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シラバスにみる「社会学知」と「日常知」の関係 

－一人称複数の分析から－ 

 

 

関水 徹平・飯田 卓 

 

 

1 研究の目的 

 

本稿では、「社会学教育」という学知の伝達の場において、「社会学知」がどのようなも

のとしてとらえられてきたのか、とりわけそれが「日常知」とどのように関係づけられて

きたのか、その変遷のあり方について、全国 25 の国公私立大学のシラバスを対象として分

析する。社会学教育における「社会学知」と「日常知」の関係のあり方は、シラバスにお

いて、教員（社会学者）と学生（受講生）を表す一人称複数（「われわれ」「私たち」等）

が、「社会学知」の主体を指すのか、あるいは「日常知」の主体を指すのか、さらにこれら

両者がどのように関係づけられているのかということを分析することによって、明らかに

なるというのが、本稿の仮説である。 

本稿の目的は、こうした仮説に基づき、1965 年以降の、シラバスにおける「社会学知」

と「日常知」との関係のあり方の変遷を検討することにある。 

 

 

2 分析対象と分析方法 

 

全国の 11 国公立大学、すなわち北海道大学文学部、東北大学文学部、筑波大学（旧東京

教育大学）文学部（社会学類）、東京大学文学部、千葉大学文学部、一橋大学社会学部、名

古屋大学文学部、京都大学文学部、大阪大学文学部（人間科学部）、九州大学（文学部）、

首都大学東京（旧東京都立大学）人文学部（都市教養学部）と、14 の私立大学、すなわち

早稲田大学第一文学部、慶應義塾大学文学部、法政大学社会学部、立教大学社会学部、東

洋大学社会学部、明治学院大学社会学部、成蹊大学文学部、日本大学文理学部、上智大学

文学部、中央大学文学部、同志社大学文学部、立命館大学産業社会学部、関西学院大学社

会学部、関西大学社会学部、合計 25 大学における社会学関連科目のシラバスを分析対象と

する。また、分析対象とした年度は、原則として 1965～2006 年度である1。 

                                                        
1 ただし、分析対象となる年度には、シラバスの記載内容・収集状況によって以下の異

同がある。九州大学は、講義内容にあたる項目が 1994 年度までは存在しないため 1995 年

度～2004 年度、北海道大学・名古屋大学・大阪大学は 1965～2007 年度、筑波大学は 1965
～2008 年度、東京大学は 1993～2007 年度、千葉大学は 1985～2005 年度、日本大学・法政
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分析方法としては、おもにシラバスにおける「人称」の用いられ方、とりわけ「一人称

複数」（「私たち」「われわれ」等）の用いられ方に着目し、ドキュメント分析をおこなう。

この点について、言語学における「inclusive we」（書き手と読み手がともに含まれる we の

用法）と、「exclusive we」（読み手は含まれない we の用法）との区別を用いて敷衍するな

らば、本稿では、書き手すなわち教員と、読み手すなわち受講生をともに含む「inclusive we」

の用法を分析対象として、そこから読み解かれる「社会学知」と「日常知」の関係のあり

方とその変化を考察するのである。 

さらに分析方法について、本稿では、シラバスの記載事項のなかでも、「講義内容」にあ

たる項目を分析対象とする、という点を付け加えておきたい。講義内容の記述に「一人称

複数」を含む科目をすべて抽出し、その用法を上述の観点から分類・分析するという手順

をとる。 

 

 

3 シラバスにおける「一人称複数」の使用の増加 

 

社会学関連科目から、講義内容の記述に「一人称複数」が含まれる科目を抽出し、その

科目数を年代別に示したものが、図 1 である。講義内容の記述に「一人称複数」を含む科

目が総科目数に占める割合は、1960 年代には 3557 科目中、20 科目と 1％に満たないが、

1970 年代には約 1.6％（9229 科目中、146 科目）、1980 年代には約 3％（12059 科目中、348

科目）、1990 年代には 4％以上（18060 科目中、811 科目）と年を追うごとに増加し、2000

年代には 6％以上を占めるようになっている（15226 科目中、950 科目）。科目数全体の増

大からすれば、割合は小さいものの、「一人称複数」を用いた講義内容の記述は、次第に増

加する傾向にあるといって間違いなかろう2。 

                                                                                                                                                                   
大学は 1965 年度～2005 年度、東洋大学は 1966～2006 年度、関西大学は 1967～2005 年、

上智大学は 1966～2006 年度、立命館大学は 1981～1982 年度と 1989～2005 年度を分析対象

とした。 
2 国公立大学と私立大学とを分けて分析した場合、いずれにおいても、「一人称複数」の使

用の増加傾向がみられた。国公立のほうが私立に比べて全体的に「一人称複数」の用いら

れる割合は少ない。全科目数に占める一人称複数の用いられている科目数の割合の変遷を

1965～69 年度、1970～79 年度、1980～89 年度、1990～99 年度、2000 年度以降の順にみる

と、国公立は 0％→0.4％→0.3％→2.2％→2.7％、私立は 0.7％→1.9％→3.5％→5.0％→6.7％
である。 
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図 1 講義内容の記述に「一人称複数」が用いられている科目数の推移 

 

4 「一人称複数」の用法の分類－「社会学知の主体」と「日常知の主体」 

 

つぎに、このように増加傾向にある「一人称複数」が、講義内容の記述においてどのよ

うに用いられているのかについて、「社会学知」と「日常知」との関係という観点から分析

していきたい。この観点からすれば、「一人称複数」の用法は、A.「社会学知の主体」を指

す場合と、B.「日常知の主体」を指す場合の 2 つに大別される。たとえば、以下の事例で

ある。 

 

現代を考えるばあい、われわれはそれを「産業社会」としてとらえ、そこに抱摂され

ている諸問題を分析・理解する。そこでヨーロッパ系の産業社会論の一つとして、レ

イモン・アロンの場合をとりあげる。（早稲田大学、1969 年度「演習」） 

 

明治以降の日本の近代化過程は、遂には第二次世界大戦における敗戦という終局を迎

えたわけであるが、その間の日本社会の歩みは、まさに社会変動の一つのモデルを提

供しているわけであり、われわれは何よりもまず日本の近代化過程の事実に対する客

観的認識からはじめなければならない。（立教大学、1970 年度「演習」） 

 

今や世界は先進国たると後進国たるを問わず都市時代となった。われわれはまず世界

の都市化とそこに生じている諸問題を論じ、次で現代日本の大都市の問題を実証的に

分析する。学生諸君が進んで現代の問題を自ら調査してほしい。（日本大学、1975 年度

「社会学演習Ⅳ」） 

 

これらの用法において、「われわれ」は基本的に、受講生をも含めた「社会学知の主体」

を指していると考えられる。一方、「日常知の主体」を指す用法をみてみたい。 
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われわれは社会集団に参加しながら集団成立の要因やその過程について知らずにいる

ことが多い。そのためわれわれの生活は試行錯誤の繰り返しになったり、目的や手段

が倒錯したものになることも珍しくはない。教養課程の「社会学」においては、この

ような問題意識から、われわれの身近な人間関係、集団生活、社会問題等を社会学的

視点で分析、解明してゆきたい。（上智大学、1978 年度「社会学」） 

 

わたしたちはこれまでの経験を通じて、家族についてすでに多くのことを知っており、

またそれを日常生活において実行している。にもかかわらず家族をあらためて社会学

的に考えるということの意義は、一つにはそうしたわたしたちの家族をめぐる常識を

相対化することにあるといえる。家族社会学は家族について考えるためのもう一つの

道具立てを与えてくれるだろう。（立教大学、2000 年度「家族社会学」） 

 

われわれにとって最も身近な生活行動の一つである「消費」を切り口にして、消費を

めぐる人間と社会のありようや、消費社会としての現代社会の動きを把握することに

より、社会学的なものの見方・考え方の道筋を習得する。（日本大学、2002 年度「社会

学基礎演習Ⅰ」） 

 

これらの用法においては、「われわれ」あるいは「私たち」は、「社会学知の主体」では

なく、「日常知の主体」を指していると考えられる。 

 

 

5 「日常知の主体」を指す「一人称複数」の用法の分類 

 

前節では、「一人称複数」の用法が、「社会学知の主体を指す用法」と、「日常知の主体を

指す用法」との 2 つに大別されると述べたが、「日常知の主体」を指す用法は、次第にその

数を増しており、1980 年代においては「社会学知の主体」を指す用法はほとんどみられず、

「日常知の主体」を指す用法が現勢的となっている。 

こうした傾向を踏まえて、本節では、前者に比べて圧倒的に数の多い「日常知の主体」

を指す「一人称複数」について、さらに分析を進めていきたい。具体的には、「日常知の主

体」を指す「一人称複数」が、講義内容の記述の中でどのように位置づけられているのか、

とりわけ「社会学知」との関係における位置づけについて、内容面から分類することを試

みる3。 

                                                        
3 いずれも数は少ないが、本稿の分析から除外した「一人称複数」の用例について述べて

おきたい。ひとつは、「exclusive we」の用法である。これは、「われわれの世代は、戦争経

験によって…」という事例にみられるように、「われわれ」が受講生を含まないものとして

用いられているものである。もうひとつは「私たち日本人は恵まれている」というように、
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5.1 「私たち」の日常知と社会学知とを対比する用法 

 

まず注目されるのは、以下の事例のように、「私たち」を「日常知の主体」として提示し

たうえで、「社会学は日常知とは異なるものの見方を提供する」ものとして、社会学知を位

置づけるような用法である。後述するように、このような「一人称複数」の用法は、今回

対象としたシラバスにおいて、もっとも多くみられたものである。 

 

私たちにとって一番慣れ親しんでいるものといえば、それは日常の社会的な行動であ

る。日常の生活を通して、私たちはその行動についてたくさんの知恵を持っている。

しかし、その知恵は断片的であり、社会行動を体系的に理解しているとはいえない。

そこで、この講義では《交換理論》を通して、この社会行動を体系的に理解するつも

りである。（明治学院大学、1995 年度「社会学原論」） 

 

われわれの身辺には、「家族」への科学的接近を困難にさせる条件が溢れている。家族

をめぐる規範や家族にまつわる言説が、しばしば家族の現実を見る眼をくもらせる。

そうした状況がもたらす家族についての思い込みから解き放たれること、それがこの

講義の最大の狙いである。（立教大学、1998 年度「家族論」） 

 

私たちが無意識のうちに培養しているナショナリズム感情を対象化し，これを社会学

的に考察できるような視点を模索したい。（立教大学、1999 年度「専門演習」） 

 

「家族」は私たちにとって最も身近なものともいえるが、それを客観的に対象化し、

多様性を認めることはむずかしい。講義で扱うそれぞれのテーマにそって「家族」を

みつめなおし、自分自身の人生設計や社会の仕組みについて考える土台を作ってもら

いたい。（明治学院大学、2006「家族社会学」） 

 

これらの用法において、「私たち」あるいは「われわれ」の「日常的な経験」は、あくま

で日常知と社会学知とを対比させるための導入部として挙げられており、そうした日常知

の「自明性を疑い」、「日常生活における視点とは異なる視点」を提示することが、社会学

知が日常知に対してもつ関係である、と考えられている。この意味で、日常知は「自明性」

に満ちた「あいまい」で「不確かな」ものであり、それらを相対化し乗り越える営みとし

                                                                                                                                                                   
「私たち」（日本人）が「彼ら／彼女ら」（外国人）と対比される用法である。これらの用

例は、日常知の主体を指す「われわれ」に着目するという本稿の分析軸から外れる用法の

ため除外した。また、「我々の健康がいかに脅かされているかを概説する」という事例にみ

られるように、一人称複数が人間一般を指しており、「社会学知」と「日常知」の関係を読

み解くことが困難な用例も同様に除外してある。以下の分析において、これらの用例につ

いては、「一人称複数」が用いられる科目数としてカウントしていない。 
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て社会学知が位置づけられているのである。ここでは、こうした用法を「「私たち」の日常

知と社会学知とを対比する用法」として分類できるだろう。 

 

5.2 「私たち」の日常知そのものにアプローチする用法 

 

次に注目すべきは、以下の事例のように、「私たち」自身を主題化する、あるいは「私た

ちの日常知」それ自体を主題化する営みとして社会学知を位置づけるような用法である。 

 

私たちの日常生活は，周囲の人々と取り交わす様々な会話やふるまい，すなわち相互

行為によって成り立っている。このことはあたりまえで当然のこととみなされ，通常

は改めて問われることもない。（中略）それらの具体例を題材に，相互行為秩序を生み

出す最も基本的な諸規則を発見し分析する。（立教大学、2000 年度「相互行為論」） 

 

私たちは、いつも「社会」を「経験」している。そして社会学は、私たちが日常的に

「経験」している「社会」の有り様を記述・分析しようとする。社会学の基礎は、そ

れゆえに「社会」の「経験」にあるといってよい。しかし、たしかに社会を経験して

いるとはいっても、ではどのように経験しているのかと改めて尋ねられると、それに

答えるのは決して容易でない。それは、ひとつには、社会を経験している私たちがす

でに社会であるという事情によっている。（後略）（早稲田大学、2005 年度「社会学基

礎演習 A」） 

 

これらの用法においては、「私たちの経験のありよう」そのものにアプローチすることが、

すなわち「社会」を研究することと考えられている。ここでは、日常知は社会学知によっ

て乗り越えられるべきものというよりは、むしろ日常知を基盤とするような社会学知の獲

得が目指されているように思われる。このことは、5.1 でみた用法において、「私たち」の

「日常知」が、「社会学知」に到達するために「相対化」されるべきものという意味で、あ

くまでネガティヴな位置づけを与えられていたこととは対照的である。したがって、これ

らの用法は、「「私たち」の日常知そのものにアプローチする用法」として分類できるだろ

う。 

 

5.3 「私たち」と社会学知の関係それ自体を主題化する用法 

 

さらに 5.1 や 5.2 とは区別される用法として、以下の事例のように、日常知の主体である

「私たち」にとって、社会学知がいかなる意味や意義をもつのかというような問題提起型

の用法がある。 

 

社会学史とは、謎に満ちた現象としての社会の発見とその探求の軌跡である。本講で
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は、「古典」を素材に、固有名詞をもつ人々の切実な認識の営みを通して学史を辿るこ

とで、今を生きる私たちが「社会学すること」の意味と課題を検討したい。（上智大学、

1997 年度「社会学史」） 

 

本講義の目的は、「社会学っていったい何だろう」という素朴な疑問に答えることにあ

る。社会学を用いることにより、いま私たちが生きている「世の中」や生活を、いか

に理解し説明することができるのか。社会学の基礎的な考え方を知り、いくつかの代

表的な研究を紹介する中で、社会学の可能性を検討していく。（早稲田大学、1998 年度

「社会学基礎講義」） 

 

「社会学」とはなにをする学問なのでしょうか？――この簡単な問いに答えることは、

しかし、かなり難しいように思います（皆さんにとってはどうでしょうか）。（中略）

考えてみれば「社会」を「問う」ということ自体、奇妙な振る舞いかもしれません。

私たちはそんなことをしなくても生きていけます。社会学は 19 世紀に生まれたのです

が、ということはそれまで「社会」は問いの対象にならなかったともいえるわけです。

（立教大学、2004 年度「社会学原論」） 

 

 これらの用法では、日常知の主体である「私たち」にとって、社会学知はどのような意

味をもちうるのか、という問いかけがなされている。すなわち日常知にとっての社会学知

の位置づけそのものが主題化され、このことが受講生に対してダイレクトな問いとして提

示されている。こうした用法の中には、社会学知が日常知に対してもつ「科学」としての

意味をあらためて明確にしようとする試みも含まれている。したがって、これらの用法は、

日常知の主体である「私たち」と社会学知の関係それ自体を主題化する用法として分類で

きるだろう。 

 

 

6 総括 

 

本稿ではこれまで、シラバスの講義内容の記述における「一人称複数」の使用の増加を

指摘したうえで、「一人称複数」の用法について分析し、そこで用いられている「一人称複

数」の 4 つの用法を明らかにしてきた。すなわち、一人称複数の用法は、まず A．「社会学

知の主体」を指す「私たち」という用法と、B．「日常知の主体」を指す「私たち」の用法

とに大別される。さらに B．の用法は、少なくとも以下の 3 つに分類することができる。

すなわち①「私たち」の日常知と社会学知を対比する用法、②「私たち」の日常知そのも

のにアプローチする用法、③日常知の主体である「私たち」と社会学知の関係それ自体を

主題化する用法である。 

 これら 4 つの用法が、「一人称複数」を用いた科目数全体の中で、それぞれどの程度の割
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合を占めているのかを年代ごとに示したグラフが、以下の図 2 である。このグラフからは、

（1）「社会学知の主体」を指す用法が 1970 年代までは 3 割あったこと、（2）「日常知の主

体」を指す「一人称複数」を用いた科目の数が一貫して増加していること、（3）とりわけ

「私たちの日常知」を疑うという立場から「日常知」と「社会学知」とを対比させる用法

の割合が高いこと、（4）「私たち＝日常知の主体」それ自体を主題化するという用法も徐々

に増加していること、（5）日常知を生きる主体である「私たち」にとって社会学とは何か

という問いを提起する科目がいずれの年代においてもわずかながら存在していること、が

確認される。 
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図 2 年代別にみる「一人称複数」の用法の変化 

 

 本稿の主題である「社会学知と日常知との関係の変容」に即していえば、シラバスにお

ける「一人称複数」の増加は、社会学知と日常知の関係について言及するシラバスの増加

を含意しており、その言及のあり方には少なくとも 3 つのパターンがあることをうかがい

知ることができるのである。 

 

 

7 考察と展望 

 

以上の分析に基づき、ここでは若干の考察を行い、今後の展望について簡単に述べてお

きたい。本稿で明らかになった社会学知と日常知の関係のあり方は、一人称複数の用法か

ら、以下の 4 つのパターンに一般化できるだろう。 

まず「研究者としての私たち」という用例には、シラバスに現れるのは「社会学知の主

体」のみであり、「日常知の主体」が登場しないという構図がみられた。それは、①日常知

と社会学知のあいだに断絶がある関係性、あるいはそもそも両者が関係づけられていない、
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無関係という関係性であるといえよう。 

次に「私たちの日常知」と「社会学知」との対比という用例においては、「私たち」が「日

常知の主体」として位置づけられた上で、「社会学知」は私たちが自明視している日常知を

疑い、日常知とは異なる知を与えるものとして位置づけられる。そこには、②社会学知が

日常知を乗り越えるものであるという関係性がある。 

さらに「私たちの日常知」それ自体を「社会学知」が主題化するという用法では、③日

常知は社会学知によって修正され乗り越えられるべきものではなく、むしろ社会学知がそ

れ自体を主題化し、その成り立ちや仕組みを取り扱わなければならないという関係性がみ

られた。 

「日常知の主体である私たち」にとって「社会学知」とは何を意味するのかという用例

には、④社会学知が「日常知と社会学知の関係性」それ自体を問うという再帰的な関係性

がみられるといえよう。 

これらの 4 パターンを、あらためて社会学の潮流のなかにおおまかに位置づけてみるこ

とができるだろう。すなわち、①は、すくなくともシラバスの記述においては、日常知と

社会学知の関係について言及がなされないというかぎりで、両者の関係について考察を含

まない点に特徴がある。こうした立場は、ただちに対象を客体とみなし、認識主体と認識

対象の関係について問うことがないという意味で、「自然主義的態度」と呼ぶことができる

だろう。 

②については、いわゆる客観主義的社会学の立場、とりわけデュルケムの社会学主義か

ら、パーソンズに代表される構造－機能主義的社会学までの潮流を考えることができるだ

ろう。デュルケムが『社会学的方法の規準』の序文において、社会学者は「常識」が押し

付けてくる判断を斥けて「科学的合理主義」の立場に立つべきことを論じたように、「日常

知」と「社会学知」を対比した上で、後者の側に立つことを表明する立場である。 

①と②のあいだには、大きな隔たりがある。すなわち、①の立場が、「研究者」あるいは

「社会学知の主体」という立場を自明の前提としているのに対して、②の立場は、あくま

で「日常知の主体としての私たち」から出発して「社会学知」を位置づけており、社会学

知と日常知の関係についての反省を含んでいるという意味ですでに再帰的なのである。 

③の流れとしては、パーソンズの社会観（社会学観）に対するアンチテーゼとして展開

されてきた、いわゆる主観主義的社会学の立場、たとえばシンボリック相互作用論、エス

ノメソドロジー、現象学的社会学等の潮流を考えることができるだろう。そこでは、「日常

知」の構成や構造それ自体が、「社会学知」の積極的な主題として再帰的に取り上げられる

ことになる。 

④については、シュッツやルーマンの社会理論に代表されるような、社会学理論に対す

るメタ理論的な潮流を考えてみることができるかもしれない。そこでは「社会学という知

が、日常知に対してどのような関係にあるのか」ということ自体が、ひとつの主題となっ

ている。 

本研究から明らかになったように、社会学知の伝統に根ざす②の用例が、①、③、④に
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比べると、いずれの年代においても圧倒的に多いのだが、いずれにせよ、②や③や④の用

法（すなわち「日常知の主体である私たち」について言及する用法）の増加という調査結

果からは、社会学者が社会学のもつ再帰的な性格についてそれぞれの立場から自覚的にな

っていることがうかがえる。 

こうした社会学知と日常知の関係性の変化のありようとその行く末をさらに見定めるた

めには、一人称複数の用いられていないシラバスにおける社会学知と日常知の位置づけ、

社会学の教員と学生の関係といった学知の伝達の場に生じた変化、さらに社会全体におけ

る知の流通のあり方に生じた変化をも考慮に入れる必要があるだろう。今後、これらの諸

点を視野に入れて研究を進めていきたい。 


