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1.1  後期近代における「個人化」とは（1） 

●個人化とは、個人と社会の関係の変化のこと（脱埋め込み化と再埋め込み化） 
●ベックの「個人化」とは（鈴木2015:6-7）  
 ・生活の安定を保障し、諸個人のアイデンティティの基盤となる 
  中間集団が個人を包摂する機能の弱まり（契約期間の短期化） 

 ・ライフコースが脱標準化・多様化 
 ・ライフコース選択の自己責任化／自己決定権の高まり（依然、選択可能な範囲
は、労働市場や福祉政策、教育制度などによって規定されている）。 

 
●1980年代中盤以降のドイツやイギリスをモデルに論じられたこれらの「個人
化」の特徴は、バブル崩壊後の終身雇用制の崩れ＋全員が結婚する時代の終わり
（永田 2017）という現代日本にも当てはまるもの（ベック・鈴木・伊藤 2011） 。 
 
●「第一の近代」(=近代)と「第二の近代」(=後期近代)の違いは？ 
・ジンメルが分析した第一の近代は、市民層男性の個人化で、労働者は階級に、 
 女性は家族に統合されていた。第二の近代の個人化は、労働者だけでなく、女 
 性の個人化。それによって、家族や国家といった代替不可能が高いと思われ 
 ていた関係の、代替可能性の高まりが生じ、存在論的不安が誘引。 
・ジェンダーごとに「標準化」されていたライフコースの多様化を背景に、再帰 
 的選択がなされる（保守的・伝統的ライフスタイルを主体的に選択するという 
 行動が可視化・顕著化→極右政党の躍進、保守化）。 
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1.1  後期近代における「個人化」とは（2） 

●ベックは、現在起こっているのは「制度としての個人主義」＝個人  
 化（individualization）であり、「個性化」（individuation）すなわち 
 「（心理学や精神分析が研究するような）自己意識を持った個人ないし人格 
 に人間が成長すること」ではないと述べている（ベック・鈴木・伊藤 編 
 2011:80）。 

 
だが、一般的に「個人化」といったときには暗黙の裡に「個性化」の
意味も含まれており、それゆえ、 
●個人化は、一方で理想的なもの（望ましい、目指すべき） 
 という意味を持つ（価値概念としての「個人化」）。 
●他方で、個人化による社会問題（過度の自己責任化、連帯の不成 

 立）が社会学的な議論の対象になっている。 
 
●「個人化」を操作的に定義し、その度合いを測定できるような分析概念と 
 して使おうとする試みもなされているが、多義的過ぎて実用化しにくいとい 
 う批判がなされている（伊藤2008）。 

＊ジンメル思想は、価値概念としての「個人化」について考えを深めようとす 
 るさいに、重要な知見と示唆を与えてくれるものである。 
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1.２   後期近代におけるジンメル思想の再評価 
        に関する4つの議論 

（１）「よそ者」論の評価：バウマンは『アイデンティ 
 ティ』（2004＝2007）のなかで、第二の近代の個人 
 化により、社会学ではじめて「個人」が問題になって 
 いるとし、ジンメルのよそ者論に言及しながら、グ 
 ローバル化の中でのアイデンティティについて議論。 
 
（２）モデルネの論者として評価：スコット・ラッシュ 
 は、ギデンズの後期近代論は「認知的原理」のみに 
 偏っており、「美的原理」に基づいた近代化過程への 
 考察が欠けていると批判。ラッシュは、ボードレール、 
 ジンメル、ベンヤミンのモデルネの議論を評価し、ポ 
 ストモダン論と、後期近代論の接続を試みている
（Lash et.al., 1994=1997）。デイヴィッド・フリスビーも。 
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1.２   後期近代におけるジンメル思想の再評価 
       に関する4つの議論（続き） 

（３）シカゴ学派に継承されていったジンメルの大都市論（コスモポリタニズ 
 ム）を評価：ジョン・アーリは、 
「ジンメルの議論は、社会生活に対する場所を問わない「近代」の移動様式 
 がもたらす影響をめぐる最も初期の議論」（Urry 2007＝2015:39） 
「ジンメルは近代社会生活の断片化と多様性を分析し、動き、多様な刺激、 
 場所の視覚的領有が、新たな近代的都市経験の最も重要な特徴であること 
 を明らかにしている」（ibid.39-40）、「単純なフロー」「単純な不動／ 
 移動」ではなく、「流動（フラックス）」の性質を論じている(ibid. 44) 
 「社会生活の（生気論的なというよりはむしろ）複雑な性格」は「浮動と移 
 動の弁証法から生まれ、ジンメル流にいえばシステム化とパーソナライゼー 
 ション（個人化／個別化）の弁証法から生まれていることを示す」とし、 
「およそ100年前のジンメルの著作は、流動に似た多重的な移動に関心を向け 
 る、過程、生気論、複雑性の社会科学の基礎となるものであり、本書の続く 
 諸章では、そのさらなる彫琢と展開を目指す」（ibid.44） 。 
 
→多くの近代化論に関する社会学理論が、長期的で不可逆的な変化（例えば、
合理化、脱魔術化、官僚制化、資本主義化）を捉えるものであったのに対して、
ジンメルの社会学は、短期的で可逆的な社会的関係の絡み合いとして社会現象
を捉える（例えば、「流行」、「交換」、「橋」、「扉」）。この点が評価さ
れているように見える。 
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1.２   後期近代におけるジンメル思想の再評価 
                         に関する4つの議論（続き） 

（４）「社会はいかにして可能か」という問いに基づく社会学理論構 
 築の方向性を評価：ルーマンは、『社会構造とゼマンティク2』「第 
 4章 社会秩序はいかにして可能となるか」の中でジンメルに言及し 
 評価。Xはいかにして可能かという問いの立て方は、社会学理論 
（科学論）の構築のために不可欠だというのがルーマンの議論。 
→ただし、ジンメルにおいては、社会はいかにして可能かという問い 
 に対する探求は、「心理学的なものへと歪められてしまうのであ 
 る」（Luhmann 1981=2013:292）。それゆえ、ルーマンは、個人 
 は社会の要素ではなく、社会の外部にあるということを前提とする 
 社会システム論を提唱（高橋幸 2011）。 
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1.３ 本報告の問題関心：なぜ後期近代の「個人化」論の
文脈でジンメルを取り上げるのか 

●ジンメル思想の現代的有効性は、近代化が個人の人格
に与える影響（人格的コミュニケーションの社会的変
化）について考えた点にあると考えられるから。 
●後期近代（第二の近代）における「個人化」について、
ジンメルが考えた深度で、社会学的に考察したいから。 
 

本報告の目的：後期近代の個人化論に対してジン 
メル思想がもたらす洞察を明らかにする。 
とくに、 

 ・どのような「個人化」が望ましいのか？ 
 ・その「個人化」を促進するための社会的条件とはど  
  のようなものか？ 
を明らかにする。 
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1.4  個人化がもたらす問題点について具体的に考えてみる 

         家族論における「個人化」 

欧米では1960年代から、 
日本では、1980年代の後半から「家族の個人化」という議論が登場
（目黒依子『個人化する家族』1986など) ・以下は、清水（2001）、山田（2004）を参照 
 

家族のプライベート化（私事化）：家族に関することがらがプ
ライベートなこととして、国家や地域社会、近隣、親族などの
家族の外からの干渉を受けにくくなること 
  ↓ 
家族の枠組み内部での個別化：個室化、個電化、個計化、個食
化のこと。 
  ↓ 
家族関係維持/解消の決定権の個人化：パートナー関係の選択可
能性/解消可能性の上昇（離婚率、再婚率の上昇）。人間関係の
代替可能性の高まり（山田2004）による、人格の代替不可能性
（人格の尊厳）の感覚が得にくくなるという問題が起こってい
るのでは？ 
・家族や国家といった代替不可能な関係によって供給されてい
た、自らの人格の代替不可能性（＝唯一無二性、個性、尊厳）
の感覚が個人化によって失われていくという問題。 9 



 
２．分析 
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2.1   ジンメルの個人（individual）、個性   
 （Individualität）、人格（ Persönlichkeit）とは 

●ジンメルにおいて個人の本質（Wesen）をなすのは人格である。 
●人格は、個性的なものと考えられている。 
 
 「人びとは人格（ Persönlichkeit）をその起源からして、無 
  数の社会的糸の交点（Kreuzungspunkt unzähliger sozialer  
  Fäden）として、また様々な圏（Kreis）と適応期間 
  （Anpassungsperiod）の相続（Vererbung）の結果として 
  解釈してきた。そして、その個性（Individualität）を、人 
  格の中で一緒になる、種類の諸要素（Gattunguselement） 
  の量と組み合わせとの特殊性として説明してきた。」（SO467＝ 
  1994下:21、SD＝123 ） 
  
 「我々はそのような個々の生要素から、我々が優れて主観的と名づ 
  けるもの、つまりは文化の諸要素を個性的な仕方で結び合わせる 
  人格を構成する」（SO467＝1994下:21） 
 
＊カント：人格＝普遍的。ジンメル：人格＝個性的。 
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2.1  ジンメルの個性的な人格と個人の自由の関係  

●個性的な人格は、自己の本質の法則に従って発展する。 
●自己の法則に従って、人格を発展させること（陶冶Bildung）を個人  
 の「自由」の実現としている（＝フロムらの「積極的自由」に通ずるもの）。 

 「心的な諸要素のあの統一、それらの諸要素のいわば一点における 
  あの集合状態、我々がまさに人格と呼ぶ存在のあの強固な輪郭と代替不可 
  能性——何としてもこれらが意味しうるのは、あらゆる外的なものに対す 
  る独立と封鎖とであり、もっぱら自己の本質の法則にしたがう発展であっ 
  て、これを我々は自由と呼ぶ。」（『貨幣の哲学』1900＝1999:323） 
 
●個性は、生に質的意義をもたらす。 
 「個々の人間が他の個々の人間から区別されるということ、彼の存在と行為 
  が…たんに彼にのみふさわしいということ、そしてこの他のあり方が彼の 
  生命にとって積極的な意味と価値を持つ」（SO下327）。 
 
●ジンメルの言う「個性の発達」＝「個人の自由の実現」という考え方は、現 
代社会でも妥当する有効な考え方であり、理想的な「個人化」（望ましい個人 
化）であると考えられる。 
・個性的法則という倫理は、フーコーの「生存の美学」にも通ずるところがある。 

・個性の実現は、積極的自由（free to）の内実 

12 



図で整理すると：ジンメルは、近代化するほど、集団が拡大し、個人の個性が発
達すると考えていた（「集団の拡大と個性の発達」『社会分化論』Ⅲ,『社会学』Ⅹ ）→1. 

●精緻化すると、2. になる 

１.           2.  

 

 

 

 

                     

                     

                    ←2.2で 

                                    論じる 
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2.2  社会的条件の変化（近代化）によって生じた 

  「個人の自由の増大」＝「個性の発達」とは？ 
●『分化論』では【近代化＝社会圏の分化、社会圏の拡大】 
（１）社会圏の分化に伴う、個人の人格の分化 
 「人格がより精密に形成され、さまざまな衝動と能力と関心とが互いにより分離し、 
 独立すればするほど、罪科を人格の総体の責任とはせず、事実上はその一部の責任と  
 することができるようになる」 （SD 155=41） →個人の自由は増大 
 

（２）分化した人々のただなかに置かれることで、自我が確立  
 感情生活が激しく動揺するほど、高度な人格の意識が発展する。感情の興奮は「分 
 化した人間が他の同じように分化した個人の真っただ中に置かれ、妥協や不和や特殊   
 化された関係が無数の反応を引き起こす場合」に起こる（SD191＝75）。 
→大きな圏での分化した人々との接触による自我が感情から分離して確立＝自由の増大 
 

（３）大きな圏への所属によって利己主義の発展 社会圏の拡大によって、不 
 道徳な傾向（利己的な目標）を、社会的に有用なものとすることができるよ 
 うになる（SD164＝49）「最大の圏への関心」は、「小さな集団のための諸活動 
 に固有な、本来の社会的な合目的性の意識を廃棄」すなわち「社会意識を希薄化」し、 
 利己主義を高める（SD186＝69）。 
 「経営の拡大と個人の自由はともに発展」「競争は個人の特殊性を発展させる」 

（４）大きな圏への所属によって小さな圏において課されていた社会的義務 
 （＝道徳的他律）から逃れ、人間一般としての義務（自分自身に対する 
 義務）のみが果たすべき社会的義務となる（SD188-9=72）。 
  →これは、個人の道徳的「自律」の増大であるから＝個人の自由の増大 14 



ジンメルの著作（主に『分化論』）の分析から分かったこと 

個性の発達とは、具体的には 

 
 
 
 
 
 
 
 
では、社会圏が分化し拡大し続ければ 
個人の自由は増大し続け、 
個人は個性化し続けるのか？（2.4で考察） 
 

  個性の発達のための社会的条件とは? 
            （2.3で考察） 
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2.3 個人の個性の発達のための社会的条件とは   

●個性化し続けることは現代においても理想的（2.1で確認した） 
→ジンメルにおいて個性の発展のための社会的条件は、どのように考えられて
いるか？ 

（１）個人の所属する社会圏が大きくなること。 
 「存在（Sein）と行為（Tun）の個性は、一般には、個人を社会的に取り囲 
 む圏が拡大するに応じて発達する」（SO791-792 =下309, SD169＝54）。 
 ・貨幣経済の発達によって、社会圏が拡大すると同時に、労働者が 
 独立し、自由を獲得し、競争が激化し、個性化する（SO831-2＝下345） 
 

（２）圏が分化し、個人が複数の圏に所属するようになること。 
・「従来は唯一の結合によって一面的に規定されていた個人が新たな結社に 
 加入すれば、すでにこのたんなる事実のみで、彼に個性一般のより強固な 
 意識を与えるに十分」（SO475＝下28） 
・「個人の属している様々な圏の数は、文化の程度を測る尺度の一つで 
 ある。」（SD239＝121）「個人の属している諸集団は、いわば一つの座標 
 系を形成し、そこで新しく付け加わるそれぞれの集団が、個人をさらにます 
 ます正確かつ一義的に規定することとなる」（SD240＝122） 
 

（３）大きな圏の内部におけるより小さな圏への所属。  
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2.3  個性の発達のための社会的条件とは（続き） 

（３）大きな圏の内部におけるより小さな圏への所属 
 「個人は総体にさからってはやっていけない。彼はたんに自らの絶対的な自我の一部 
 を若干の他者にゆだね、彼らと結合することによってのみなお個性の感情を、しかも 
 過度に隔絶することなく、苦痛と異常を伴うこともなく維持することができる。そし 
 てまた彼は、彼の人格と関心とを一連の他の人々のそれらへ広げることによって、い 
 わばより広い大衆の中の他の全体に対抗する」（SO802＝下319）、「（個性の発達 
 のためには）最も広い圏の内部におけるより狭い圏への所属が…有効である」  
 （SO802＝下319） 
 

・ジンメルが「小さい圏」として当該箇所（『分化論』第3章、『社会学』第10章） 

で挙げているのは「家族」である。 
・だが、「 自らの絶対的な自我の一部を若干の他者にゆだね、彼らと結合す 
る」「彼の人格と関心とを一連の他の人々のそれらへ広げる」ようなコミュニ 
ケーションは、現代では「家族」に限られない。また、家族がこの要件を満た 
すとは限らないという状況になっている。 
 
●ルーマンは、個人の人格を宛先とするコミュニケーションや、個人の人格を
主題とするようなコミュニケーションを「人格的（persönlich）コミュニケー
ション」と呼ぶ（『情熱としての愛』p.22） 。例：愛のコミュニケーション、
道徳的コミュニケーションなど。 
→人格的コミュニケーションがなされる場こそが、(３)の小さな圏に相当する
のではないか。 
・相手の人格を手段としてではなく、目的として扱う社会的関係のことを社交という。  
 この理念的な意味での「社交」もまた、人格的なコミュニケーションに相当。 17 



2.4 現代における、個人の個性の発達のための社会的条件 

（１）個人の所属する社会圏が大きくなること 
（２）個人が複数の社会圏に所属 
（３）個人が人格的コミュニケーションがなされる小さい圏に所属 
 
現代に応用して考えてみると、 
（１）グローバル経済資本圏のこれ以上の拡大が、個人の人格の個性 
 の発達に影響を与えるという可能性は…考えにくい。 
（２）属せる社会圏の数には限度があるように思われる。 
・所属できる社会集団数には物理的・時間的な制約がある（ICTの発達 
 などにより、従来よりも所属できるコミュニティや人間関係は増え 
 るかもしれないが、それにしても一定の限界がある）。 
・所属社会集団数の増加による役割間葛藤や、自我統合の心的労力負 
 担を考慮すれば、やはり所属する社会集団が右肩上がりに増えてい 
 くとは考えにくい。 
→（３）の充実によって、個性の発達が促進されるのでは。 
個性的人格の発展を可能にするような社会的条件とは？という問題を
考えるさいには、現代における「小さい圏」での具体的な人格的コ
ミュニケーションのあり方を見ていくことが重要。 
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2.4         議論の整理 

1.4で述べたように、「個人化」が引き起こす問題の一つとして、
人間関係の代替可能性の高まりによる、人格の代替可能性感覚
の高まりがあった。 
 
ジンメルの言う個性の発達のための社会的条件のうちの、 
（１）大きな圏への所属と、（２）複数の圏への所属は、 
社会的しがらみから個人の人格の自由をもたらす（消極的自
由）が、同時に、関係の代替可能性の高まりをもたらすもの。 
これだけだと≪個人化が進むほど、人間関係の代替可能性が高
まる≫という事態に。 
 
（３）人格的コミュニケーションがなされる「小さな圏」の構
築によって、社会的関係における人間関係の一定程度の代替不
可能性・自己の人格的価値の高まりがもたらされる。 
●今後、さらなる個人の自由の増大＝個性の発展をもたらすた
めには、自由と人間関係の代替不可能性の両方を確保していく
必要がある。そのカギとなるのが、「小さな圏」での人格的コ
ミュニケ―ションの充実（質の向上）。 
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3.         以上の分析・考察から分かること  

１、ジンメルは、個人が所属する社会集団が拡大し、増えるほど、個人の
自由は増大し、個人は個性化するとした。しかし、これ以上グローバルな
社会圏が拡大することが、個人の人格の個性的発展に寄与すると想像する
ことは難しい。また所属できる社会集団数は物理的・時間的・心理的な制
約があり、無限に増えるわけではない。 

 

２、ジンメルは、個性の発達のためには上記の2点に加えて、小さな圏で
の人格的コミュニケーションが重要としている。この点は、現代社会にお
いて、より個人が個性を発達させていくための方法として示唆的なのでは
ないか。 

 

３、個人の個性化のための社会的条件として、「小さな圏での人格的コ
ミュニケーションの充実」が今後、鍵になってくる。 

・現在すでに再就職支援における「居場所」づくりなどの取り組みや研究
があるが、報告者が現在この観点から気になっているのは、恋愛感情やセ
クシュアルな感情（萌え）を媒介としたマンガ・アニメ・アイドルに関す
るファンコミュニティのコミュニケーションや、アイドルによる疑似恋愛
の商品化（人格的コミュニケーション？）など。→これはメディアの発展
に伴う新たな親密性の形、親密な人間関係の現代的な形なのか？ 
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４．まとめ  

  ジンメルの個性をめぐる思想から得られる示唆 
        （現代的有効性） 

１、ジンメルは、近代化に伴って個人の人格の個性的発展が生じる 
 としている。 
２、個人の人格の個性的発展が促進されるような社会（個人が自由に自ら 
 の個性を発達させ、人間的成長を追求できるような社会）は、現代にお 
 いても望ましい社会であるといえる。 
３、個人の人格的自由を増大させ、個性を発達させるためには、個人が所 
 属している社会圏の拡大や、個人が複数の社会圏に所属するようになる 
 ことが有効だが、これは人間関係の代替可能性を高め、人格の代替可能 
 性の感覚を高めるものとなる。 
４、個性の発達のためには、小さな圏における人格的コミュニケーション  
 の質が鍵になる。 
 
 

【次の課題】小さな社会圏（社交的社会圏）において、どのような人格的コミュニ
ケーションが生じているか、それによってどの程度の帰属感や所属感、関係への没
頭、人間関係の解消不可能性・代替不可能性が生じているかを社会学的に調査・分
析していくことが、次の課題。「新しい親密な関係」の形の解明へ。 
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