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モデル、構造、理論と方法論 

レヴィ＝ストロースの社会構造体に関して 
三神俊信 

 

               「明治大学政治経済研究所 政經論叢 p.83 - 127 , 1982-03-30 」 より一部転載 
 
  序 論 

モデル・構造・理論 
  1 思考過程図と方法論 
  2 現象とモデル 
  3 科学的な説明と理論 
  4 モデルと理論 
 
序 論 
 
 思考は人間のものである。「生きる」ことと不可分のものである。人間は、ある過程に
従って思考している。思考過程は、研究過程であり、方法論の骨格をなすものである。
methodの語源は古代ギリシア語のメタ・ホドスであり、それは「道に従う」という意味を
もっている。思考過程を経て、理論は形成される。したがって、理論の性格は、思考過程
によって決まるといえる。 
 思考過程において大きな役割を果たすものが、モデルである。モデルの形成も思考過程
のなかにはいる。モデルを研究の対象にする分析も思考過程のなかにはいる。モデルの形
成過程は、まず現象を構成する要素を見出すことからはじまり、人間の構想力によって、
これらの要素を結びつけることから成り立っている。つぎの思考過程は、この構成された
ものであるモデルを分析する過程である。モデルの形成と役割は、このように考えること
ができる。このように思考過程の観点からみるならば、構成をすることとそれによって構
成されたもの（構成体）とが考えられる。この観点に立って、レヴィ＝ストロースを検討し
てみると、レヴィ＝ストロースは、それらを分けていることが、次第にわかって来た。こ
れは、レヴィ＝ストロースの方法論の構成要素の一つとして、構造体を入れなければなら
ない、いいかえれば、構造体という構成要素を入れて、かれの方法論を理解しなければ、
レヴィ＝ストロースの方法論を正しく理解できないのではないかということである。社会
構造体という概念は、単位体だけでなく、それ以外のものも含んでいる。 
 要素の組み合わせ方が構造である。構成の仕方を構造様式というならば、日本語の構造
という言葉は、構造様式のことである。 

（550） 84 
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モデル・構造・理論と方法論 
 
構成要素を秩序だったものに統合する場合の様式が構造である。構造には相互関係が、大
きな役割を果たしている。日本語の構造には、構造体という意味はない。構造は、構造体
を維持する役割を果たす。 
 この構造体は、モデルの一つである。このモデルを対象にして分析がなされ、結果が得
られることになる。ここまでが思考過程である。構造体とモデルとの相異は、強調する点
の相異によるものであると解することができるであろう。構造体は数学の多様体 
（a manifold）に対応するものであると考えられる。manifoldには、複写物という意味があ
る。 
理論化は、思考とその結果およびある意図の表現であり、人間の行動にも対応するもの

である。もちろんその場合、行動の仕方についての思考がなされ、行動の一つが決められ、
行動することになる。理論化によって得られるものが理論であり、理論は統合体であり、
構造体である。theoryの語源は見る見せることで、theaterと同じであるといわれている。 
 structureという単語には、名詞としては、二つの意味がある。構造と構造体がそれであ
る。中世フランス語では不定冠詞がつくことはなかったようであるが、不定冠詞を使用す
るようになってきたあとの仏文、英文などでは、不定冠詞がつけられただけで、あるいは
複数にしただけで、結果として作り出されるものを表わしていることに注意しなければな
らないようである。構造は過程に関連し、構造体は、構造によって構成された結果として
えられたものである。日本語でも、混乱を生じることがある場合には、この両者は区別し
て使用すべきであろう。構造がもっている性質は、構造体も持っている。性質を問題にす
るときは、したがって、構造という言葉だけで論述をしても問題は生じない。しかし、過
程との関連で論じているときは、両者は、厳密に区別して使用しなければならないであろ
う。 
 つぎのことは、本論文の結論の重要な一つである。過程あるいは思考過程に関連すると
きは、構造と構造体を区別しなければならない。 

85 （551） 
 
 

モデル・構造・理論と方法論 
 
レヴィ＝ストロースは、英文の場合にも仏文の場合にも、structureという単語で、構造体と
いう意味に使用している場合がある。可算的な名詞として使用している場合がそれである。
本論文では、結論の部分までは、構造体とすべきところも、意識して従来通り構造と書い
てある部分がある。これは、研究過程をそのままに示していることにもなるであろう。カ
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オスの状態である。集合プラス相互関係は、構造ではなく構造体である。 
 レヴィ＝ストロースは、科学哲学だけではなく、他の方法論についても強欲といえるほ
ど吸収しようとしている。したがって、本論文で展開している方法論（以下、単純化のた
めにモデル主義で示す）だけの観点から、 レヴィ＝ストロースを理解することは、一面的
な理解あるいは誤った理解になるかも知れない、しかし、どのように吸収しているかそし
てレヴィ＝ストロースから学ぶべきものは何かという問に対する一つの答えを求める試み
にはなるであろう。これらの試みは、またここで展開している方法論の検討にもなり、有
効性の程度を知るための実験にもなるであろう。 
 レヴィ＝ストロースの神話についての研究に対しても、モデルに依存する認識論の観点
から理解がなされている。神話は、theoryの語源を考慮して、理論に対応するものである
という理解がなされる。また本論文では、神話と小説とが対置されている。もちろんこの
両者は性格の異なるものであるが、形成の観点から見る場合には、両者には関連があると
考えてよいであろう。神話の研究過程は、理論、小説などの研究の場合と同じように、形
成過程を逆に辿ることによってもなされると解釈することができる、したがって小説の作
法が参考になる。小説に大きく影響するものは、当時の社会状態、思潮、作者の意図そし
てこれらを形成する基礎にある人間の精神であろう。神話も同じである。レヴィ＝ストロ

ースは、神話の研究から、人間の精神を明らかにしようとしている。神話、小説などを研
究する方法はいま一つある。 

（552） 86 
 

モデル・構造・理論と方法論 
 
 社会科学の方法論においては、自然科学の場合とは異なって、構造が不明の場合が多く、
人間が関与するので、レヴィ＝ストロースのいう構造分析そして構造に基づいての構造体
の分析である構造研究が必要であり、また人間の精神の追究が重視されなければならない
であろう。これは、本論文の結論の一つである。そして、科学とくに社会諸科学は、それ
によってわれわれが望む生活様式（文化）にできるだけ適した現実社会構造体（社会）に、
結果的にはなるような社会の構造を創り出すことを目的とするものであるといえるであろ
う。これらのことは最後に論じている。これは政治、政策、法制などに関連がある。これ
らを論ずるにあたって、結論の部分に構造を考慮した思考過程図が提示してある。 
 この論文は、モデル・構造・理論の三者とそれらの関係ならびに方法論について論じた
ものである。 レヴィ＝ストロースについても、この三者とそれらの関係の面から論じて
いる。しかし十分検討されていなくて、浅い理解に終っている点、また十分に論じられて
いない点が多々ある。これらは今後の研究課題である。御批判をいただければ幸いであ
る。 
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 蒲生正男教授は、構造と方法論についてつぎのように述べている。「構造（structure）の
概念は、自然科学・社会科学を通じて広範に利用されているが、実際は極めて多義的であ
る。この理論的整備それ自体が現代科学方法論の主要な課題とするにふさわしい。」（蒲
生（一九六六）、二頁）。蒲生教授からはもう本論文についての御批評をきかせていただ
くことはできないが、本論文が構造概念の理論的整備に少しでも貢献することになるもの
であれば幸いだと思っている。 
 蒲生教授との相互関係のおかげで知ることができた多数の方々に感謝いたします。これ
らの方々に、文献の指摘あるいは貸与、また御意見、ヒントなどをいただき、上野和男助
教授には、とくに原稿を読んでいただいた。相互関係がもし作られていなければ、本論文
は生まれなかったであろう。 

87 （553） 
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一、方法論とモデル・構造・理論と方法論                    88 
 

1 思考過程図と方法論 
 

 モデルという言葉は、理論に置き換えても文意が通じることがしばしばであるといわれ
ている。両者は関連をもっている。したがって上記のようなことがいわれる。その関連は
いかなるものであろうか。モデルも理論も多義に使用されている。両者の区別そしてその
関連を明らかにして使用することが必要であろう。それによって無用な混乱を防ぐことが
できる。モデルと理論は、思考過程のなかの要素であり、ある構造様式で密接に結びつい
ている。 
 筆者は、図のような思考過程図を考えてきた。点線の部分は、現象と結果との相応、デ
ータ（D）によるモデルそして帰結との検証、破線の部分は理論による説明（予見） 

 
を示している。実線が示す思考過程は、研究過程でもある。この図は、研究計画の図でも
ある。これは、思考構造図あるいは研究構造図ということもできるであろう。この図は、
したがって方法論を示しているものでもある。 
Pは、研究対象とする現象あるいは問題を示し、Mはモデルであり、Cは論理的な帰結を示 
し、Tは理論を示している。Rは、現実である。この構造図は構造を示す図である。思考を 
諸要素に分解したものが、現象、モデル、結果、理論などであり、これらの要素の構成の
仕方いいかえれば構造様式を構造と考えている。この構造様式によって構成したものがこ
の図である。思考の構造分析によって得たものがこの図である。この図は、思考構造体で
ある。 

（554） 
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モデル・構造・理論と方法論 
 
 ここでこの図を簡単に全体にわたって説明しておくことが、あとの説明のために必要で
あろう。 
 まず研究の対象となる現象が決められる。これは研究者の価値観に主として従って決め
られる。つぎに、現象についての質的、量的なデータが集められ、それに基づいて、現象
あるいは事象を発生させるメカニズムを含むモデルが作成される。現象を、データを参考
にして構成要素に分解し、そのあとそれらの要素を結びつけて、モデルが作成される。 
 つぎの段階は、モデルを操作することによって結果を見出すことである。この結果は、
出来事あるいは事象の形をとるか法則（命題）の形をとったものである。結果をえる方法
は、モデルの一部を変動させると他がどのように変動するかということを見出す方法であ
り、論理的には演繹の方法である。この二種の変動によって事象あるいは法則が形成され
る。 
 最後は、理論形成である。これは、（M→C）をそのまま論理体系にしたものもあり、ま
たより一般的な法則（原理）を見出し、それに基づいて形成された論理体系の場合もある。
C→Mは、フィードバックを示す。 
 この理論を表現する場合には、表現技術が問題になる。文章、論述の順序などを注意し
なければならない。あとで述べるが、神話の形成、小説を書くことは理論化に相当する。
最後の理論への段階は、表現方法が介入する部分である。 
 この理論に相当する部分は、主張したいことが図表、絵画によりあるいは版画、彫刻に
よっても表現される。その場合、表現技術が関係をもつ。演劇では、演出家はある意図を
もっており、それを効果的に表現するための演出技術がそれにあたる。 
 モデルから結果までの作業と理論化とは異質の作業である。例えば、小説の構想を練る
ことと構文、文章を練ることとは異なる。構想と表現とは、異質の作業である。研究と発
表は異質の作業である。 

89 （555） 
 

モデル・構造・理論と方法論 
 
 この理論を理論形成の観点からではなく、できあがった理論の構造・役割の観点から見
ることができる。この理論は、結果（事象．法則）を演繹的に導き出す過程いいかえれば
結果の説明・予見の過程の体系である。理論は、説明、予見の役割を果すものでなければ
ならない。この結果は、現象のなかに対応するものをもっていなくてはならない。 
 思考過程のそれぞれの局面において、自然科学と社会科学の違いの最大のことがらは、
人間の生活が社会科学には関係していることである。社会科学において中心的な問題は、
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『人間の精神』とそれに関連したものであるということができるであろう。これは永遠の
問題である。人間が存在する限り、人間が魅惑される問題であり、従来もそうであったよ
うに今後もそうであると思われる。レヴィ＝ストロースは、この人間の精神の解明に構造
主義を選んだともいえるであろう。 
この人間の精神にとって中心的な現象は言論である。レヴィ＝ストロースは、言語学に魅
力を感じ、言語学に基づいて自分の方法論を確立している。人間そして『人間の精神』は
百年どころか永遠の問題であろう。 
 

2 現象とモデル 
 

 モデルは現象についてのものである。研究者が研究対象として選んだ現象の理念像であ
る。しかし、単なる理念像ではなく、現象発生機構を含んだものでなければならない。現
象を引き起す諸要因、それらの関係そしてそれらの関係のあいだの連関を研究者は選び出
す。この選択したものに基づいてモデルは作成される。この連関については、構造の観点
から、あとで論じる。この選択は、研究者の価値観、データの種類そして目的によって決
められるものであり、主観的な要因がはいり込むことになる。モデルの形式も研究者の選
択によって異なって来る。図の形のものもあり、数式という形式のものもある。J・M・ケ

インズは、数式よりも図の方が思考を助けるといっている。 
（556） 90 

 
モデル・構造・理論と方法論 

 
 このモデルは研究上の対象になるものである。レヴィ・ストロースは、モデルを構造に
基づく分析の対象と考えている。研究者は、このモデルを種々の方法で研究する。モデル
が示す状態を実験室で作る場合には、ある一つあるいは複数の要素を変えて他の一つある
いは複数の要素を変えることができる。これは、実験室で現象を作り出していると考える
ことができる事柄である。実験の準備の段階では、思考実験が行なわれている。思考実験
で問題が生じた場合には、実験は行なわれない。思考実験で問題がないことが確かめられ
て、はじめて道具などが備えられることになる。思考実験の段階で終らざるをえない場合
もある。社会科学はほとんどそうである。 
 このような操作によって事象が作り出され質的、量的なデータを手にすることができる。
これらの事象は一つの結果であり、この事象が法則あるいは命題の形で表現されることも
ある。これも一つの結果である。 
 モデルから導き出されたこの事象が直接に現象と関係をもって来る。したがって、モデ
ルは、現象の発生を引き起すものであり、モデルは現象とは、間接的な関係をもっている
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ということができるであろう。 
 論理的な構築物であるモデルが示す状態が条件の集合で表わされている場合には、モデ
ルから論理的な演繹によってこの結果を得ることができる。この条件のなかには、既知の
法則あるいは原理がはいっている場合もある。 
 またモデルのなかに作業仮説がはいっている場合もある。モデルは、現象に関連をもっ
ているものであるが、現象の表面的な様相ではなく、それの発生構造に注意を向けたもの
であり、要素自体ではなく、要素間の関係を示した統一的なシステムである。 
 現象と直接に関連をもつのは、モデルから演繹された結果の方である。モデルは現象を
発生させる性質をもっている。 

91 （557） 
 
 

モデル・構造・理論と方法論 
 
論理的な構築物であるモデルから論理的な結果としての現象あるいは個々の事象を導き出
す操作が演繹あるいは推論である。しかしこの現象は、論理的に導き出したものであり、
実際の現象を論理的に構成したものである。実際の現象と論理的に構成した現象との関連
が、この場合問題になる。関連の程度も問題になる。実際の現象と論理的な現象とに関連
がないあるいはうすい場合には、モデルに問題があるといえるであろう。この関連は、モ
デル主義の妥当性にも関係する重要なことである。C→Mは、モデルに問題がある場合のモ
デルの訂正を示している。 
 モデルをいかなる目的でいかに使用するかということについて述べた。このように解す
るならば、ウェーバーの理念型そしてパーソンズの概念図式は、ここでいうモデルとは、
目的の点で全く異なるものであることが理解される。それらは現象との比較対照による理
解を目的としたものであり、それらから推論などによって結果を得るという性格のもので
はない。これについてはあとで述べる。（三 14、参照）。 
 

3 科学的な説明と理論 
 

 説明という用語も多義に使用されている。ここでは科学的な説明を問題にする。その場
合、科学哲学に従っている。G．C．ホーマンズは、科学的な説明を明確に定義している。
「説明とは一般的な命題から経験的な命題を演繹することである」（Homans(1967),p23,
訳書、二六頁）。ホーマンズは、この説明観は、 R・B・ブレースウェート、C・H．ヘン

ペルの見方であると思うと述べている。ホーマンズはつぎのようにも述べている。「私は
『説明』を所与条件（given conditions）のもとで、なぜある特殊な現象が起ったかを説明
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するという特定の意味で使用しており、ある発見結果（finding）（あるひとつの出来事につ
いての一般法則であれ、命題であれ）の説明とは、その発見結果が特殊な所与条件 

（558） 92 
 
 

モデル・構造・理論と方法論 
 
のもとでひとつあるいはそれ以上の一般命題から論理的帰結として、演繹結果として引き
出されるということを示す過程である」（Homans(1967)pp.22-3.訳書、二五ー六頁）。 
 R・B・ブレースウェート、C・G・ヘンペルはどのように表現しているであろうか。ブレ

ースウェートは、一九四六年の講義に基づいている著書で、つぎのように述べている。「科
学的理論は、演繹的な体系である。その体系では、体系の基本的な仮説の集合と観測され
た事実とを結びつけることによって、観察可能な結果（consequences）が論理的に導き 
出されている」（Braithwaite(19655),p,22）。C・G・ヘンペルは、一九六三年の「科学哲学」
と題する連続放送でつぎのように述べている。なに（What）またはいかに（How）という
問に対する答えの場合ではない、これも説明であるが、科学的な説明という場合の説明は、
なぜ（why）という問に対する答えである。「ここで問題とする意味での説明とは基本的に
は、なぜ与えられた事件が生起したか、ないし、なぜある事態が出てくるかという問いに
対する答えである。…… 
因果的説明は、特定の原因を、説明すべき結果と結びつける一般的自然法則を前提する」
（ヘンペル（一九六七）、一一六頁）。これをヘンペルは、演繹的説明と呼んでよいと述べ
ている。これは演繹モデルとも呼ばれている。 
 この用語は、一九四八年のヘンペルとオッペンハイムの論文からいわれるようになった。
この場合のモデルは、説明のモデルであり、説明の仕方という意味である。本論文で使用
しているモデルとは異なった使用である。これについては、結論のところで述べる。 
（三―4、参照）。 
 ヘンペルとオッペンハイムの論文では、説明の基本的な考え方が図のように示されている
（Hempel and Oppenheim(1970),p11）。 

93 （559） 
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（演繹モデルの図式） 

 
 以上の科学的な説明と思考過程図との関係はどうなっているであろうか。ホーマンズの
発見結果、ヘンペルの事件、事態そして説明すべき結果、さらにブレースウェートの観察可
能な結果は、思考過程図の結果を示すCに相応する。この図では、Eになっている。思考過
程図の結果は、モデルから導き出される論理的な結果である。モデルは、現象発生メカニ
ズムと一般法則から成り立っている。ヘンペルとオッペンハイムの先行条件プラス一般法則
がモデルを形成すると考えることができるであろう。 
 説明する対象は、「結果」Cである。この結果は、現象と関連をもっている。この結果は
一つの命題である。この命題のなかに法則がはいっている。ただしこの法則は、ランベル

トとブリタンの意味においてのものである。「おそらくもっとも一般的な習慣にしたがって、
法則とは規則性を表現している命題のことである、ということにしよう」（ランベルトとブ

リタン（一九八一）、五五頁）。 
 説明という観点から見るならば、思考過程図の（M→C）は、T・クーンのいう問いに対す
る答え方を示し、説明様式を示していることにもなる。これは以上のことから明らかであ
ろう。理論は、この（M→C）を体系的に述べたものである。これは、ブレースウェートから
の引用によっても明らかである。この体系化の過程において、研究者はより一般的な命題
あるいは原理の必要性を感じ、それを研究の途中に見出すことがあるかも知れない。その
場合には、その命題あるいは原理をモデルのなかに新しく入れて、新しいモデルを形成す
ることになる。新しいモデルは、新しい説明を形成する。それはまた新しい理論の形成に
もなるであろう。 

（560） 94 
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ホーマンズの理論に対する考えは、つぎのものである。「ある現象の理論とはその現象の説
明であり、したがって、説明でないものは何ら理論の名に値しないのである」
（Homans,(1967),ｐ２２、”訳書、二五頁）。ホーマンズは、この場合、現象と論理的帰結
とを対応させていると考えることができるであろう。 
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4 モデルと理論 
 

 最初に示した、モデルという言葉が出て来たならば、理論に置き換えて読んでも内容は
変わらないという見解に立ち帰ろう。結論を先に述べるならば、モデルならびに理論の特
質を述べている文脈においては、置き換えても内容は変化しないといえる。例えば、レヴ

ィ＝ストロースのモデルをレヴィ・ストロースの理論と置き換えることができる。ただし、
この場合のモデルは、思考過程図のなかのモデルである。 
 ヘンペルの説明のモデルは、ここでいうモデルとは異なっている。ヘンペルが「説明され
る現象のモデル」（Hempel(1965),p433,訳書、一一七頁）といっている場合のモデルは、
思考過程図のなかのモデルである。 
 ヘンペルが説明のモデルという場合、これは、説明のタイプのことである。「科学的説明
に演繹的・法則的、帰納的・統計的、演繹的・統計的という三つの基本的なタイプがある
……この最初のものはしばしば説明の被覆法則モデル（covering-law model）または演繹モ
デルと言われる」（Hempel(1965),訳書、九一頁）。われわれが説明について述べて来た説
明のタイプは、ヘンペルの用語では、説明の演繹的・法則的モデル（deductive-nomological 
model）である。 

ヘンペルのいう説明のモデルは、説明についての考え方、結局は説明観であり、説明の仕
方を意味している。したがって、説明のモデルは、理論の構造を表わしている、と理解す
ることができる。被覆法則というのは、説明すべき事象を包含する法則という意味と解釈
される。 

95 （561） 
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説明の演繹的・法則的モデルとは、被覆法則から演繹する方法による説明のタイプと解し
てよいであろう。このモデルはあとで述べる理論のモデルである。（三 14、参照）。 
 モデルをヘンペルのように説明のタイプとして用い、理論は説明であるという見解をと
るならば、モデルと理論は、同じことを意味していることになる。例えば、ケインズのモ
デルは、ケインズの論法を意味し、ケインズの理論と同じ内容を表わすことになる。 
 ここで問題にするのは、この説明のモデルではなくて、ヘンペルのいま一つのモデルの
使い方にはいる「現象のモデル」と理論との関係である。この場合には、現象のモデルは
理論である、とはいえない。 
 モデルと理論は、その性質そして役割が異なる。モデルは、現象を発生させるものであ
り、論理的な結果を導き出す場合には、研究の対象としての役割を果たしている。理論は、



 12

モデル、モデルから結果を導き出す演繹あるいは推論、そして結果を含む論理体系であり、
現実の現象に対応するものをもつ論理的な結果を説明あるいは予測する役割を果すもので 
ある。ここでの説明は、論理的な結果に対応する現実の現象の説明にもなっている。 
 性質と役割の面からみるならば、モデルと理論は異なるものである。しかし、モデルと
理論には、強い結びつきがある。モデルによって理論が決まってしまう可能性が高い。モ
デルの特質は、理論の特質になる可能性が非常に高い。モデルの特質が理論の特質になる
場合において、さらに特質を述べている文脈においてはという条件つきではあるが、モデ
ルを理論に置き換えて読んでも文意は変わらないという主張は認めることができるであろ
う。この条件がついていない場合には、認められない。なお理論的なモデルは、抽象的な
モデルを意味するものと考えられている。 

（562） 96 
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（M→C）の過程を述べていない論述は、説明でも理論でもない。この過程は演繹、推論の
過程である。これは、理論と説明には、不可欠のものである。 
 モデルと論理的な結果は、「しくみ」と「はたらき」（function）でもある。これらはレ
ヴィ＝ストロースの場合、Mと（M→C）という構造研究すなわち構造に基づく分析によっ
て得られる事象あるいは機能として理解できるものである。 
なお、われわれは、結果からその理由として原因（モデル）を求めることもある。これは、
現象からそれを発生させるモデルを見出すことに対応している。この対応は、機能から構
造を見出すことに対応するであろう。 

97 （563） 
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