アレクサンドロヴィチ・

ソローキン（1889-1968）による「非組織集団 ･組織集団」，ニコラス・ルーマン（1927-1998）によ

る「環節的分化・階層的分化・機能的分化」などが，代表的な集団類型論である．最小規模の集団

である家族から，最大規模の集団である国家（あるいは，EUなど，それを超える国家連合）を扱う

場合，これらの集団類型論が古典的な枠組みとして議論の土台となっている（中川 2017e：261-

263）．

集団類型論を大きな枠組みで理解するには，何らかの基準が必要である．社会学などの定説的見

解によると，社会は，大きく，ヒト系（自生的・自然的）・機能系（人為的・派生的）という二つに

分類できる．そこで，上記の代表的な集団類型論を，ヒト系（自生的）・機能系（人為的）という二

パ語族民の形成によって，筆者が機能本位原理と呼ぶ機能優先の組織編成原理が生成し，その後のヨー
ロッパの世界制覇につながる発端とも契機ともなった」ことを論じている．ただし，従来からの持説の
大筋を変更したわけでもないので，行論上，旧稿で論じている個所と重なる部分も多いうえに，特に大
部分の図表を旧稿から再利用していることをお断りしておく．

2）　少し古いが，安田［ほか］（1981：3-16）において，集団類型論の概観を知ることができる．
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つの軸で整理してみたのが，表 1「代表的な集団類型論」である．この表にもあるように，ヒトの

組織を大きく二分して考察している古典的事例として，モーガンのソキエタス・キヴィタス（socie-

tas・civitas），テンニースのゲマインシャフト・ゲゼルシャフト（Gemeinschaft-Gesellschaft　自

生的な共同体・人為的な営利追求組織），および，高田の基礎社会・派生社会などが挙げられる．

モーガンは，社会組織の二大類型を，①ソキエタス（societas），すなわち，人的な関係に基礎を

置く組織，②キヴィタス（civitas），すなわち，地域と財産とに基礎を置く組織とに分けた．

政治のすべての形態は……二つの概括的な型に還元されうる……．この二つの型はその根底

において根本的に異っている．第一のものは，時の順序に従っていえば，人および純粋に人的

表 1　代表的な集団類型論―ヒトと機能―

ヒト系
（自生的）

機能系
（人為的） 主要著作（原著発行年とその邦訳名）

L.�H.�モーガン
（1818-1881）

ソキエタス
（社会）

キヴィタス
（国家） 1877年（1958；1961）『古代社会』（青山道夫訳）岩波書店，373，404．

カール・マルクス
（1818-1883） 共同体 市民社会 1867年（1967）『資本論』（向坂逸郎訳）青木書店，全4冊．
W.�G.�サムナー
（1840-1910） 内集団 外集団 1906年（1975）『現代社会学体系 3　フォークウェイズ』（青柳清孝［ほか］訳）青木書店，376．

F.�テンニース
（1855-1936）

ゲマイン
シャフト

ゲゼル
シャフト 1887年

（1957）『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト
（上・下）』（杉之原寿一訳）岩波文庫，225，
227．

エミール・デュルケーム
（1858-1917） 機械的連帯 有機的連帯 1893年（1989）『社会分業論（上）（下）』（井伊玄太郎訳）講談社，376，325．

チャールズ・クーリー
（1864-1929） 第一次集団 第二次集団 1929年（1970）『社会組織論』（大橋幸・菊池美代志訳）青木書店，348．

R.�M.�マッキーヴァー
（1882-1970）

コミュニ
ティ

アソシエー
ション 1917年（1975）『コミュニティ』（中久郎・松本通晴監訳）ミネルヴァ書房，517．

高田保馬（1883-1972） 基礎社会 派生社会 1924年（1924）『社会学原理（第 5版）』岩波書店，1385．
P.�A.�ソローキン
（1889-1968） 非組織集団 組織集団 1961年（1961）『社会学の基礎理論（上・下）』（鷲山文司訳）内田老鶴圃，271，515．

T.�BURNS�&�
G.�M.�STALKER

Organic Mechanical 1968年（1968）The Management of Innovation.�Lon-
don,�269.

H.�APPLEBAUM

（1925-2001）
employee-�
oriented

production-�
oriented 1992年（1992）The Concept of Work: Ancient, Medie-

val, and Modern.�New�York,�645.
ニコラス・ルーマン
（1927-1998） 環節的分化 階層的分化・

機能的分化 1984年（1993）（1995）『社会システム論（上）（下）』（佐藤勉監訳）恒星社厚生閣，970．
中條秀治（1952-　） 関係集団 機能集団 1998年（1998）『組織の概念』文真堂，446．

注）代表的な集団類型論を，自生的 ･人為的という二つの軸で整理している．
出所）中川（2017e：262）より，筆者作成．
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な関係に基礎を置くものであり，社会（societas）として識別されうる．氏族（gens）はこの

組織の単位であり，古代においては，統合の継次的段階として，氏族，胞族（phratry），部族

（tribe）および部族の連合体（confederacy）が生じている．……第二のものは，地域と財産と

に基礎を置くものであり，国家（civitas）として識別されうる．境界によって限定された市邑

または市区は，その保持する財産とともにこの第二のものの基礎あるいは単位であり，そして

政治的社会はその結果である．政治的社会は領土的地域の上に組織され，地域的関係を通じて

財産ならびに人と関連する（モルガン 1958：27-28）．

モーガンは，「［第二の型である］政治的社会は文明時代が開始するまでは発生しなかった」（モ

ルガン 1958：97）（なお，［�］内は引用者による）と述べて，血縁的な部族制社会が地域的原理に依

拠する政治的社会に先行することを，実際の民族誌資料によって論証した初めてのケースとなった

（江守 1974：5）．彼は，部族制社会から政治的社会への移行の問題を「血縁から地縁へ」という形

式で，明確に提起した．つまり，モーガンによると，前 8世紀以降のギリシャ人によるディーム

（市邑および市区）の発明を経て，ソロンの改革やセルヴィウス・トゥリウスの改革などが氏族制

社会から政治的社会への画期点となった（モルガン 1958：28，299-301，357以下，364以下）．

モーガン以降，「ソキエタスからキヴィタスへの転換」はいかなる過程を経て実現したのかとい

うのが重要な課題となった．モーガンの主張は，マルクスとエンゲルスに大きな影響を及ぼし，共

同体による土地の占有が議論の中心になった．「血縁的な社会構成原理の止揚という点に，マルク

スが原始共同体の終焉と新しい第二次的な共同体の開始を特徴付けた」（江守 1974：8）というよ

うに，マルクスとエンゲルスに決定的な影響を与えた．この分野でのマルクスとエンゲルスの素描

的な仕事は完成からはほど遠かったにもかかわらず，社会科学におけるマルクス主義の甚大な影響

下，「定住 ･農耕が開始して以降に，階級が生じて，社会が発展した」という，大きな流れが，い

わゆる唯物史観の核として定着した3）．

3）　台湾先住民研究で優れた業績を残した民族学者の馬淵東一（1909-1988）が，この辺りの事情を次のよ
うに解説している．「広義の政治体制における変化を示す．……部族→部族連合→国家の発展系列を以て
政治集団が拡大されてゆく．社会的並びに政治的結合を基礎づけるものは血縁紐帯であったのが，地縁
紐帯にとって代わられるようになる．／更に，右のような動きは財産制度の変化とも併行している．そ
れまでは，土地はホルドや部族に，動産は氏族や大家族などに共有ということが広くみられたのに，こ
こでは財産私有の傾向が益々前面に出てくる．類別的な親族体系から記述的なそれへの進展が，一方で
は一夫一婦制の確立，他方では私有財産制の発達およびそれに伴う相続の問題と互いに絡み合い刺 し
合っていることは，既に『諸体系』にも述べられているが，モルガンは更に，私有財産制が貧富の差を
生せしめると共に，身分・階級の分化を強め，奴隷の発生をも導くことを指摘する．そして彼は，身
分・階級分化に由来する社会的不平等が，アメリカ合衆国以外では重圧としてなお存続し，私有財産制
にいたっては，人間自ら作り出したものでありながら，いまや人間の悩みの種となっている，人間が財
産の奴隷たる立場から脱却して，社会の利害と個人の利害との調和を計るべきである，と論じているの
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テンニースの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト』でも，ゲマインシャフト（共同体）は人間

に本来備わる本質意志によって結合した，実在的・有機体的統一体としての社会であり，ゲマイン

シャフトがゲゼルシャフト（営利追求組織）よりも先行して生成していたとされている．

さらに，高田保馬は，血縁や地縁などの自然的紐帯に基づく集団を《基礎社会》と呼び，そこか

ら派生した，類似あるいは共通の利益に基づく人為的・意識的 ･ 目的的な社会や集団を《派生社

会》と命名した．高田は，基礎社会・派生社会を，『社会学原理』（1919年）の中で，「自然社會・

人為社會―基礎社會・派生社會」という社会類型概念として論じている．直接結合を主とする社会

は「血縁ならびに地縁の密接なるに従ひて相結合することは，その性情の自然に出づと云ひ得べ

し」，これを「自然社會」とし，この自然社会に対して人間の特別な努力により作り出された「構

成せられたる社會」，これを「人為社會」とした．もちろん，「自然社会が基礎社会であり，人為社

会は派生社会である」と考える高田にあってもまた，基礎社会 ･派生社会という両者は単に排他的

に対立しているのではなく，相互に依存し，相互に補完する関係にあった．つまり，「自然社會は

人為社會の基礎たり，前提たり．前者なくして後者の派生せられ継起し来る事なし．また之を同時

的依存の開係より考ふるも，人為社會はたゞ自然社會を基礎とし，之なくして出現し来る事能は

ず．かくて，吾人は自然社會を称して基礎社會と云ひ，之に對して，人為社會を派生社會と呼ぶ」

として基礎社会／派生社会の用語が定義されている（高田 1919：937-939）．

先ほどテンニースの議論でも見たように，高田もまた，血縁 ･地縁をもとに形成された自然社会

（基礎社会）が礎であって，それをもとに，利益志向の人為社会（派生社会）が生成してくると考え

ていた．

分類軸としての基礎社会・派生社会という構図ができたことで，原初的な組織であるソキエタス

と発展した組織であるキヴィタスという二大類型の提示，および，ソキエタスからキヴィタスへの

転換という，国家生成の問題設定が提起された．

2 ．自生的・人為的という，関係概念

上記のように，これまでの社会学では，ヒトの組織を集団という視角から分類するとき，内集団 ･

外集団，ゲマインシャフト・ゲゼルシャフト，基礎社会・派生社会など，集団そのものの特性（例

えば，ここで採用したように，自生的 ･人為的）で分類してきた．しかし，ここで留意すべきことが

ある．自生的・人為的という二つの軸で整理した集団類型論において，それぞれの軸に位置する諸

である．『古代社会』がマルクスおよびエンゲルスの興味をひいた所以でもあろう．マルクスは本書に基
く著述を志したといわれるが，彼の死（1883年）のためにそれを実現できず，その遺志をついだエンゲ
ルスが，その翌年に，あの有名な『家族，私有財産および国家の起源』を出版したのであった．しかし
モルガン自身は，唯物史観からはおよそ縁遠いムードの持主だったらしい．……アメリカ的な社会正義
を愛するニューイングランド型の紳士だったのであろう」（馬淵 1964：65）．
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集団（例えば，基礎社会・派生社会）は一見，対立しているようだが，その実，一方の原則だけで

存在する集団は，現代社会では存在しない．つまり，互いに排他的であるのではなく，自生的・人

為的という軸で分類される諸集団は，もともと相互に密接な依存関係にあって，その概念が成立す

るには，互いに相手を必要とし，依存している．

「両者は互いに依存するという密接な関係にある」ということは，もちろん，さすがに，例え

ば，テンニースなどもよくわかっていて，ゲマインシャフト（共同体）・ゲゼルシャフト（営利追求

組織）という議論において，相互依存性を明確に指摘している．つまり，テンニースは，『ゲマイ

ンシャフトとゲゼルシャフト』において，意志には本質意志と選択意志があるが，人間の結びつき

はかかる二つの意志によって分類できると考える．ゲマインシャフトとは，あらゆる分離にもかか

わらず本質的に結びついている（つまり，本質意志による）関係であり，ゲゼルシャフトとは，あ

らゆる結合にもかかわらず本質的に分離している（つまり，選択意志による）関係である（テンニー

ス 1967a；1967b）．

かくて，テンニースの議論は集団類型論のようだが，実は，関係類型論でもあり，基本的には，

両者は関係概念である．つまり，ゲマインシャフト・ゲゼルシャフトという彼の集団類型論は，同

時に，その基本的な概念把握という視角から見ると，関係類型論でもある．単なる集団類型であれ

ば，これら二つの集団は対立していることになるが，しかし，関係類型であるならば，単に対立し

ているだけでなく，相互に依存していることを意味する．

テンニースの議論において，意志論によるこれら二つの基本概念は関係のあり方の措定であり，

両概念は集団類型でも社会類型でもない．二つの基本概念で捉えられる関係こそが支配的であり，

集団や社会への言及は経験的現実あるいは概念理解の全体的説明として採用されている．従って，

存在するさまざまな集団もまた，二つの基本概念の関係の中で捉えなければならない．そうだとす

ると，集団類型論における二大対立もまた，両者の関係において議論しなければならないことにな

る．そこで，上記のような社会学の集団類型論における「自生的 ･人為的」という軸を念頭に，こ

れまで本書で使用してきた組織編成原理という観点から，自生的・人為的という二つの軸（X軸・

Y 軸）を設定して，人間社会における主要な組織を位置づけてみたのが，図 1「ヒト系（自生

的）・機能系（人為的）という関係概念による諸集団の位置づけ」である．もちろん，ここでは疑

似親族原理が「自生的」に，機能本位原理が「人為的」に対応している．

図 1では，自生的原理の要素が圧倒的に優位である「家族」が X軸に沿って，右下端に位置し

ている．自生的な組織である家族を起点として，村落共同体，国民国家などが血縁 ･地縁のカテゴ

リーに入る．村落共同体などは，地縁・血縁的要素が強いとはいえ，これらの自生的な組織におい

てもまた人為的な原理と無縁ではない．日常生活の維持という重要な機能を村落共同体が果たしえ

ているように，人為的原理もまた，その組織を維持するために浸透している．

一方，それとは反対に，利潤極大化を信条として，最適人材を広く世界から採用する「現代の欧
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米企業」が，人為的原理の権化として，Y軸に沿って左上端に位置づけられている．機能的原理の

先端的な象徴とも言える現代欧米企業を人為的な組織の起点として，現代社会では，機能を優先し

て結成された組織が無数に存在する．

現代社会に無数に存在する諸集団のうち，例えば，スポーツや学芸などの趣味や習い事などの決

まった目的があらかじめ設定されて，その目的のもとに人為的に結集され，維持されているサーク

ル・同好会などは，出発点は明らかに人為的原理である．しかし，これらの集団のメンバーたちが

互いに親和性という感情を懐いて親睦組織になるというように，自生的原理を大幅に取り入れてい

るのは，疑問の余地はない．組合なども，出発点は，待遇改善など明らかに人為的に結集されると

いう機能本位原理であるが，加入してしばらくすると組合員間に連帯感という疑似親族原理が芽生

えてくるし，むしろ，その方向で組織を強化しようとする．日本企業は，現代社会に生きる企業と

して，人為的に創設され，しかも利潤を継続して産み出さないと存続できないので，基本的には機

能本位原理で経営されているが，よく知られているように，「日本的経営」とは，疑似親族原理を

大幅に導入して，実際面で適用している企業である．また，逆に，「従業員には企業への忠誠心な

どない」と評価される欧米企業でも，愛社精神が垣間見られることもあるし，例えば，信仰という

機能を基準に人為的に形成されたはずの宗教教団が，逆に，強烈な疑似親族原理を兼ね備えること

もある．むしろ，その方が普通であろう（中川 2017e：263-265）．

図 1　ヒト系（自生的）・機能系（人為的）という関係概念による諸集団の位置づけ

注）諸集団を表 1のように，「ヒト系（自生的）組織」と「機能系（人為的）組
織」に分類し，二つの軸の上に位置づけてみた．それぞれ疑似親族原理が強く
なると，図の右方に位置し，機能本位原理が強くなると，図の上方に位置する．

出所）中川（2017e：265）より作成．
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3 ．二つの，対になった組織編成原理―《ヒト←仕事》か，《仕事←ヒト》か

上記のように，社会に関する集団類型論でも，集団関係論でも，いずれも二つの軸で分類するこ

とができる．二軸のそれぞれについて，「自生的」という一方の軸は「ヒト・構造・実体」などと

いう具体的な存在であり，「人為的」というもう一方の軸は，「仕事・機能・過程」などという抽象

的な存在である．ヒトと仕事，構造と機能，実体と過程は，それぞれ対概念であるうえに，現実の

諸集団は，かかる対概念それぞれの要素をいずれも必ず抱えている．これらの要素は，例えば，

「ヒトと仕事（あるいは，ヒトと機能）」のように，対になっている要素と現実の集団の中で合体さ

れている．その合体の仕方こそ，いずれを先に決定するのかという基準で二つの仕様があり，しか

も，それらは対になっている．

そこで，本稿では，その合体の仕方を組織編成原理と呼んで，《ヒト←機能》，すなわち，「あら

かじめヒトを先に決めてから，その後に機能をもとに，仕事を割り充てる」という組織編成原理

と，《仕事←ヒト》，すなわち，「あらかじめ仕事を先に決めてから，その後に機能をもとに，ヒト

を割り充てる」という組織編成原理を想定している．ここで，仕事は「機能が具体化・現実化した

状態」を意味している（表 2）．

最先端の現代企業においても，かかる疑似親族原理と機能本位原理とは合体しており，ひとつの

企業内におけるその併存・軋轢が見られる．企業という組織内で，一方的に機能本位原理が圧倒的

に優勢になっているのではなく，常時，疑似親族原理からの攻勢が続いていることは，例えば，

カール・E.�ワイクの「組織化」（ワイク 1997）の議論がそのことを示していて，経営組織論では，

《仕事←ヒト》（本稿でいう機能本位原理）が当然の原則であると思われてきたが，必ずしもそうで

はなく，ワイクは「組織化が先か，目的が先か」という議論をしており，《ヒト←仕事》の方が真

実に近いと考えている．ワイクの議論では，まさに，「あらかじめヒトを決めてから，仕事を充て

る」のか，あるいは，その正反対に，「あらかじめ仕事を決めてから，ヒトを充てる」のかとい

う，ここまで本稿で扱ってきた組織編成原理が議論されている4）．

表 2　対概念としての疑似親族原理・機能本位原理

組織編成原理 諸属性

疑似親族原理 自生的・自然的 ヒト優先 ヒト←仕事 あらかじめヒトを決めてか
ら，仕事を充てる ヒトが社会をつくる

機能本位原理 人為的・意図的 機能優先 仕事←ヒト あらかじめ仕事を決めてか
ら，ヒトを充てる 社会がヒトをつくる

出所）筆者作成．

4）　中條秀治は，社会集団の類型を関係集団・機能集団という二軸で考えているが，彼の著書第16章で興
味深い指摘をしている．「これまでの経営組織論における常識は，目的がまず初めにあって，その実現の
ために組織化のプロセスがあるというものであった．／しかし，近年では，このロジックを逆さまにし
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II．「社会」の生成

1 ．疑似親族原理の限界とその克服

いかにして，原初的な組織から高度な社会へと発展したのか．原初的な組織の統合原理は，人的

な紐帯を基礎にした原理であるが，バンドの離合集散はかなり激しいうえに，バンド外のはぐれ者

などを組織内に入れること（＝はぐれ者の疑似親族化）はありうるので，単純に親族原理と呼ぶの

ではなく，疑似親族原理と呼んでおこう．すなわち，疑似親族原理とは，もちろん，血縁関係にあ

る人々を主要な成員とするが，血縁関係にはない人々（非血縁者であるよそ者・はぐれ者など）をも

組織内に組み込むことを，本稿では疑似親族原理と呼んでいる．疑似親族原理のままでも組織拡大

は可能であるが，それまでの慣行・慣習，部族などに特有の掟などを尊重しなければならないであ

ろうから，手間暇と時間がかかる．従って，急速な組織拡大には，疑似親族原理を超えるような原

理・原則があれば，その方が効率的である．では，かかる非疑似親族原理はいかなるもので，い

つ，誰が，どのようにして開発したのか．

1）原初的な形態（バンド・氏族・部族）とその制約の克服

ヒトの出現時期に関して，旧来からの説では400万年前であり，最も遡る推計は，およそ700万年

前である．そのほとんどの期間，ヒトは狩猟採集生活を続けていた．農耕・牧畜の開始によって食

料生産生活に移行し始めたのは，わずか 1万年ほど前であり，それもメソポタミアの《肥沃な三日

月地帯》など，ごく限られた地域であった．縄文時代の東日本のように例外的に自然条件に恵まれ

た地域では，狩猟採集民が定住して集落をつくることもあった．しかし，狩猟採集生活では，食料

獲得のために，遊動するか，キャンプのような拠点を設けても，季節毎に移動するほかなかった．

獲得する食糧の量的な制約から，組織の規模は，自ずと小さかった．いわゆるバンドと呼ばれる少

人数で，集団をつくっていた．狩猟採集民の組織は，小規模な血縁集団と言って良いであろう5）．

て，組織化のプロセスが先にあって，その収斂の結果として目的というものが出てくるのだとの主張が
一部になされるようになってきている．『組織化の心理学』において，「組織」（organization）という用
語の持つ静態的なイメージにかえて，「組織化」（organizing）という用語を用いて動態的なイメージを
全面に押し出したワイク（Weick 1969）がこの議論の嚆矢であると思われる」（中條 1998：335）．

5）　「初期人類の出現からわれわれホモ・サピエンスに至るまでには，およそ500万年にわたる進化の歴史
がある．その途中の諸段階のヒトがどのような単位集団をもっていたのかは類推するしかないのだが，
ヒト科にもっとも近縁のチンパンジーの単位集団と，私たちホモ・サピエンスの社会の原型である狩猟
採集民の社会に見られる居住集団・バンドは，複雄複雌の構成で集団サイズも数10個体であるという点
で類似している．その意味では双方の集団は相同の社会単位であり，進化史上の諸段階の人類もまた相
同の社会単位を形成していたと考えられる．しかしその最後の段階であるホモ・サピエンスのバンド
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ただし，小規模なバンド（つまり，親族集団）単体では，安定的に配偶者を見つけ，子孫を残すこ

とはできないので，現実的には，バンドがいくつか（例えば，およそ10集団）統合された「地域社

会」が基礎的な単位となる．この点について，丹野正が，チンパンジーなど類人猿に関する今西錦

司や伊谷純一郎らの研究をもとに，結論づけている．

人間社会の初期の形態は，バンド内にその下位構造としての家族が存在するとともに，親子

と兄弟姉妹という「家族関係」のネットワークの広がりをとおして，開放系であるバンドの上

位構造としての地域社会が形成されており，個々の家族はバンドを超えて広がるネットワーク

を介してバンド間を移動することができる，そのような社会である．ただし，バンド内の家族

編成は長期的には離合集散により変化するものの，自然の中での狩猟と採集という時代におけ

る自立的な生計と生活の単位は，個々の家族というよりもむしろ，10前後の家族の総体として

のバンドであって，それはまさに日々の暮らしを共にする「生活共同体」なのである（丹野

2009：27）．

常時行動をともにするバンド内に，よそ者をよそ者のまま置いておくことは危険である．いつ寝

首をかかれるかもしれない．「かつてはよそ者・はぐれ者であったが，今は仲間だ」というのであ

れば，すでに疑似親族化されている．もはやよそ者でもはぐれ者でもない．バンドは，基本的に血

縁・婚姻関係にある親族からできており，よそ者・はぐれ者が組織内にいても，よそ者をよそ者の

ままで組み込むのではなく，時間と手間暇をかけて，疑似親族化していたに違いない．このような

疑似親族化する仕組み・方式を先に見たように疑似親族原理と呼んでおく．

定住して農耕を開始するなど，狩猟採集生活を抜け出ても，かかる疑似親族原理による拡大は，

むしろ，通常の組織拡大方法であった．前8000年頃，メソポタミアの丘陵地帯である《肥沃な三日

月地帯》においてムギ作が開始し，前5000年頃からチグリス・ユーフラテス両川の沖積地帯で灌漑

農耕が始まったことで，急速な人口集積が見られ，前3500年頃から集落も大規模になり，この地域

で古代都市文明が成立した．最古の神殿建築が確認されているエリドウ遺跡（前5400年頃）の時期

から，セム系遊牧民であるアムル人がメソポタミア平原地帯になだれ込んできた前2000年頃まで，

集落は神殿共同体によって構成されていたので，その組織編成原理は，依然として，自生的な疑似

は，その内部に必ずしも一夫一妻とは限らないが，男女が持続的なペアを形成している点が異なってい
る．チンパンジーの単位集団に相同の集団がバンドの祖型だとすると，男女のペアとその子供からなる
家族は，伊谷がいうようにヒト科の系統がもっていた基本的な単位集団つまりプレバンドの内部にその
下位構造として形成されたのだと考えられる．すなわち，人類はさきにペア型の単位集団をつくり，の
ちにいくつかのペアつまり家族が集まって二次的な上位構造としてのバンドを形成したのではない，と
いうことである」（丹野 2009：23）．
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親族原理であった（中川 2017d：178-180）．

では，疑似親族原理が支配的な世界から，効率追求・合理主義的な原理が圧倒に優勢な世界へ

と，いかにして転換したのであろうか．バンドなどの原初的な形態にある組織は，いかにしてより

高次な集団を形成したのだろうか．原初的な組織形態の殻を破って，その制約を克服するために

は，いかなる経過を辿ったのであろうか．

疑似親族原理の殻を破って，より高次の組織に移行する方途として，差し当たり贈与と再分配が

挙げられる．

2）贈与（モース理論）

先ほども見たように，ヒトの原基的形態ではバンドが10集団程度が集まった「地域社会」を形成

していたと想定されている．従って，自生的な原理のもとでの集団規模は，何ら人為的な策を弄し

なければ，おおむね500人程度と考えられる．疑似親族原理のもとでこれ以上の集団規模にするた

めには，自生的な組織編成原理ではなく，何らかの人為的な仕組み・慣行・方法が必要となる．そ

れが贈与である．チンパンジーになくて，ヒトにあるものが，贈与という慣行である．

エミール・デュルケーム（1858-1917）の甥で，文化人類学者のマルセル・モース（1872-1950）

が，贈与という慣行に，原初的な組織形態からより高次の組織形態へと移行する経緯を見いだして

いる．モースは，未開社会において観察された義務的贈答制，例えば，ポトラッチ，クラ交易など

で構成される諸集団でつくられる組織を，「全体的給付組織」と命名し，各集団は，その閉鎖性・

排他性を克服してより高次の社会集団を形成し，それへの帰属意識を紡いでいると主張した（モー

ス 2009：16-20）．

小野沢正喜は，このようなモース理論について，「他者同士の集団を結びつけ，相互に独立性を

保ちながら横に同盟関係をひろげさせる力を持っている」のであり，疑似親族原理の初歩段階を超

えて，よそ者同士を結びつけることで，より高次の社会集団を形成するための方法となっていると

述べている（小野沢 1983：76-79）．

確かに，贈与は，原初的な組織形態をより高次の段階へと進めたが，しかし，「贈与経済では，

事物とヒトは，人格として社会的姿を現す」（小松［ほか］2004：1131）というように，贈与が実施

されているような社会では，依然として，基本的な組織編成原理は疑似親族原理であった．むし

ろ，疑似親族原理を強化し，その方向で組織を拡大する方法であった．組織編成原理の決定的な転

換ではなかったのである．

3）再分配・交換（ポランニー理論）

経済人類学の創始者カール・ポランニー（1886-1964）が，市場経済が全面化する以前は，経済

は，互酬性・再分配・交換という三つの原則によって統合されていたと主張している（ポラン
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ニー 1975：269）．前市場社会では，これら三つの原則（互酬性→再分配→交換）は併存していた

が，発展段階を表してはいないうえ，バンドのような互酬性を原則とする組織から，再分配（が支

配的な首長制など，初歩的な中央集権国家）を経過して，交換（が支配的な市場経済）へと，組織の

統合原理が展開してきたことを，指摘できる．

バンドなど原初的な組織形態では，互酬性が経済的な統合様式であった．それに対して，首長制

では再分配が経済の統合様式である．「この再分配機構の中心点に立つのが首長であり，また首長

という地位は，社会の一般成員とはことなった生産物の再分配という特別な職能を果すために分別

されるのである」（増田 1969：91）という，指摘は非常に重要である．この分業形成方式では，本

稿での用語を使うと，「まずヒトを決めて職務を充てはめる」のではなく，「あらかじめ首長という

職務を決めてから，その職務に相応しいヒトを充てはめている」からである．

つまり，首長制では，相応しいヒトに首長をさせるのではなく，首長という職務にヒトを充ては

めるのである．「首長たちは，自己のもとに集められた生産物を，適切な方法によって再分配しな

ければ自己の地位と威信を保つことができない」（増田 1969：90-91）という，若き増田四郎の文言

はそのことを意味していて，その職務にそぐわない人物は排除される．このことは，首長制社会は

再分配が統合様式であるが，とりわけ，首長の役割があらかじめ確立していて，それに適う人物が

首長になることが語られている．首長制は，《ヒト←役割》から《役割←ヒト》への転換の中途・

道半ば・移行過程にあった．

首長制社会は，まだ平等な処遇を行う社会であった．何よりも，選ばれる首長は，その共同体の

成員の中から選ばれたからである．重要なことに，贈与も再分配も，依然として疑似親族原理の延

長線上にあった．これらの統合原理（贈与，再分配）によって，確かに高次の組織になったが，組

織編成原理は依然として，疑似親族原理のままであった．

2 ．ヒトからの機能の分離という新しい組織編成原理の胎動

1 ）物象化（マックス・ウェーバー）

ドイツの社会学者マックス・ウェーバー（1864-1920）が提起した物象化論は，疑似親族原理か

ら機能本位原理への転換という，本稿の主題にとって，極めて示唆的な議論である6）．

6）　そもそもドイツ語の Versachlichungは，日本の学界において，物象化あるいは事象化と訳されてお
り，この用法での膨大な研究業績が蓄積されている．しかし，例えば，それに該当する英語の reifica-
tion，フランス語の réification（物象化）は，「抽象的なものを具体的なものとして把握すること」と，
普通名詞的に説明されている．はたしてイギリス人やフランス人が日常社会生活でこの言葉を頻用する
かどうか不明だが，日本におけるドイツ系学問の特別な解釈が際立っている．ドイツ語の Versachli-
chung（物象化）とは，抽象的なものを，具体的なものとして把握することが原意であるのは英仏と同
様だと思うが，しかし，ドイツ語圏ではマルクス主義的な文脈で議論されるのが普通であろう．ドイツ
語の普通名詞として，日常的な意味合いでは，「モノのようにして，目に見えるようにする」のであるか
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よく知られているように，ウェーバーは，支配の三類型として，カリスマ支配・伝統的支配・近

代的支配を設定し，その出発点としての基礎に，カリスマ支配を置いた．カリスマ支配とは，奇跡

を起こす霊感的な資質・呪術的な能力・神がかり的な特異能力など，「非日常的なものとみなされ

たある人物の資質」（ウェーバー�1970：70）によってリーダーとなる一方で，被支配者たちからの

自由な承認を基礎としているような支配体制である．このようなカリスマ支配では，集団の具体的

な人格的形象を前提としている．集団の成員たちから支持があるので，支配体制が成り立ってい

る．

カリスマ支配では，ある個人の非日常的な資質が出発点であるが，やがてカリスマの日常化が進

行すると，カリスマ的性格の物象化が起きる．このような「カリスマの物象化にとって決定的なこ

とは，カリスマ的資質が特定の人格から分離されること」（佐久間 1985：45）である．

なぜ，西ヨーロッパでのみ，合理的な資本主義が生成し，展開したのであろうかと，マックス・

ウェーバーは問い，その答えとして，「過去の人格的な性格を持った社会関係から，西ヨーロッパ

のみが人格的な要素を剥奪できたからである．その代わりに，非人格的で物象化された合理的な社

会関係を打ち立てられたからだ」と提起している．ヨーロッパ式の合理化過程の解明こそ，ウェー

バーなどによる物象化論であった7）．

ウェーバーによれば，資本主義とは古代にも中世にも存在したが，何故近代の資本主義が，

ヨーロッパの資本主義のみが，これまでの人格的にして共同体的で氏族的な商業を非人格的に

して物象的な商業に，その意味ですぐれて合理的な経済にまで組織化することができたのかに

あるのである．その場合ウェーバーが，ここでも物象化という概念を人格化の対概念としよう

していること，すなわち，固有の社会関係の中から具体的な人間的属性の剥ぎとられることを

さしている……（佐久間 1985：54）．

ら，直截的な訳語は「モノ化」となるだろう．特にひねる必要はないので，端的に「モノ化」という訳
語でもよろしいと思うが，マルクス主義学派も，ウェーバー学派も，「物象化」と呼ぶことで，この用語
に特別の哲学的な意味を込めている．

7）　「それはまず第一に，カリスマの物象化に典型的なようにウェーバーにあって物象化とは，特定の人格
が剥奪される事態をさすように，徹頭徹尾人格概念と結びつけて理解されていること，それ故に，物象
化とは，経済関係にのみ特有のものではなく社会関係・身分関係をも包摂するものであること，また，
経済関係―すなわち商品交換と必ずしも結びつかないところから，交換関係が全社会を普遍的に支配す
るような近代資本主義社会にのみ顕著な事態としても捉えられていないこと，つまり，物象化は古代に
も中世にも存在したものとして捉えられていること，また，合理化概念のところでも説明したが，合理
化が当面価値判断からは自由な概念であったように，物象化もまた，価値判断からは自由なものとして
捉えられていることである」（佐久間 1985：57）．
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物象化とは，ウェーバーによると，人格化の対概念であった．人格的要素の破壊とその代替原理

としての機能本位原理の実行こそ，物象化の内実であった．ウェーバーの言う「合理化過程とは，

物象化とゲゼルシャフト形成」（鈴木 1995：85）にほかならなかった．かくて，まさにカリスマの

日常化こそ，かかる機能の物象化にほかならなかった．

古代，中世において支配的であった人格的な社会関係から，西ヨーロッパのみが人格的な要素を

剥ぎ取って，非人格的な社会関係を構築できたが，物象化とはまさにヒトとヒトとの関係からなる

人格的な要素を奪うことであった8）．カリスマ的資質が特定の人格から分離されることこそ，機能

の対象化である．

疑似親族原理とは，組織編成原理において，《ヒト←仕事》（あらかじめヒトを確定してから，仕

事を充てる）という仕組みだとすると，疑似親族原理の否定・改変とは，《ヒト←仕事》の否定で

ある．否定的形態では，その順序が逆転して，《仕事←ヒト》（あらかじめ仕事を確定してから，そ

の後にヒトを充てる）という仕組みになる．これは，機能を先行して決定するという仕組みであ

り，まさに機能本位原理である．

機能本位原理の生成のために，前提として，まず機能がヒトから離れて，対象化されること，つ

まり，機能をヒトから離して対象化することが必要であった．疑似親族原理から抜け出すために，

その人格的な要素を払拭しなければならないとしたら，対象は非ヒトなのだから，あくまでも「モ

ノ」として扱うことであり，ヒトよりも「モノ」を優先する方式への転換を意味した．

疑似親族原理のもとでは，ヒトは優先的に決められる．これを「モノ優先」に転換することが，

疑似親族原理の否定であり，非疑似親族化である．ヒトと「モノ」との関係が変化したのであり，

ウェーバーらが言うところの物象化である．抽象的なものが「モノ」化されたことが，決定的な転

換であった．

ウェーバー社会学の重要な概念である目的合理性とは，「人がみずからの行為を目的手段連関に

位置づけ，目的にとって最も合理的な手段を選択して実行に移すという生活様式である」（君塚

1991：294）．つまり，ウェーバーにあっては，「合理的の意味は，物象化論との関連で論じられて

おり，特定の人格を脱却したヒトのいかんを問わないこと．誰をも公平な取引の客体と見なすこ

と」（佐久間 1985：55）であった．目的合理性こそ，疑似親族原理の組織から，機能本位原理の組

織を分ける指標である．まさにこの目的合理性こそ，イヌの《仲介者》化によって具体的なものと

して対象化された．すなわち，機能の物象化は，カリスマ支配の日常化が開始したときに初めて起

きたのではなく，すでに原インド・ヨーロッパ語族民がイヌを牧畜犬として採用した時に起きてい

8）　「伝統的支配にあっては，……成員の服従は，特定の人物とのかかわりをもたない規律に対してではな
く，伝統を媒介にしつつも，まだ，あくまでも具体的な個人に対して行われているからである．ここに
は，個々人の社会関係がまだ具体的な属性をおびた形象を伴っている」（佐久間 1985：40）．
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たと考える（中川 2017d：106-123）．

2）機能本位原理という，新しい組織編成原理の胎動

組織をつくる際に，ヒトか，それとも，理念か．あらかじめヒトを先行させるのか．それとも，

あらかじめ理念を先行させるのか．機能本位原理においては，あらかじめ機能をもとに仕事を確定

してから，ヒトを充てはめる．先に見た再分配の事例で，すでに《職務←ヒト》の組織編成原理へ

の胎動があったが，しかし，首長に充てられた人物は（外部からの「採用」ではなく）内部の成員

であったから，組織編成原理の転換はまだ道半ばであった．疑似親族原理の転倒は，それまでの

《ヒト←仕事》から《仕事←ヒト》への変容であるが，充てる人材は外部から「雇用」するのが本

格的な転倒である．

マックス・ウェーバーによると，原始キリスト教徒の間では，夙にかかる機能本位原理の胎動，

つまり，《ヒト←職務》（あらかじめヒトを確定したのちに，職務を付与する）という疑似親族原理の

変化の胎動が垣間見られたという．さらに，人々の間での職業間の障壁が夙に解消されていたこと

が，中世社会における自由な市民を生んだという．ウェーバー『世界宗教の経済倫理Ⅱ』の中で，

ウェーバーは，インドにおいてカーストという形で職業間の宗教的・呪術的な身分上の越え難い障

壁となったものは，西洋においては中世都市のギルド団体の兄弟盟約により打破された（ウェー

バー 1953：92-106）と語っている．

インドの場合，カーストという制約があるので，《ヒト←職能》という疑似親族原理から離脱し

て，《仕事←ヒト》，つまり，ある特定の仕事に対して，その仕事に相応しい職能を持つヒトを充て

ることができなかった．しかし，ヨーロッパ中世の場合，職能を持つものは都市における兄弟盟約

によって，ギルドに加盟できた．つまり，ヨーロッパ中世においては，ギルドという限定的な範囲

内ではあるが，すでに《職能←ヒト》（あらかじめ職能が物象化されていて，その職能が必要な仕事に

相応しいヒトなら，その仕事に就ける）に転換していた．ウェーバーによると，ガラテア書に見える

「アンティオキアにおいて聖餐共同体に対するあらゆる儀礼的な血縁上の障壁が除去されたこの時

が，……西洋の市民層誕生の時」9）であるというのは興味深い．ガラテア書で，すでに原始キリス

ト教徒は，組織編成原理を《ヒト←仕事》から《仕事←ヒト》へと転換し始めていた（少なくと

も，その素地があった）というのが，ウェーバーの主張である．�

9 ）　「西洋『市民制度』起源は事実上の出現こそこの時より一千年以上も遅れて，中世都市の革命的『共同
誓約者』において初めてみられたのであるが―宗教的前提条件としてみるならば―元来はアンティ
オキアーで実現したように聖餐共同体内の儀礼上の血統障壁の撤廃されたのに始まっている．けだし，
共同食事すなわちキリスト教における聖晩餐の共同がなくしては，誓約友愛体や中世市民制度はありえ
なかった」（ウェーバー 1953：98）．



� 131遊牧開始という，組織編成原理史上の分水嶺（中川）

3）過渡期における組織編成原理の変貌

この点，モートン・フリード（1923-1986）が平等社会（egalitarian�society）と地位社会（rank�

societies）とを比較して，組織編成原理の変貌を指摘していた．フリードは，平等社会とは「いか

なる年齢・性区分においても，威信的地位が，それを充たす能力・資格のあるヒトの数だけ存在す

る社会」10）と述べている．これは，平等社会，つまり，疑似親族原理が支配的な原初的な組織形態

では，ヒトがまず確定されて，そののちに仕事（職務）が割り充てられるという《ヒト←職務》の

組織編成原理が実行されていることを，明瞭に示している．

一方，「地位社会とは，価値ある身分という地位の数がかなり限られているので，かかる身分に

就くために十分な能力を持っているヒトすべてが，それに就けるわけではない社会である．このよ

うな社会は，成層化されていることも，成層化されていないこともある」（FRIED 1967：109）と述

べている．これは，機能本位原理が生成した後の社会では，まず仕事（職務）が決定され，その後

にその職務に相応しい人物が充てられる組織編成原理が実行され始めていることを示している．つ

まり，地位社会では，いよいよ《ヒト←職務》から《職務←ヒト》への転換が起き始めていた．

かくて，フリードの「平等社会から地位社会への発展」論では，本稿で検討している疑似親族原

理から機能本位原理への移行過程が，《ヒト←仕事》から《仕事←ヒト》への転換・逆転であった

ことが図らずも語られている．

III．機能本位原理の生成

1 ．前 4千年紀，遊牧民としての原インド・ヨーロッパ語族民の生成

では，いつ，どこで，誰が，どのようにして，機能本位原理を開発したのか．機能本位原理と

は，「あらかじめ機能をもとに職務（仕事）を限定したうえで，その職務（仕事）にヒトを充ては

める」ことであるから，その開発には，すでに見たように，次の条件がある．第一に，機能がヒト

から切り離されて，仕事として対象化されていること（つまり，物象化），さらに，第二に，よそ

者をよそ者のまま組織内に組み込むという仕組みができていること．このような条件を充たすよう

な組織は，果たして存在したのか．

10）　「平等社会とは，いかなる年齢・性区分においても，威信的地位が，それを充せるヒトの数だけ存在す
る社会である．換言すると，平等社会は，価値ある地位の数がそれを充たす能力を持つヒトの数に合わ
せて調整される社会である．ある時期，能力あるヒトの数が多い場合，価値ある地位の数はその分だけ
多くなるであろうし，能力あるヒトの数が少なければ，価値ある地位の数は縮小するだろう．もっと
はっきり言おう．平等社会は，権力を行使する能力を有するヒトの数を限定したり，制限したりするい
かなる手段ももたない．個人的強さ・影響力・権威や，どんな手段でも，権力を行使できるヒトは，全
員がそうできるし，支配や至高性の秩序を打ち立てるために彼らが結束する必要などないのである」
（FRIED 1967：33）．
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ヒトは，その誕生以来，およそ400万年間，バンドと呼ばれる親族組織（せいぜい数十人規模）で

暮らしてきた．狩猟採集で生計を立てる限り，その小さな規模を越える食糧を獲得することが不可

能だったからである．現実には，小規模親族組織だけでは世代を超えて存続できないので，通婚圏

としてバンドが（例えば，10個）集まった集団が原基的な組織となっていた．

親族組織であるバンドにおいて，何をするにもまず「ヒト」が確定されていたこと，そして，新

しい仕事が生じたら，今いる組織構成員がその仕事を引き受けたことは，疑いない．まさに，「ヒ

ト←仕事」（まずヒトを決めてから，特定の仕事をそのヒトにやらせる）の組織編成原理であった．

従って，ヒトの組織編成原理としては，紀元前5000年ほどまで疑似親族原理のほかには何もなかっ

たのだから，「原基的な組織編成原理があるとすれば，それは疑似親族原理である」と言うほかな

い．

テンニースや高田保馬が議論していたように，疑似親族原理だけが存在していた時期（例えば，

高田の言う自然社会）が長い間続いて，その後に全く異なる組織編成原理（本稿では機能本位原理と

呼んでいる）が誕生した．自生的な組織編成原理である疑似親族原理に対して，機能本位原理は人

為的・派生的 ･機能的である．

今から 7千年前に遊牧が開始したときに，機能本位原理が生成し，今から 6千年前の原インド・

ヨーロッパ語族民の部族としての生成で，機能本位原理が本格化した．初期遊牧組織における三階

級構造が形成されたからである．前 4千年紀，ユーラシア・ステップの一角で，大量の緬羊飼育を

生業とする遊牧が開始された．原初的組織の組織編成原理を超越する新しい組織編成原理を生み出

した組織こそ，「初期遊牧組織における三階級構造」であった．

もっとも，初期遊牧民は，ヒツジやヤギの大群を連れてステップを彷徨う，いわば浮浪者家族で

あった．豊かなムギを享受し始めていた定住農耕民に寄生する，いわば乞食の一団であった．それ

ゆえ，大部分の初期遊牧民は，浮浪者のまま歴史の忘却の彼方へと消えていった．しかし，人類史

の99％以上を占める圧倒的な期間に存続したバンド（親族組織）の傍らに忽然と誕生した初期遊牧

組織は，潜在的・即自的には組織編成史上，画期的な新規性を秘めていた．専門性あるいは職務と

いう観念の獲得である．かくて，「職務」（家畜の群れの管理）を対象化して，その「職務」の遂行

に必要な専門性を持っている者（この場合は，イヌ）を「外部調達」して，組織の中へと《割り充

てる》ことを意識的に実行した人々がいた．原インド・ヨーロッパ語族民である．彼らの神話にお

ける《三機能イデオロギー》（デュメジル）こそ，「仕事←人」という《割り充て》の観念化・意識

化にほかならない．《三機能イデオロギー》の生成こそ，原インド・ヨーロッパ語族民による機能

本位原理の覚醒であると考える．機能本位原理は《三機能イデオロギー》の形成とともに対自化し

た．彼らが，少なくとも言語系統的には，欧米人の祖先であることは，言を俟たない．
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2 ．原インド・ヨーロッパ語族民における三階級構造

1 ）初期遊牧におけるヒトと家畜による三階級構造

バンド規模を越える組織拡大のきっかけ，それは， 1万年前の農耕開始， 8千年前の家畜化，中

でも決定的であったのが 7千年前の遊牧の開始である．紀元前5000年頃，メソポタミア周辺のス

テップ地帯で遊牧が始まった．百頭以上のヤギ・ヒツジを，草場から草場へ，水飲み場から水飲み

場へと誘導するのは，人間業
わざ

ではない．牧夫が巨大な家畜群をコントロールするには，牧畜犬など

の《仲介者》が，絶対に必要である．つまり，初期遊牧民が形成した組織は，「牧夫→《仲介者》

→ヒツジ」という三層構造からできていた．特筆すべきことに，この初期遊牧組織は三階級構造と

して一体化した組織（entity）となっていた．もちろん，これは，ヒトだけで構成される組織では

ない．しかし，非人間である家畜群と《仲介者》（原インド・ヨーロッパ語族の場合はイヌ）を組織

のメンバーと見なすと，牧夫・イヌ・家畜群からなる，全体で一個の組織である．

確かに，組織をヒトからなる仕組みと限定すれば，遊牧民がステップで暮らしていた時には，家

族，および，その拡大家族である親族組織，例えば，数家族が血縁をもとに紐帯を持っているよう

な氏族，さらに氏族が拡大した部族しかなかったのであるから，階級は存在しなかった（血統の優

劣や所有家畜の多寡に基づく階層はあったであろうが）．草原での生活は，疑似親族原理が支配的な

世界であり，まだ階級社会ではなかった．

しかし，構成メンバーをヒトに限定せずに，構成メンバーを拡張して，ヒトと動物（非ヒト）に

よって構成される一体化された仕組みもまた組織であると認めると，実は，三階級構造からなる組

織が存在していた．それが，ヤムナ文化期の原インド・ヨーロッパ語族民がステップで暮らしてい

た時の初期遊牧組織であり，これこそが絵に描いたような典型的な三階級構造を形成していた．

前5000年頃，メソポタミア周辺のユーラシア・ステップ地帯に（ 1）牧夫家族と（ 2）少数の

《仲介者》（イヌ，あるいは，去勢ヒツジ・ヤギ）と（ 3）ヒツジの大規模な群れとからなる牧畜組織

が忽然と誕生した．この組織は，三つの異質で異種の動物からなっている．三種の動物から構成さ

れるこの組織は，機能という側面から見ると，完成された形態をしている．

家畜飼養を生業とする遊牧民の組織を想定して，図式化したのが図 2「遊牧によって成立した疑

似的社会構造」である．そこには，《牧夫》，《仲介者》（イヌあるいは去勢ヒツジ・ヤギ），そして，

当然，多数の家畜（《ヒツジ》など）がいる．《牧夫》の家族は，バンドという，小規模の親族組織

である．しかし，この《牧夫》家族だけでは，遊牧組織は成立しない．遊牧組織が成立するために

は，《牧夫》のバンドの他に家畜の群れが必須である．家畜なき《牧夫》バンドは，草原をうろつ

く浮浪者の一団にすぎない．しかも，そのうえに《仲介者》が絶対にいないといけない．牧畜専業

という遊牧において，牧夫は，多数のヒツジを飼育するために《仲介者》を開発した．典型的な

《仲介者》は，イヌ，そして，去勢牡ヒツジ・ヤギである．《仲介者》なくして，群居性草食動物を

飼育することは不可能である．従って，この組織には，ヒツジとイヌという，異種の動物が（ヒト
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ではないが）組織の構成メンバーとして，絶対に欠かせない．

この遊牧民の組織は，組織編成原理史上，画期的な性格を持っていた．それらは，四点にまとめ

られる．①組織は，三つの異種の動物からできている．②三つの動物は，それぞれ全く異なる三つ

の機能を担っている．③三つの機能は，組織にとって，いずれも不可欠であり，しかも互いに依存

している．④三つの機能で充足しているので，組織としては完結している．

①　組織は，三つの異種の動物からできている（表 3）．

この組織は，三つの異種の動物（ヒト→《仲介者》→家畜群）をその必須の構成メンバーとして

抱え込んでいる．ヒト，《仲介者》，家畜群（ここでは，ヒツジ）は，それぞれ異なる別の種に属し

ている（特に，《仲介者》がイヌの場合）．去勢ヒツジ・ヤギであろうと，イヌであろうと，《仲介

者》も，ヒツジも，ヒトではない．非人間の動物なのだから，いわば，正真正銘の，究極のよそ者

である．牧夫家族以外の《仲介者》とヒツジをこの組織の構成員と見なすと，この初期遊牧組織

は，よそ者をよそ者として抱え込んだ史上最初の組織であり，それぞれよそ者同士の三つの階級か

ら構成される組織である．このような《仲介者》と大量のヒツジを擁する遊牧組織は，「よそ者を

いかにして組織内に取り込むのか」という視角から見ると，バンドという親族だけから構成される

図 2　遊牧によって成立した疑似的社会構造

出所）中川（2019a：423）

表 3　原基的遊牧組織における三階級構造（ 1）

三つの動物
牧夫 《仲介者》 家畜群

牧夫とその家族．この組織におけ
る唯一の人間．

イヌあるいは
去勢ヒツジ・ヤギ

ヒツジ，ヤギ，ウシ，ウマなどの
群居性草食動物

出所）中川（2017d：75）

牧夫

原基的形態

―三階級構造の生成―

《仲介者》

家畜群

専門家．その能力を買わ
れて牧夫の庇護下に入
り，家畜群を警護する．
牧夫からの処遇が気に入
らなければ，この組織を
離脱する自由を有する．

主権者．この組織全体を統
括する．《仲介者》を庇護す
る対価として，《仲介者》に
命令して家畜群を警護させ，
最終的に家畜群を消尽する．

囚われの身．この組織からの
離脱は不可能．最終的には，
殺されて，食べられてしまう．
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狩猟採集・初期農耕社会とは決定的に異質である．よそ者を組み込んだという点で，組織編成にお

ける（潜在的な）一大革新である．

②　三つの動物は，それぞれ全く異なる三つの機能を持っている（表 4）．

三つの動物は，本質的に全く異なる機能（仕事）を果たしている．牧夫は，全体を統括する管

理・運営という機能を持ち，ヒツジの生殺与奪の権を握っている．いわば，主権（英 sovereign-

ty，仏 souveraineté）を握っているのが，牧夫である．《仲介者》は牧夫の命令のもと，ヒツジの

大群を警護し，管理する機能を持っている．ヒツジは日常的には乳・毛を供給するが，最終的には

肉となって牧夫家族の食糧・商品として「貢献」する．詰まるところ，《ヒツジ》は資源として牧

夫によって消尽されるという「機能」を果たしている．

これら三つの異種の動物が果たす機能は，それぞれ三つとも不可欠（いずれが欠けても，この組

織は成立しない）であり，しかも，これら異種の三つの動物で十分・完結している．この組織が自

立するためには，これら三つの機能で十分であり，組織維持のために他の動物は必要ない．

③　三つの動物は，明瞭かつ不可逆的な三階級構造を形成している（表 5）．

これらの異種の三つの動物は，明瞭かつ不可逆的な上下関係・階層構造（支配・従属）をつくっ

ている．その結果，三つの動物を相互に代替したり，交換することは不可能となっている．牧夫

は，ヒトとして，全権を持っていて，《仲介者》に命令し，最終的に《ヒツジ》を消尽する地位に

ある．いわば，主権者として，《ヒツジ》から見れば，神のごとく絶対的権力を振るう，それは恐

ろしい暴君である．《仲介者》は，牧夫の命令を受けるので牧夫の下位にあるが，《ヒツジ》を威嚇

する立場なので，《ヒツジ》よりは上位にある．《ヒツジ》は，最底辺に位置し，その生殺与奪の権

を牧夫に握られていて，日常的に《仲介者》（イヌ）によって威嚇されている．

かかる「初期遊牧組織における三階級構造」の生成の際に，原インド・ヨーロッパ語族民は，

《三機能イデオロギー》でもって，「よそ者をよそ者のまま組織内に成員として取り込む」方式を構

表 4　原基的遊牧組織における三階級構造（ 2）

三つの機能
ヒト
（牧夫）

《仲介者》
（イヌあるいは去勢ヒツジ・ヤギ）

家畜群
（ヒツジなど）

組織の統括 暴力による組織の防衛・維持 資源の供給
主権者として，この組織全体を統括す
る．《仲介者》に命令して，家畜群を警
護し，管理させる．家畜群を，最終的に
殺して，資源として消尽する．

牧夫から指示・命令を受けて，家畜群を
オオカミなどの害獣から警護する．同時
に，家畜群を誘導し，離脱を防止するな
どの管理を行う．

乳・毛などを日常的に供
給し，最終的には，屠畜
されて肉として消尽され
る．

出所）中川（2017d：76）
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想した．動物（イヌと《ヒツジ》）を抱え込んだからこそ，このような特異な表象を得た11）．

IV．原基的遊牧組織の組織編成原理―異種の動物の組織内への取り込み―

1 ．初期遊牧組織における三階級構造の特質

かくて，400ないし500万年間続いてきたバンドという同質的な親族組織の傍らに遊牧組織とい

う，異種の動物を抱えた，異様な組織が忽然と現れた（本稿では，この組織を，原基的遊牧組織と呼

んでいる）．イヌが《仲介者》として採用された時，牧畜という生業の開始が持つ組織編成原理史

上の真の意味が現れ出た．異種の動物（ここでは，イヌとヒツジ）を抱え込んだことで，よそ者を

よそ者のままで組織内への取り込むための仕組みが成立したのである．そこで，遊牧組織における

組織編成原理を，機能的分業という視角から，三つにまとめてみよう．表 6「原基的ヒト組織と原

基的遊牧組織」には，バンド集団（本稿では，原基的ヒト組織と呼んでいる）と対比した原基的遊牧

組織の組織編成原理の特徴を整理している．ここでは，《機能本位原理》（原基的遊牧組織）の原則

を《疑似親族原理》（原基的ヒト組織）と対比させて論じている．

1）機能本位の原則

バンドにおいては，構成員は，そもそも選ばれているのではなく，血縁・婚姻によって，もとか

ら組織内に「いる」．それに対して，牧畜社会での家畜群と《仲介者》（牧畜犬）は，それが果たす

べき機能によって選択されている．

表 5　原基的遊牧組織における三階級構造（ 3）

三つの階級・絶対的な非互換性
牧夫 《仲介者》 家畜群

最上位の階級 中位の階級 最下位の階級
人間として，動物（イヌ
やヒツジなど）とは隔絶
した存在であり，この組
織の最高権力者．

牧夫の指揮下にあり，その意向に絶対的に従
う．（イヌの場合は特に）家畜に対して，上
位に位置して，暴力的に従わせる．

《仲介者》がイヌの場合，恐ろしい
捕食者に監視・管理される．最終的
に，屠畜されて，資源となる．

まかり間違っても，イヌ
やヒツジの位置にまで降
下することはない．

人間の位置にまで昇格することはないが，同
時に，殺されて資源にされる家畜群にまで降
格されることもないので，中位の階級にあ
る．

幼牡のうち，ほんの数頭が去勢され
て《仲介者》に昇格するが，圧倒的
大多数は生涯，最下層の階級にとど
まる．

出所）中川（2017d：77）

11）　以上の「初期遊牧組織における三階級構造」に関する記述は，図も含めて，拙著（中川 2017d：74-
77）から引用されている．
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すなわち，牧夫が，ヒツジやヤギなど，野生動物を家畜化したのは，それらの乳・肉・毛などを

供給する機能が欲しかったからであり，イヌを牧畜犬にしたのは，《仲介者》（群居性動物の管理）

という機能が必要であったからである．つまり，牧畜民は，まず何よりも，ヒツジやイヌなどが供

給してくれる機能（あるいは，能力・適性など）が欲しかったから，それらに目を付けて，構成員

として，この分業体制（つまり，組織）へと組み入れた．食糧供給源として，役に立たない動物を

家畜化しないし，《仲介者》として機能しない動物を牧畜犬にはしない．

2）外部調達の原則

バンドにおいて，何か新しい仕事が生じた際には，内部のヒトをそれに充てる．すなわち，内部

調達である．一方，牧畜組織では，構成員獲得は外部調達による．

走り廻ってヒツジを管理するのは，イヌにしかできない．牧夫の兄弟や子供など，既存のメン

バーをその職務に充てようとしても，任務遂行は不可能である，数百頭のヒツジを管理するのは，

人間業
わざ

ではないからである．牧夫の家族には，《仲介者》という職務を遂行するに足る能力・適性

の持ち主はいない．そもそも，《仲介者》たる機能をヒトは持ち合わせていない．どうしても，イ

ヌという（ヒトではないが）異種の動物にこの任務を遂行させるしかない．

そこで，必要とあらば，家族外から，しかも，異種の動物の中からでも採用するのである．分業

表 6　原基的ヒト組織と原基的遊牧組織―組織編成原理史上の分水嶺―

原基的ヒト組織 組織構成員 原基的遊牧組織
小規模血縁集団であるバン
ドでは，構成員は親族から
成っているので，そもそも
「選定」という作業はなじ
まない．選定する前に，誕
生や婚姻によって，もとか
ら「いる」のである．

選ばれるので
はなく，もと
から「いる」

選定基準 機能本位

ヒツジの機能とは，乳・肉・毛など，有
用な資源を供給することである．この役
割をヒトが果たすことができない．牧畜
犬の能力をヒトが果たすことはできな
い．この組織編成原理では，かかる機能
本位で構成員を選定する．

小規模血縁集団では，男女
間，年齢間で仕事が振り分
けられる．この分業は，も
とからこのバンド内にいる
構成員に仕事を与えるとい
う，内部調達方式である．

内部調達 選定方法 外部調達

ヒトはヒツジにはなれず，牧畜犬にもな
れない．必要な機能を果たすのが，外部
の動物である．そこで，ヒトとは異種の
動物でさえ，必要とあらば，組織の構成
員として取り込む．

親と子，本家と分家など，
親族間の血縁的な位階制は
存在する．しかし，基本的
に，同じ親族内の「仲
間」，あるいは「広義の家
族」であり，相互に対立す
るような「階級」は存在し
ない．

親族
（疑似的家族） 組織構造 絶対支配

ヒツジは，牧夫とその家族の生活を支え
るために，乳・肉・毛を供給する．牧夫
の絶対的な支配下にあり，生殺与奪の権
を握られている．この上下関係は絶対的
である．ヒツジが牧夫と「仲間」になる
ことはありえない．牧畜犬も，牧夫の支
配下にあるが，あくまで協力者であ
り，同列には位置しない．

出所）中川（2017d：115）より筆者作成．
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形成において，外部から適材を導入する．異質なメンバーを抱える組織が形成されるに当たって，

牧夫は，原初的な組織の外から，メンバーを連れて来た．

もちろん，ヒツジについても，その能力・適性（肉・乳・毛を供出する）を担う者は牧夫の家族

の中にはいない．家畜の機能の牧夫による活用こそが家畜化の目的なのである．

ヒツジは，当然，動物である．そのうえ，《仲介者》は，何よりもまず牧畜犬である．イヌはヒ

トではない．ましてや，同じ部族，氏族，親戚，つまり，仲間に属する存在ではない．牧畜民は，

自分の親戚ではないが，その能力を買って，イヌを採用し，訓練して，《仲介者》とさせたのであ

る．分業を形成するに当たって，たとえ異種の動物であろうとも，その能力・適性を基準に組み込

んだ．異種の動物でさえ牧畜においては組織に組み込めたのであるから，戦争で捕虜にした異民族

を，分業に組み込むのは，むしろ，自然の成り行きだった．

《仲介者》のうち，中でも牧畜犬は，（当時は，多数の家畜を追い回して誘導するという高度な技能

は，まだ持っていなかったであろうが）群れを害獣から守る警護犬として，ヒトにはできない専門的

な能力を持っていた．牧夫は，イヌのかかる「専門的な能力」に目を付けて，「外部調達」して，

彼らの原基的遊牧組織の中へと，《割り充てた》のである．この《牧夫→イヌ→ヒツジ》という三

階級構造の誕生こそ，人間の組織編成原理史上の真の分水嶺である．よそ者を組織の構成員として

組み込むのに疑似親族化という方法を採用せずに，よそ者（イヌとヒツジ）を，彼らの機能（イヌ

は家畜群の管理をさせる．ヒツジは家畜として消尽する）に目を付けて，よそ者のまま取り込んだ．

イヌは，自分たちの親戚でもなければ同族でもなく，全くの異種の動物である．しかし，全くの

外国人であろうが，異種の動物であろうが，その能力が職務に最適ならば，その能力を買って，彼

を採用し，職務に就けるのである．人類誕生以来，400～500万年間，ヒトは組織と言えばバンドし

か知らず，つまり，血縁・婚姻でつくる親族組織しか知らなかった．牧畜民が開発した《仲介者》

採用のこのシステム，これは，組織の外に，有能な人材を求めて，外の市場から採用するというシ

ステムの原型と言うべきである．牧畜犬は，史上初の専門家（プロフェッショナル）と呼べるであ

ろう．

もっとも，初期遊牧民は，ヒツジやヤギの大群を連れてステップを彷徨う，いわば浮浪者家族で

あった．豊かなムギを享受し始めていた定住農耕民に寄生する，いわば乞食の一団であった．それ

ゆえ，大部分の初期遊牧民は，浮浪者のまま歴史の忘却の彼方へと消えていった．しかし，人類史

の99％以上を占める圧倒的な期間に存続したバンド（親族組織）の傍らに忽然と誕生した初期遊牧

組織は，潜在的・即自的には組織編成史上，画期的な新規性を秘めていた．専門性あるいは職務と

いう観念の獲得である．かくて，「職務」（家畜の群れの管理）を対象化して，その「職務」の遂行

に必要な専門性を持っている者（この場合は，イヌ）を「外部調達」して，組織の中へと《割り充

てる》ことを意識的に実行した人々がいた．原インド・ヨーロッパ語族民である．彼らの神話にお

ける《三機能イデオロギー》（デュメジル）こそ，「仕事←人」という《割り充て》の観念化・意識
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化にほかならない．《三機能イデオロギー》の生成こそ，原インド・ヨーロッパ語族民による機能

本位原理の覚醒であると考える（中川 2019a）．機能本位原理は《三機能イデオロギー》の形成と

ともに具体化した．彼らが，少なくとも言語系統的には，欧米人の祖先であることは，言を俟たな

い．

3）絶対支配の原則

バンドにおいて，親と子，本家と分家など，親族間の位階制は存在するが，子も歳を取ればやが

て親になるように，この位階制は相対的・一時的・境界不鮮明である．例えば，高校の学年のクラ

ス編成で，成績順にクラス分けをするという区分は，次回の定期試験での成績によって来年度は再

編成されるので，ここでいう，相対的・一時的・可逆的な位階制である，

それに対して，家畜群としてのヒツジは，牧夫の家族のために生存させ，その生殺与奪の権は，

牧夫が文句なく握っている．牧夫が命令し，ヒツジはその命令に従うだけであり，しかも，最終的

にはヒトがその肉を食うために殺されるという，絶対的・一方的な関係が存在している．すなわ

ち，牧夫とヒツジとの関係は，絶対支配の構造である，ヒツジが優秀になったからといって牧夫と

入れ替わるなどという互換性は微塵もない．ヒツジはいくら努力しても永久にヒツジのままであ

る．牧夫はヒトであり，ヒツジは永遠に動物なのだから．牧畜犬も，牧夫と一定の親和性はあって

も，牧夫からは一方的な命令を受ける関係である．牧畜犬が牧夫に指示することはありえないし，

ましてやヒツジが牧夫に命令することはありえない．この分業体制における位階制は，上下関係が

極めて厳密に形成されていて，厳格な階級構造を形づくっているので，絶対的・恒久的・不可逆的

という性格を持っている．

2 ．組織編成原理史上の分水嶺としての機能本位原理の出現

一般に，身の安全のためには結集する人数は多いほど良い．しかし，自然環境に依拠する狩猟採

集生活では，食糧の対象となる動植物の分布は希薄なので，人口密度は極めて低い．縄文時代の東

日本では 1 km2あたり 1人というが，これは例外的であり，地球上の他の地域では， 1 km2あたり

0.1人から0.5人程度であろう．バンド集団は，通婚圏として，おおむね500人程度の規模であった

と想定されている．その場合，食糧獲得量の制限が伸し掛かってくるので，このバンド集団のよう

に自然発生的な組織のままだと，たとえ500人という規模でも，生活圏は1000km2から5000km2に

広がっていた．

なぜ，ある種の部族などの集団は，その自然状態にとどまらず，人為的な組織をつくったのであ

ろうか．ひとつの理由として，食糧獲得量が増加して組織の拡大が可能になった時，疑似親族原理

による成員増加も可能であるが，よそ者を獲得して成員に加える方が組織規模の拡大のためにはよ

り効率的であったからだろう．これまで長い間，ヒトは組織を編成するには，血縁関係・婚姻が中
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心で，よそ者を取り込むには親族化するほかなかった．他者をヒトとして取り込むのであれば，そ

れは同じ組織内のヒトにするのであるから疑似親族原理である．他者を他者として，すなわち，あ

くまでも非ヒトとして取り込むことが，この場合，新規のイノベーションであった．従って，世界

観だけでなく，「よそ者をよそ者として組織内に取り込む」仕組みの創設が不可欠であった．

イヌもヒツジも，非ヒトの動物だから，究極のよそ者・正真正銘のよそ者である．とはいえ，よ

そ者として採用されるに当たって，イヌには特殊な好条件があった．イヌはすでに中石器時代，今

から 3万 5千年ほど前に家畜化された動物である．狩猟採集民のバンドに随伴して，狩猟の補助・

夜間の守りなど，ヒトの役に立つ働きをしていた．その代わりに，餌などを与えられて，お互いに

利益を享受していた．いずれにしろ，バンドのすぐ近くに恒常的につきまとっていたので，ヒトに

とって，イヌは，いわば家族の一員，半ば疑似親族化していた．イヌは，ヒトではないので疑似親

族でもないが，ヒトの近くにいたことで，「よそ者をよそ者のまま組織内に取り込む」という課題

が生じた時に，その解決のために格好の存在となった．

しかし，いくら以前から近くにいたといっても，ヒトになったのではないから疑似親族化ではな

く，組織に取り込まれた時，あくまでもよそ者としてであった．従って，彼らを取り込むには，疑

似親族化以外の方法を開発する必要があった．ここに至って，組織編成原理という視角から見る

と，よそ者をいかにしてよそ者のまま組織の成員にするかという難題が潜在的に発生していた．自

然発生的にではなく，意図的・意識的に取り込むのだから，それには，あらかじめ機能・目的・職

務が確定されている必要があった．

イヌの職能に目を付けて，その機能（家畜群の管理）を遂行させるために，組織内に取り込ん

で，組織の成員としたという機能本位原理がその方法である．ここでは，まず「ヒツジの管理」と

いう働きを対象化している．つまり，機能が対象化・物象化（モノ化）され，その「モノ化」され

た機能（ヒツジ群の管理）に最も相応しい者（ここでは，イヌだが）を担当者として充てた．物象化

されたこの機能（＝ヒツジの群れの管理）は，人間業ではない．ヒトには不可能である．そこで，

同じ集団内の成員ではなく，採用のための「募集」の範囲を広く外界にまで広げて，そのスキルを

持っている該当者（イヌ）を採用したのである．

上記のような三つの原則を実践できたので，初期遊牧組織における三階級構造において，よそ者

をよそ者のまま組織内に取り込む仕組みができた．機能をヒトから分離して，物象化するだけで

は，組織編成原理は転倒されなかった．よそ者をよそ者としてそのまま組織内に組み込む仕組みが

なければ，採用対象者は疑似親族化されたバンド集団内のヒトしかいないので，イヌを《仲介者》

に充てることはできず，「ヒツジの大群の管理」という機能は永遠に実現できなかったであろう．

「よそ者の取り込み」には，機能本位原理の生成という，組織編成原理の方向逆転が必須であった

のである．
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3 ．原基的ヒト組織から原基的遊牧組織への飛躍

1 ）原基的遊牧組織による機能本位原理の生成

前5000年頃，チグリス・ユーフラテス両川下流域で灌漑農耕が開始した時，沖積平野で形成され

た村落共同体は，数百人規模の拡大家族であった（ウバイド文化）．この灌漑農耕の開始以降，メ

ソポタミアの沖積平野での人口集積が急速に進行した．この段階に至るまでのヒトの組織として

は，バンドが十個程度集まったバンド集団で暮らしていたと想定される．

すでに述べたごとく，われわれの類人猿社会の研究は，人類社会の起原に対する関心と切り

はなしがたいものである．私はかつて人類社会が家族を社会単位として構成されている点に注

意し，人間家族の特徴として，一，インセスト・タブー（incest�tabu）の存在　二，外婚（ex-

ogamy）　三，地域社会　四，夫婦間における分業の四つをあげた．

この中で，前三者は関連している．インセスト・タブーを認めることは，家族内で再生産を

つづけることの否定であるから，インセスト・タブーと家族外婚とが両立していなければ，社

会は持続されない．外婚を支障なくつづけてゆくためには，通婚圏としてある程度の大きさを

もった地域社会の存在が，前提条件となってくる．ワッシュバーンとランカスターは，このた

めには，すくなくとも500人の人口を擁する地域社会が必要だと考えている．原始狩猟採集生

活者のつくる一つのバンドが，50人から成立しているとすれば，こうしたバンドを10集めたも

のが一つの通婚圏であり，一つの地域社会であるということになるであろう．そうすればこれ

は，われわれの考えている類人猿の地域社会よりも，かなり大きな地域社会であるだろう（今

西 1994：227）．

狩猟採集時代という，人類史の99% 以上の圧倒的長さの期間にヒトがつくっていた集団は，お

おむねバンド10集団からなる500人規模の地域社会であったと，今西錦司は想定している．そこ

で，これを原基的ヒト組織と呼んでおこう．この原基的ヒト組織は，限りなく純粋な疑似親族原理

によってつかさどられていた組織である．

このバンド集団（原基的ヒト組織）を越える組織拡大のきっかけ，それは， 1万年前の農耕開

始， 8千年前の家畜化，中でも決定的であったのが 7千年前の遊牧の開始である．紀元前5000年

頃，沖積平野での灌漑農耕開始とほぼ同時期に，メソポタミア周辺のステップ地帯で遊牧が始まっ

た．100頭以上のヤギ・ヒツジを，草場から草場へ，水飲み場から水飲み場へと誘導するのは，人

間業ではない．牧夫が巨大な家畜群をコントロールするには，牧畜犬などの《仲介者》が，絶対に

必要である．つまり，初期遊牧民が形成した組織は，「牧夫→《仲介者》→ヒツジ」という三層構

造からできていた．《仲介者》のうち，中でも牧畜犬は，（当時は，多数の家畜を追い回して誘導する

という高度な技能は，まだ持っていなかったであろうが）群れを害獣から守る警護犬として，ヒトに
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はできない専門的な能力を持っていた．すでに見たように，牧夫は，イヌのかかる「専門的な能

力」に目を付けて，「外部調達」して，彼らの初期遊牧組織の中へと，《割り充てた》のである．本

稿の考えでは，この《牧夫→イヌ→ヒツジ》という三階層構造の誕生こそ，人間の組織編成原理史

上の真の分水嶺である．イヌは動物として究極のよそ者だから，どう足掻いても疑似親族化できな

い．それゆえ，よそ者を組織の構成員として組み込むのに疑似親族化という方法を採用せずに，よ

そ者（イヌとヒツジ）を，彼らの機能（イヌは家畜群の管理をさせる．ヒツジは家畜として消尽する）

に目を付けて，よそ者のまま取り込んだからである．

図 3で原基的ヒト組織（拡大家族）は，ほぼ純粋な疑似親族原理で組織化されているので，X軸

に沿って，右下に位置づけられている．一方，初期遊牧組織における組織編成原理は，これまた紛

う方なき機能本位原理である．ヒトではないイヌ・ヒツジを親族にすることは普通はありえないの

だから，彼らを組織化するのに疑似親族原理を活用することは不可能である．ならば，機能で選別

して，そのまま動物（非ヒト，非親族）として組織化すればよい．つまり，前 5千年頃，ユーラシ

ア ･ステップで初期遊牧組織が出現した時，それが意味したのは，観念的 ･潜在的に対極に位置す

る組織化原理の生成であった．初期遊牧組織の誕生とともに，機能本位原理が即自的に生成した．

図 3　原基的ヒト組織から原基的遊牧組織への飛躍

注）組織編成原理は，疑似親族原理と機能本位原理という二つの軸で類型化できると仮定して
いる．ヒトは狩猟採集生活から初期農耕時代まで長期間にわたって疑似親族原理によって組
織を編成してきた．従って，ヒトの組織は，もともとこの図の右下に位置する．その一方
で，前5000年頃に生まれた原基的遊牧組織は，異種の動物（例えば，ヒツジとイヌ）を，そ
の機能に目を付けて，組織内に抱え込んだ．つまり，機能をもとにして組織を編成するとい
う，史上，初めての事例である．そこで本図では，疑似親族原理から機能本位原理への飛躍
として図式化している．

出所）中川（2017e：269）より，筆者作成．
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バンド集団からなる原基的ヒト組織は，おおむね500人程度と想定されている．それからの理論

的飛躍で生成した初期遊牧民組織における三階級構造（原基的遊牧組織）は，その特徴として，ヒ

トは牧夫とその家族だけであり，せいぜい 4人から 5人である．しかし，三階級構造を形成してい

るイヌ（ 4～ 5頭）とヒツジの大群（300～500頭）を加えると，個体数は，場合によっては，総計

で500に近づくであろう．かくて，総個体数では，本稿で想定しているヒトからなる原基的ヒト組

織とヒト・イヌ・ヒツジからなる原基的遊牧組織とは，ほぼ同じ規模を持っている．ヒトであろう

と，ヒツジであろうと，その対象者が同じ集団に属する成員か否かを判別するのには，ヒトの認識

能力として自ずと限界がある（「500人程度」とされる）ので，いずれの組織でも集団規模が500個体

になっているのは，偶然ではないと思う．

しかし，両者は規模は同程度であっても，その組織編成原理は正反対である．原基的ヒト組織

は，疑似親族原理でつかさどられており，全員が人間であり，しかも，親族か，あるいは疑似親族

である．本家とか分家，長幼の区別などの差は存在しても，それは相対的・一時的であり，基本的

に構成員は平等である．一方，原基的遊牧組織では，ヒト・イヌ・ヒツジという，截然たる三階級

構造に分かれている．これらの三階級は，それぞれ固有の機能を有するばかりか，極めて明瞭な上

下関係にあり，ヒト（牧夫）はヒツジに対して生殺与奪の権を振るうという，絶対的な支配者とし

て君臨している．すなわち，この原基的ヒト組織から原基的遊牧組織への観念的飛躍によって，機

能によって成員を選別・採用して，絶対的な支配下に置くという，機能本位原理が生成したのであ

る．

2）共感なき組織拡大―階級社会であることの証

チャールズ・ダーウィン（1802-1882）が『人間の由来』（原書1871年刊行，邦訳2016年）の中で，

「原初的な組織形態である血縁組織の共感を拡大するのが，文明である」と述べている．

人間はふつう，高次の道徳規則と低次の道徳規則とを容易に区別することができる．高次の

ものは，社会的本能に基礎を置く，他人の福祉に関連したものである．それらは，仲間の賛同

および理性によって支えられている．……人類の文明が進み，小さな部族が大きな集団に統合

されるようになると，たとえ個人的に知らない人物であっても，同じ国に所属するすべての人

間に対して，誰もが自分の社会的本能と共感を拡張せねばならないことは，最も単純な理性の

持ち主にも明らかとなったはずだ．一度この結論に達すると，共感がすべての国，すべての人

種に属する人間に拡張されるのを阻むものは，単に人工的な障壁でしかなくなる．実際，そう

いう他人が，自分自身と外見や習慣が大きく異なると，彼らをも自分の仲間と認識できるよう

になるまでには，不幸にも非常に長い時間がかかることは，経験から明らかである．人間を越

えた共感，つまり下等動物に対する仁愛は，倫理的には最も最近獲得されたものであるよう
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だ．これは，未開人の間では，自分のペットに対して以外は感じられていないようだ．古代

ローマ人がこれをほとんど感じていなかったことは，彼らが行っていたぞっとするような剣闘

士ショーによく現れている．人道という概念そのものは，私の見る限り，パンパスのガウチョ

のほとんどにとっては，まったく聞いたことのない新しい概念であった．この美徳は，人間が

保持している最も高貴なもののひとつであるが，これは私たちの共感がより愛情のこもったも

のになり，より広く拡張され，ついには感覚のあるすべての存在にあてはめられるようになっ

たことに付随して獲得された（ダーウィン 2016a：130-131）．

原基的遊牧組織の生成後，機能本位原理が伸張する一方で，疑似親族原理が現在でも生き延びて

いるし，集団としての結束のための重要な原理であることは言を俟たない．何よりも，国家の一員

である国民ひとりひとりが，国民国家としての一体感を持てるかどうかは，近代国家の重要な要件

である．共感の拡大こそ文明だというダーウィンの言葉は，本稿での用法によると，疑似親族原理

を拡大して，バンド→氏族→部族→国家へと順調に発展して，最終的に国民としての自覚と共感を

持つ国民国家を形成することこそ，文明の王道だという意味となる．

入江重吉（1947-）は，ダーウィンの『人間の由来』のこの個所を引用しつつ，石器時代におけ

る血縁関係からなる小集団は，共感という絆で結成されていたが，しかし，この小集団でのみ通用

していたモラルが，かかる小集団を越えて拡大していくことには懐疑的だと述べている（入江

2003b：50-51）．「疑似親族原理の殻を破る」あるいは「共感の拡大こそ文明だ」というのは，原基

的ヒト組織としての血縁小集団の枠を越えることが，人類史上，決定的に重要だったことを意味し

ている．

かくて，疑似親族原理が支配的な組織（すなわち，本稿で言う原基的ヒト組織）を出発点として，

いかにして階層化（stratification）が進み，やがて階級社会が成立したのかという課題は，経済史

上の一大難問である．しかし，原基的ヒト組織のような全メンバーがヒトからなる組織のままで

は，疑似親族原理が転倒されることはなかったので，階級形成はありえなかったと思う．つまり，

疑似親族原理が転倒されるには，動物（非ヒト）という「よそ者が組織内に組み込まれる」という

事例が生ずることがきっかけとして必要であったし，そこから観念的にイデオロギー化が起きて初

めて実現したと考える．

「共感の拡大」とは美しい言葉である．しかし，上記で見たように，疑似親族原理の殻が破られ

たのは，原インド・ヨーロッパ語族民によって原基的遊牧組織が形成され，機能本位原理が生成さ

れた時であった．機能本位原理の生成は，イヌの《仲介者》化と，《ヒツジ》化（群居性草食動物の

家畜化）によって実現したが，これは，まさしく「よそ者をよそ者のまま組織内に取り込む」とい

う，新規の組織編成原理の誕生であった．何よりも，組織の新しい成員であるイヌにしろ，ヒツジ

にしろ，彼らは非ヒトなのだから，牧夫がイヌやヒツジに共感を抱くことはありえない．もしかし
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たら，イヌには，ペットのような感覚を抱くかもしれないが，しかし，ヒツジたちに対しては，共

感など全くない．群居性草食動物の家畜化は，イヌ・ネコなど愛玩動物の家畜化とは全く異なり，

最終的に殺して消尽するために生かしているのである．殺すことを前提に飼っている動物に対し

て，「共感」など抱いてはいけないし，抱くはずがない．

かかる「共感なき拡大」を案出したのが，群居性草食動物の家畜化を始めた牧畜民たちである．

この「共感なき拡大」こそ，組織編成原理史上で，牧畜民の画期的・革命的な発明である．成員の

間に「共感なき組織」こそ，階級社会である．よそ者をよそ者のまま組織内に取り込んだから，牧

夫とヒツジたちのと間に共感はありえない．イヌやヒツジこそ，究極のよそ者・正真正銘のよそ者

だとすれば，階級間で互いに雌雄を決するまで闘うという階級社会の，つまり，「共感なき社会」

の起源こそ，ここにあると言えよう．

おわりに―原インド・ヨーロッパ語族民とともに，機能本位原理が生成した―

機能本位原理は，いつ，どこで，誰が，どのようにして本格的に開発したのか．

現代において支配的になったヨーロッパ文明の遠い起源は，今からおよそ 6千年前に黒海・カス

ピ海北方の草原地帯（ステップ）で開始した遊牧（緬羊の大量飼育）という生業にあるが，それが

歴史の分水嶺となったのは，彼らによる遊牧の開始とともに機能本位原理が，疑似親族原理から分

かれて，萌芽的に生成したからである．

特筆すべきことに，数いた初期遊牧民の中で，黒海カスピ海北方ステップに棲息していた原イン

ド・ヨーロッパ語族民が，およそ前 4千年紀にイヌを牧畜犬として起用し，活用し始めた．遊牧と

いう生業におけるイヌの採用こそ，後に彼らの遠い子孫であるヨーロッパ人が言うところの《仲介

者》の明示的な活用事例である．

原インド・ヨーロッパ語族民の遊牧組織は，イヌを活用し，《仲介者》として採用することで，

《牧夫→イヌ→ヒツジ》という，三つの異なるカテゴリーの動物からなる単一の組織と見なすこと

ができる．この組織は，もはや血縁・婚縁による疑似親族形態ではなく，三つの異種の動物による

三階級によって形成される「社会」となった．

つまり，イヌというよそ者を，家畜群の管理という，その職能（＝機能）によって採用して，組

織内に組み込むという，機能本位原理が生成することで，それまで数百万年間にわたりヒトの組織

の唯一の編成原理である疑似親族原理に加えて，機能本位原理が誕生し，確立したことを意味す

る．組織編成原理史上の一大革新が成し遂げられた．

組織編成原理は，対概念の世界として認識されている．表 2 （本稿123頁）で見たように，社会

を議論の俎上に載せる時，自生的・人為的，自然的・意図的，ヒト優先・機能優先，ヒト←仕事・

仕事←ヒト，つまり，「ヒトが社会をつくる」のか，「社会がヒトをつくる」のかというように，選
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択肢は二択になっている．このほかに，もちろん，実体・過程，構造・機能など，二項対立として

認識されている．このことは，組織編成原理の世界では，対立する二つの要素が必ず存在し，両者

は不可分な関係にあるが，そのいずれを優先するかで見解が正反対になることを意味している．つ

まり，まず（例えば）「ヒトを選ぶのか，それとも，機能を選ぶのか」，このような二択として選択

肢が存在している．

人類が登場してから400万年間（あるいは，700万年間），ヒトは，その圧倒的期間（およそ99.9％）

において，狩猟採集民として原基的ヒト組織（バンド集団）で暮らしてきた．ここでの組織編成原

理としては，本稿で言う疑似親族原理しかなかった．そもそも，「ヒトか，機能か」と二択で迫る

選択肢など存在しなかった．選ぶも何も，今いるヒトたち（バンド集団の成員たち）と生きていく

しかなかったからである．

その機能本位原理は，原インド・ヨーロッパ語族民によって，本格的に感得されて，観念的に対

象化された．彼らの固有の世界観が神話の中で表象化されて，「世界はかくあるべし」という，集

団的な共有観念，すなわち，イデオロギーとなった．それこそ，ジョルジュ・デュメジルが提唱し

たインド・ヨーロッパ語族の諸神話に垣間見られる《三機能イデオロギー》であった．二つしかな

い選択肢の一方（つまり，機能本位原理）が前 4千年紀に原インド・ヨーロッパ語族民によって開

発されたのであるから，この時が組織編成原理史上の分水嶺となったと言うほかない．

その後のヨーロッパによる世界制覇の実現とは，《三機能イデオロギー》の現実への適用であ

り，自らが，「主権者」として，つまり，組織全体を統括する支配者として君臨する根拠となった

のである．
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