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1　社会学とは何を研究するのか

　社会学とは、何か？　われわれはまず、この問いに簡潔に答えておこう。われわれ人間の行動

はほとんど全て、社会的な枠組み－文化や制度や集団など－の中で起こる。社会学とは、社会に

おける人間行動を研究する学問である（Andersen and Taylor 2001:3）。さらにもう少し複雑には、

「社会学は、人間の形作る社会生活や集団、社会を研究し、社会的存在としての自分自身の行動

を研究対象としている（Giddens 1989=1992:12）」と答えてもよい。

　このような答えは、少し抽象的に思えるかもしれないので、具体的な例を出して、社会学によ

るものの見方を紹介しよう。たとえば、人が選挙で投票にいくかどうかを考えてみよう。心理学

者ならば、個人のパーソナリティ形成に投票行動の説明を求めるだろう。たとえば、彼が投票に

行かないのはいかなる生育歴（政治的社会化）に原因があったのだろうか？　経済学者ならば、

利益や損失からみて、投票に行くことが合理的な行為かどうかという観点で説明を試みるだろう。

たとえば、投票に行くことが自分の経済的利益に結びつく人々は、投票に行くだろう。政治学者

ならば、政治制度で投票行動はどのように異なるかを考えるだろう。たとえば、小選挙区制度と

中選挙区制度では、どちらで政治的関心や投票率は高まるのだろうか？　これに対して、社会学

者ならば、投票に行くか行かないかは、人々の所属集団の影響が大きいことを指摘するだろう。

たとえば、現代日本では若者の投票率は低いが（注 1）、若者集団の中では、選挙などどうでもよい

事と思われているのかもしれない、などという具合にである。

　以上の話は勿論、選挙に行くかどうかのみの話ではない。選挙の部分は人間の様々な行動、た

とえば結婚や非行やゴミのポイ捨てなどに置き換えて欲しい。

2　社会学的パースペクティブのキイターム

　さて上の簡単な例から、社会学は人々の意識や行動を説明するのに、集団や社会という要因を

重視するということが理解されたと思う。つまり、「集団や社会によって、人々の行動がいかに

作られ」、また、「人々の行動によって、集団や社会がいかに作られているのか」を考えるのが、

社会学という学問の課題である。言い換えれば、社会学的パースペクティブにおいては、社会や

集団や人間行動を記述、分析する用語、概念が決定的に重要である。

　では社会学は、社会や集団や人間行動を分析する道具として、どのような概念を持っているの

か？　これについては二つの基礎概念が非常に重要である。文化（culture）と社会（society）が

それである。

　文化は社会の比較分析に不可欠の重要概念である。社会は社会学の最重要概念であるが、行為、

社会制度、社会構造などの各水準で語られる。以下、これらの概念、用語を順次、紹介する。

3　文　　　化

3 － 1　文化とは

　「人間はだれも、世界を生まれたままの目で見ていない。人間は慣習や制度や信じ方の、ある

1）　年齢別の投票率は「明るい選挙推進協会」のサイトなど参照。http://www.akaruisenkyo.or.jp/
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決められた一組によって編集された世界を見ているのである」とは、アメリカの文化人類学者、

ルース・ベネディクト（1973:25）の言葉である。なるほど、われわれはまわりの「あらゆるもの」

を、「あるがまま」には見ていない。たとえば、中国からの留学生には、蛇は美味しい食材と映るが、

日本人の大学講師にはそうは映らない（資料 1）。

　われわれ人間のものの見方や考え方や生活の仕方は、このように社会や集団によって大きく異

なっている。この違いを理解するには、社会学や人類学で提起された、文化という概念は非常に

重要である。

　文化とは次のように定義される。「文化とは、習得された行動と行動の諸結果との綜合体で

あり、その構成要素が或る一つの社会のメンバーによって分有され伝達されているものである

（Linton 1945=1952:49-50）」。

　この文化の定義で重要な含意はいくつかある。まず大事なのは、文化とは「社会の全生活様式

を指すのであって、その社会の中での比較的高尚であり望ましいとみなされているような生活様

式だけを指すのではない（Linton 1945=1952:47）」、という点である。文化というのは、クラシッ

ク音楽を聞いたり、漱石や鴎外の文学を読んだりすることだけを意味するわけではない（注 2）。

3 － 2　文化定義の意味

　さらに上の文化定義の意味は以下のようである（Linton 1945=1952:49-57）。

　（1）「習得された行動」とは、人間が学習によって、後天的に学んだ行動という意味である。

たとえば、食べるということは生物学的な欲求に起因する動物的行動でもある。しかし、「食べ方」

（つまり「何をいかに食べるか」）はわれわれが生まれた後に学んだものに大きく、規定されてい

る。ウルフチャイルドのカマラは、狼に育てられたので、狼のような「食べ方」しか出来なかった。

2）　リントン以外の有力な文化の定義を参考までに二つ示す。A culture is a historically derived system of 
explicit and implicit designs for living, which tends to be shared by all or specially designated members of a group  
(Kluckhohn and Kelly 1945:98). 「文化とは、人々に共有された思考、信念、理解、感情などの様式の事で
ある。人間はそれを共通の経験の中で獲得し、世代から世代へと伝えていく（Broom, Selznick, and Broom 
1981=1987:35）」。

資料 1　朝日新聞 2003 年 4 月 21 日
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「人間の子」はそのような食べ方はしないだろう。カマラが腐肉を食べる事を嫌がるようになっ

たのは、シング牧師の孤児院に連れて来られてから約 6 年経過してからであった（後掲、資料 2）。

　（2）ここでいう「行動」とは、最も広い意味で用いており、人間のあらゆる活動を含む。すな

わち、外面的、内面的、心理的、生理的という区別を問わず、あらゆる活動を含む。従って、食

欲を感じるような本能的活動も、工作のような整合的な筋肉活動も、思考や学習等の内面的活動

も、ここでいう「行動」に含まれる。

　（3）さらに「行動の諸結果」とは、心理的状態として現れる諸結果（たとえば、価値体系、知識、

態度、感情など）と物質的状態として現れる諸結果（たとえば、産業の生産物）の両者を含む。

　（4）また、定義にある「綜合体」とは、「文化を構成する多様な行動とその結果とが、組織化

されて全体として一つの型をもったものになっているという意味を表している」。これを言い換

えれば、一つの文化は、他の文化との個別的な違いを羅列するだけでは理解できないということ

である。

　たとえば、われわれは日本とアメリカの文化の違いを、色々と個別的、羅列的に指摘すること

は容易だろう。ベネディクトは『菊と刀』の中で、日本人の入浴について、興味深い記述を残し

ている。「日本人の最も好むささやかな肉体的快楽の一つは温浴である。…彼らは湯ぶねの中に

胎児のような姿勢で両膝を立てて坐り、顎まで湯につかる。彼らが毎日入浴するのは、アメリカ

と同じように清潔のためでもあるが、なおその他に、世界の他の国々の入浴の習慣には類例を見

いだすことの困難な、一種の受動的な耽溺の芸術としての価値を置いている。この価値は、彼ら

の言によれば、年を取るに従って増大していく（Benedict 1949=1972:205-206）」。

　この記述は非常に面白いが、これらの断片的な比較のみでは、文化のトータルな理解には至ら

ない（ことは、ベネディクトも承知している）。文化は「綜合体」として、「全体として一つの型

をもったもの」として理解されなければならないのである。このリントンの考えを理解するには、

ベネディクト（1973:83）の次の文言は有益である。「文化的行動の特質は、それが地方的なもの

であれ、人為的なものであれ、大きい多様性をそなえたものだとはっきり理解したとしても、そ

れで充分だとは言えない。文化的行動はまた統一されてゆく性質を備えているのである。ちょう

ど一人の個人のように、一つの個別文化はいわば思想と行動のともかくも一貫したパターンなの

である」。このように文化は、型をもつ統一体としてある。かくてベネディクトの文化研究では、

文化型が設定される。未開社会研究から提起された、アポロ型とディオニソス型、さらには日本

研究から提起された、「恥の文化（＝日本）」と「罪の文化（＝欧米）」などがそれである。

　（5）定義にある「分有」や「伝達」についても解説が必要であろう。分有とは、ある行動型や

知識や道徳や技術などを社会の複数のメンバーが共通して持っていることを意味している。たと

えば、ある籠を編む技術が一人の人のみに知られているのであれば、それは文化の一部とはいえ

ない。それに対して、その技術が分有されれば、それは文化の一部になる。また分有のためには、

伝達（たとえば、籠を編む技術を伝授したり、模倣したりする事）が必要である。

3 － 3　文化の三次元と文化の本質

　文化には三つの次元が含まれている。①物質的な側面、②動的・外面的行動の側面、③心理・

内面的的側面が、それである。物質的側面は「もの」の領域であり、たとえば、産業の生産物を

想起すればよい。動的・外面的側面は人々の行動に表されるものであって、物質的な側面と同じ

く、具体的なものであり、手に触れることもでき、映写機や録音機に残すことのできる側面である。
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従ってこれらを総称して、文化の外的側面（外面的文化）という。また、心理・内面的側面は価

値、道徳、知識、態度等であり、直接にはそれを観察することができない（言い換えれば、外的

側面から推測する以外に認識の方法がない）部分である。従ってこれを文化の内的側面（内面的

文化）という（Linton 1945=1952:56-60）。

　このような文化の三次元は普通切り離されて存在しない。クラックホーンの指摘にあるように、

文化とは、自然科学の概念と同じく抽象概念なのである。物体が落下するのは観察できても、重

力を見ることはできない。同じように、文化そのものは目に見えない。われわれの目に見えるの

は、人間集団の行動であったり、人工物であったりする。しかし、「古代インカのつづれ織にせ

よ、メラネシア諸島の石斧にせよ、その様式に規則性が認められるのは、それぞれの集団に知的

青写真が存在していたからに他ならない」。つまり、「ある考え方、感じ方、それが文化なのであ

る（Kluckhohn 1949=1971:28）」。

3 － 4　文化の多様性と共通性

　単一の社会の中ですら文化は多様である。この多様性を理解するには、その社会で優勢で支配

的な文化（dominant culture）と下位文化（subcultures）の二つを区別するのは非常に有益である。

優勢で支配的な文化とは、社会の主要な信念体系を構成し、主要な社会制度からの支持を受けて

いる文化であり、その社会の中での文化的標準を構成する文化である。但し、優勢で支配的な文

化が社会のマジョリティの文化と同じとは限らない。たとえば、南アフリカのDominant Cultureは、

人口 10 ％程度の White South Africans に由来する。また、Dominant Culture として明確な単一文

化を特定化するのがやや困難な社会もある。たとえば、アメリカ合衆国の Dominant Culture は“ア

メリカ文化”であろうが、そこに明確な単一文化を想定するのは難しい。

　ところで産業化、都市化の進んだ社会では下位文化が多様に展開する。下位文化とは、その社

会で優勢で支配的な文化とはやや異なる文化のことである。下位文化を促進する要因は、人々の

生きる条件や環境が多様であること、人々が異文化を持ち込みやすい状況にあることなどがあげ

られる。下位文化は、Dominant Culture から分離（場合によっては排斥）されたコミュニティで

営まれる場合（例、米国のアーミッシュの人々）や、逆に Dominant Culture との共存という性格

が強い場合がある（例、若者文化）。

　また、下位文化の代表的形態は民族的下位文化である。たとえば、アメリカの大都市にはチャ

イナタウンやジャパンタウンがある。そこでは民族文化による種々の活動が営まれている（注 3）。

また、Dominant Culture への意義申し立てや抵抗として対抗文化（countercultures）が存在するこ

ともある（例、反差別の運動体）。これも下位文化の一形態である。

　このように文化の多様性が理解される一方、この多様性の理解を拒む文化の動きもある。エス

ノセントリズム（Ethnocentrism）がそれである。エスノセントリズムは自民族中心主義とも訳さ

れるが、自分の所属集団の観点や基準のみでものごとを見る習慣をいう。

　ところで、文化の共通性は文化の相違に較べて、あまり議論されてこなかった。しかし、ほと

3）　たとえば、サンフランシスコ・ジャパンタウンの福祉 NPO（気持会）は、日系高齢者向けに、安価で
日本食のランチサービス（1 食、＄1.50）を行なっている。ある 1 週間分のメニューは、Shrimp Shumai、
Saba Misoni、Kimochi Udon、Oden、Kakiage Don、Wafu Nimono、Chicken Teriyaki、 で あ った（2003 年、
聞き取り調査による）。アメリカ大都市の民族的下位文化の典型事例である。なお 3 － 4 節のここまで記
述は、Andersen and Taylor（2001:41-47）を参考にした。
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んど全ての文化は形式的な共通性、分類の斉一的体系を持つ。すなわち、文化の公分母（common 

denominator of cultures）ないし、普遍的文化形式（universal culture pattern）とよばれる文化項目

がそれである。以下、その部分的なリストを示しておこう。

　年齢階梯、競技、身体装飾、清潔の訓練、共同体の組織、料理、協働、宇宙観、求婚、舞踏、

装飾芸術、占卜、分業、夢の解釈、教育、終末観、倫理、植物の土俗的知識、礼儀作法、信仰治癒、

家族、饗応、焚火、民間伝承、食物のタブー、葬儀式、遊戯、身ぶり、贈与、政府、挨拶、髪の

スタイル、歓待、住居、健康法、近親性交のタブー、家督相続の掟、冗談、同族の諸団体、血族

関係を表わす名称の組織、言語、律法、縁起をかつぐこと、呪術、結婚、食事の時刻、医術、自

然的諸機能に関するつつしみ深さ、喪、音楽、神話、数詞、助産術、刑罰的制裁、個人名、人口

政策、誕生後の保護、妊娠時の慣習、所有権、超自然的なものをなだめること、結婚適齢期の習

慣、宗教儀式、居住方式、性的拘束、霊魂の諸概念、身分の差別、手術、道具を作ること、商売、

訪問、離乳、天候の支配。

  このリストの個々の項目を分析すれば、異なる文化間の類似はさらに拡大する。たとえば、言

語はあらゆる文化に見られる項目だが、ほとんどの言語はさらに同一の諸要素（音素や単語や文

法）に分解可能である。同様に葬儀には、悲しみの表現、死体を処理する手段、超自然的的な害

悪からの関係者の保護などが含まれる（Murdock 1945=1952）。

3 － 5　文化のグローバリゼーション

　現代の文化理解で急速に重要性を増しているのが、グローバリゼーションと呼ばれる動きであ

る。グローバリゼーションは 1970 年代初めの頃から現れてきた、世界規模の交流、相互依存の

強化、創造を示す言葉である。その定義は有力な学説が並存しているが、次の定義は有益である。

「グローバリゼーションとは、世界規模の社会的な相互依存と交流を創出し、増殖し、拡大し、

強化すると同時に、ローカルな出来事と遠隔地の出来事との連関が深まっているという人々の認

識の高まりを促進する、一連の多次元的な社会的過程を意味する（Steger 2003=2005:17）」。

　グローバリゼーションによって、世界の文化が均一化しつつあるという指摘がある。アメリ

カの商業化された文化が世界規模で市場に流通し、ファッション、娯楽、食べ物さらには文化

的価値までが、アメリカ文化の影響下に置かれ、その故に、アメリカ化＝均質化されたグローバ

ルカルチャーが生み出されていると言うのである。世界でマクドナルドのハンバーガーもペプシ

コーラも売ってない国は、キューバ、イラク、北朝鮮、ミャンマー、ラオス、カンボジア、ベト

ナムといった数カ国にすぎない（Andersen and Taylor 2001:47）。「ファーストフード・レストラン

の諸原理がアメリカ社会のみならず世界の国々の、ますます多くの部門で優勢を占める（Ritzer 

1996=1999:17-18）」マクドナルド化と呼ばれる事態も指摘されている。

　とはいえ、文化のグローバリゼーションは、単に文化の均質化のみに向うのかといえば、異

論もある。文化のグローバリゼーションはローカルなものの再活性化を伴うこともあるかもし

れないのである（Steger 2003=2005:95）。確かに現代日本を見ても、マクドナルドのハンバー

ガーもあれば、伝統的日本食やスローフード（ローカルな伝統的食）を見直す動きもある（島村 

2003）。いずれにしても、グローバリゼーションは、現代の文化解読における、新しい問題を提

起している。
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４　社　　　会

4 － 1　社会とは

　「人間が人間であるのは、社会のなかに生きていればこそなのである。人間の内から社会を起

源とするものを取り除くと、もはや他の動物と大差のない一個の動物が残るのみである。この点

で、人間を肉体的自然以上に向上させたのは社会である」とは、フランスの社会学者、エミール・

デュルケーム（1974:95-96）の言葉である。「人間－社会＝動物」仮説と要約できるこの文言は、

社会が人間にとって根源的に重要であることを示している。　

　そしてこの仮説は、「狼に育てられた子」カマラの事例から経験的にも支持されている。カマ

ラの生涯は資料２のようだが、狼少女カマラは、シング牧師の孤児院に連れてこられて、少しづ

つ人間の行動を取るようになる。つまりカマラは、孤児院という「社会」と出会って、はじめて

「人間」になる。

1912 年春（？）誕生、1920 年まで狼とともに暮らす。

1920 年 10 月…インドのゴダムリ村で、「人間の化物」が現れるのをシング牧師が発見。

1920 年 11 月…シング牧師の孤児院に連れて来られた。昼間は床にうずくまって壁のほうを

むいている。夜になると、戸外を四つ足で走るか、両手と膝を使ってはう。狼のほえ声

は立てるが、人間の発音はできない。おしゃぶりを吸い、食物をペチャペチャなめて食

べる。腐肉を食べる。子どもたちがそばに寄ると、歯をむき出し、いやな声を立てる。

暗闇を怖がらない。

1921 年 9 月…姉妹のアマラの死にさいして涙を二粒落として泣く。顔の表情なし。

1922 年 5 月…両足で立つ。同年 8 月、両手を使って皿から食物をとって食べる。　

1923 年 12 月…イエスの時に「フー」（ベンガル語）と言う。

1924 年 1 月…暗闇を怖がる。シング夫人の帰宅を喜ぶ。むかえに飛び出して、夫人に身体

をこすりつける。

1926 年 6 月…腐肉を食べることを拒否する。同年 12 月、恥じらいを示す。着物を着てから

でないと寄宿舎の外に出ない。

1927年 10月…子どもたちが、カマラをおいて市場へ行ったので、涙をポロポロこぼして泣く。

1929 年 9 月…発病。同年 9 月、言葉の意味をよく理解しながら自由に話す。同年 11 月 4 日、

はじめて会う二人の医師を見分け、二人の名前をおぼえ、どちらの名前がどちらの医者

であるかを知っている。11 月 14 日、死亡。

　出典：Gesell（1941=1967）から要約。

資料２　カマラの生涯

　では、カマラが出会った社会（つまり、孤児院）とはどのような世界なのか？　今少し、記録

をのぞいてみよう。「カマラが無理やりに放り込まれた新しい環境は、…間取りも換気も日当た

りもよい孤児院であった。…そこには子どもたちが大勢いたが、彼らはほとんどみな立って歩い

ており、発音器官を使って不思議な音を出し、笑ったり飛びまわったりしていた。彼らは裸でな

く着物をきていた。…

　また一日の行事―起床、朝の礼拝、入浴とマッサージ、三度の食事、遊戯の時間、就床など―

を進行し、その時間を知らせる時計というものがあった。…
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　日課の中で一つだけ、とまどっとカマラの気持ちのなかに、もっとも深くとけこんだできご

とがあった。それは朝のマッサージであった。毎朝四時になると、シング夫人は、他の人のま

ねできない熱心さで、カマラにお得意のマッサージをしてやるのであった（GeselL 1941=1967：

49-51）」。

4 － 2　微視（ミクロ）的世界・巨視（マクロ）的世界

　さて以上がカマラが「放り込まれた」社会であった。このカマラの体験した社会の成立ちを理

解するには、二つの概念が有益である。「微視的世界（ミクロ）」と「巨視的世界（マクロ）」が

それである。

　まず、孤児院の暮らしは、種々のルーティーン（日常的慣例）から成っている。起床から就床

までの毎日の行事は、繰り返されている。子ども達は、着物を着て、立って歩いていた。つまり、

「社会」（孤児院）は、①複数の人々が営む、②ルールによって規制され、パターン化された行動

として経験されている。

　この「社会」はまず、対面的・具体的な他者との関係や相互作用として個人に経験される。具

体的には、「シング夫人がカマラにマッサージをしている」「子ども達が笑ったり飛びまわったり

している」などがそれである。これは、社会の微視的世界（ミクロレベル）と呼ばれる領域である。

　しかし、微視的世界はそれを取り巻く種々の制度（社会の巨視的世界＝マクロレベル）を抜き

にしては、理解できない。たとえば、シング夫人やカマラや子ども達は「植民地インド」の「キ

リスト教」の「孤児院」という制度群を背景に、微視的世界を生きている。言い換えれば、巨視

的世界は微視的世界を貫く包括的コンテキストとして経験される。

　つまり、われわれは微視的世界（他者との対面的関係や相互作用）と巨視的世界（種々の制度

群の複合体）に同時に暮らす。微視的世界（たとえば、シング夫人とカマラや子ども達との関係）

は巨視的世界（たとえば、孤児院やキリスト教という制度）を背景にして立ち現れ、巨視的世界

は微視的世界で具体的に再現されない限り、現実には存在し得ない。社会のなかで両者は、常に

相互浸透しあっている（Berger and Berger 1972=1979:12-22）。

4 － 3　社会構造

　このように社会は、微視的世界と巨視的世界が複雑に絡み合って存在するが、それらの組織

化された、持続的な結びつきのパターンを社会構造とよぶ。社会構造（social structure）の定義

をいくつか示せば、次のようである。「社会構造とは社会を構成する社会制度や社会関係の組織

化されたパターンである。社会構造は、社会的相互作用の確立した諸パターンや社会諸制度の

中で観察可能なものである（Andersen and Taylor 2001:107）」。「社会構造とは、社会の諸要素間に

存在する永続的で、整然とした、またパターン化された関係を指す（Abercrombie, Hill and Turner 

2000;326）」。「社会構造とは、男と女、学生と教師などの関係のような、集団の典型的な型のこ

とである。社会構造の社会学的重要性は、社会構造がわれわれの行動をガイドすることにある

（Henslin 2000:81）」。

　このように述べると、社会構造は非常に抽象的で、自分に関係のないことのように思えるかも

しれない。しかし、それは大きな間違いである。われわれは日々、社会構造を体験して生きている。

たとえば、A さんと B さんがおしゃべりしながら、大学のなかを歩いている。これはよく見る

光景だろう。A さんと B さんは大の仲良しでおしゃべりが楽しいのである。しかし、この二人も、
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授業が始まった教室の中ではおしゃりべりはしない。本当は C 先生の講義を聞くよりも、おしゃ

べりの方が楽しいに違いない。でも、A さんも B さんも静かに先生の授業を聞いている。

　では、何故、A さんも B さんも静かに授業を聞くのだろうか？　さらには、Ｃ先生も何故、

授業をするのだろうか？　C 先生も実は読みかけの小説が気になっているのかもしれないし、病

気の子どもが心配で家に帰りたいのかもしれない。しかしそれでも、C 先生の授業は続くのであ

る。

　ここにある、A さんや B さんや C 先生に授業をなさしめるものが社会構造である。社会構造

はこのように、個人の欲求や感情を「規制」「抑圧」して、行動を「ガイド」する。社会構造には、

様々な位置（たとえば、「学生」や「先生」という位置）があり、人々はそれに応じた行動や態

度を「とらされる」のである。勿論、この話は大学だけの話ではない。このような社会構造上の

様々な位置を地位（status）と呼び、地位に求められる行動や義務を役割（role）とよぶ。

4 － 4　制　　　度

　ところで、A さんや B さんが大学生という地位にあり、C 先生が「先生」という地位にいて、

その役割に従って、授業をしたり、聞いたりしているのは、微視的世界である。微視的世界は

先にも見たように、巨視的世界＝制度に包み込まれて存在する。たとえば、A さんや B さんが

女子学生であるとすれば、「女性も大学に入ってもよい」という制度に支えられてのことである。

また、C 先生が社会学を教えているのだとすれば、社会学という学問が大学教育の正当な教科と

認められているからに他ならない。

　このように社会のなかで正しいやり方と認められた行動のパターンのことを制度（institutions）

という。別の例を出せば、われわれの社会では、結婚は一夫一婦のカップルでと決まっている。

また、恋愛が結婚の正当な根拠になるとも決まっている。これらはわれわれの社会での結婚の「制

度」の一部である。あるいは、会社の忘年会では、年長者や上役は「上座」に座り、若手や新入

社員は「下座」に座ると決まっている。これは、われわれの社会での座り方に関する「制度」の

一部である。

　このように制度とは、「規制のパターン、すなわち、社会が個人の行動に押し付けるプログラ

ム（Berger and Berger 1972=1979:82）」と定義できるが、われわれは制度に取り囲まれて生きてい

る。そのことは、「生まれて」から「死ぬ」までの種々のプロセスを見れば自明である。また、

朝起きてから夜寝るまでのプロセスを見ても自明である。このような経験からすると、制度は以

下の特色をもつものとして存在する。〈制度は、外在的実在として経験される（外在性）〉。〈制度

は客観性をもつものとして経験される（客観性）〉。〈制度には強制力がある（強制力）〉〈制度に

は道徳的権威がある（道徳的権威）〉。〈制度には史実性という特質がある（史実性）〉（Berger and 

Berger 1972=1979:82-92）。

　近代化した社会には、種々の目的に応じて少なくとも 9 つの社会制度がある。家族、宗教、法、

政治、経済、教育、科学、医療、軍隊がそれである。そして近代化した社会の制度は近代化前

にくらべて、フォーマルな性質を持つことが多い。たとえば、近代化した社会の教育は近代化前

にくらべて、フォーマルな組織である学校が担う部分が格段に大きい。また近年、情報を広め、

世論を作る目的に対応して、マスメディアという 10 番目の制度を加えることもある。（Henslin 

2000:85-86）
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4 － 5　行為と「状況の規定」

　社会構造や社会制度は、われわれ人間の欲求や感情を「規制」「抑圧」して、行動を「押しつけ」

「ガイド」していることを見た。つまり、「個人は社会によって作られて」いた。しかし、個人は

社会から一方的に「作られる」のみの存在かといえば、そうは言えない。個人は、社会の中で主

体的に働きかけ、社会を自ら構成したり、変動させたりすることがある。つまり、「個人が社会

を作る」こともある。

　これについてはやや長いが、ウェーバー（1972:23-24）の文章を引こう。「社会学にとっては、

「国家」という事実は、必ずしも法律的に重要な要素のみから成り立っているのではない。…中

略…現代の国家の少なからざる部分は、ある人々が国家は存在するものである、いや、法律的秩

序が効力を持つのと同じ意味で存在すべきものであるという観念に自分たちの行為を従わせてい

るおかげで、人間の特殊な共同行為のコンプレックスとして存在しているのである」。

　ここにあるのは、（1）「国家は現実に存在する（べき）」という観念を人々が持つ、（2）その観

念に従って人々が行為する、（3）その結果、「国家が存在する」という、「観念→行為→国家の存

続」という因果の流れである。

　ウェーバーはこのメカニズムを国家に限らず、種々の社会集団（株式会社や家族…）について

述べている。つまり「観念→行為→社会の存続」というメカニズムを主張する。これは、「個人

が社会を作る」という命題である。

　この因果連鎖に非常に近い主張が、「もし人々が状況を現実のものだと規定すれば、その状況

は結果においても現実になる（If people define situations as real, they are real in their consequences.）」

というトマスの公理である。トマスの公理は、人々は状況の客観的な特徴にではなく、人々が付

与した状況の意味（つまり「状況の規定」）に従って行為することを示している。そしてその行

為は種々の社会的現実を作る。ここにあるのは、「状況の規定→行為→社会的現実」というメカ

ニズムであり、先のウェーバーの主張とほぼ同形である。

　このトマスの公理をさらに「予言→行為→社会的現実（予言の的中）」と改変したのが、

マートンの自己成就の予言である。「自己成就の予言とは、最初の誤った状況の規定が新し

い行動を呼び起し、その行動が当初の誤った考えを真実なものにすることである（Merton 

1949:384-385）」。ここでマートンが主張するのは、虚偽の観念（例、「黒人はスト破りだ」とい

う予言）が、それに基づく行動を生み（例、白人労働者が黒人を組合や職場から排除する）、そ

れ故に予言が的中する（例、排除されたが故に、黒人はスト破り行う）」という、誤謬の支配の

メカニズムである。

4 － 6　行為と「自己への呈示」

　このように個人は社会を作るという能動的側面を持つ。この側面を非常に強く打ち出すのは

シンボリック相互作用論という立場である。この立場の提唱者であるブルマーは次のように主

張する。「個人はすでに存在している対象から成り立つ環境に取り巻かれており、これらの対象

がその人に働きかけて行動させる、というのは不適切な図式である。反対に、個人が、自分が行

なっている活動を基礎として自分の対象を構成する、というのが適切な図式なのである（Blumer 

1969=1991:104）」。

　この主張は、ウェーバー・トマス・マートンの共通要素を巧みに総括した形になっている。「シ

ンボリック相互作用論の立場からすれば、社会組織とは、活動単位（人間）がその内部で行為を
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作り出すための枠組みである。「文化」「社会システム」「社会成層」「社会的役割」といった構造

的特性は、行為の条件を設定はしても、それを決定はしない（同上書 :113）」のである。ここで

のブルーマーの主張は図 1 に示すことができる。つまり、人間は種々の構造的特性や環境に対し

て、受け身的存在ではない。

図 1　ブルーマーは個人をどうみているか

出典：Wallace and Wolf（1980=1986:302）

　では、何故、受け身的存在でないと言えるのか。それを説明するのが、「自己への呈示」

（self-indication）」ないし「自己との相互作用」（self interaction）という概念である。ブルーマー

によれば、自己への呈示ないし自己との相互作用のない人間行動はあり得ない。これを説明する

ためにブルーマー（1991:116-130）は、「ある人が空腹になって食事をする」という例をあげて

いる。そして、食事という行為は空腹によって説明されるかといえば、「ノー」だという。空腹

による説明（「空腹→食事」）は完全に正しいように見えるが、行為を形づくる自己との相互作用

が無視されているために、「現実に起こっていることをひどく誤って示している」というのであ

る。

　何故なら、まず人は自分の空腹に気づかなくてはならない。すなわち、自分の中の不快感を空

腹感として自分に示す必要がある。そして、その示された空腹感には、定義や判断や選択がなさ

れることも必要である。すなわち、空腹だがダイエット中であることを思い出して、一食抜くか

もしれないし、ちょうど適当な時刻なら、食事をとりに行くかもしれない。食事をとりに行くの

ならば、さらに食事の種類や方法や材料なども選択されねばなるまい。

　この食欲の例からわかるとおり、ものごとは自己に示され、定義され、判断され、選択される。

そして、それらに基づいて、行為者は自分の行為を、自分が考慮するものごとにてらして、組み

立てていく。つまり、「空腹→食事」ではなくて、「空腹の自己への呈示（または、空腹と自己と

の相互作用）→食事」なのである。この話は空腹のみの話ではない。価値、規範、地位、役割な

どの社会を構成する諸要素も「自己への呈示」ないし「自己との相互作用」なしには行動につな

がらない（図 1）。ここにおいて、人間は社会構造との対話者としてイメージされ、単に受け身

の存在ではない。

4 － 7　社会のイメージ

　社会のイメージは、社会学者の理論的立場で大きく違っている。現代の社会学は一応、機能主
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義（functionalism）、コンフリクトセオリー（conflict theory）、シンボリック相互作用論（symbolic 

interaction）という主要な三つの立場に分けられる。

　基本的社会観、社会と個人の関係性、不平等の位置づけ、社会秩序の基盤、社会変動の源泉な

どは、どれも社会をイメージする（あるいは、理論的に捉える）際の大問題である。これら大問

題の一つ一つに、三つの立場で大きな意見の相違がある。これらの相違は、相互に批判をくりか

えしつつ、よきライバルであることによって、社会の解釈や見方を豊饒化している（表 1）。

機能主義 コンフリクトセオリー シンボリック相互作用論

社会とは？（社
会観）

客観的・安定的・凝集
的なもの

客観的・ハイアラキカ
ル・分裂的なもの

主観的・人々の精神のな
かに想像されたのもの

基本的な問題群
１．社会と個人
の関係

２，不平等をど
う見るか

３．社会秩序の
基盤

４，社会変動の
原因

個人は固定した役割を
占めている

必然的・社会に対して
機能的である

共通価値による人々の
同意

均衡に達するための調
整、社会解体変動は漸
次的

個人は社会に従属して
いる

不足した資源をめぐる
闘争の結果である

権力・強制

闘争・競争

個人と社会は相互依存的
である

不平等は地位シンボルの
意味付けによって表示さ
れる

集合的な意味システム・
社会は社会的相互作用に
よって作られる

常に変動している、対人
関係網および、変動する
意味システム

主な批判 集団間のパワーの格
差を小さく評価すると
いった、保守的な社会
観

社会の安定性や凝集性
の程度を低く評価

不平等の分析が弱い。社
会における集団間の物質
格差に目を向けない傾向
がある。社会の主観的基
盤を誇張。

学的起源
主要な学者

デユルケー厶
パーソンズ、マートン

マルクス
ミルズ

シカゴ学派社会学
バーガー＆ルックマン、
ブルーマー

　出典：Andersen and Taylor（2001:17-20)

表 1　社会学の三つの立場
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自習のための文献案内

　社会学の見方、考え方を学ぶには、①は平易だが深みのある説明をしてくれる。②はコンパク

トで平明な社会学入門書。社会学の各分野をバランスよく配置してある。③は内容充実の英国社

会学者によるテキストブック。じっくり取り組んでみよう。④は幅広い学識の詰め込まれた近代

化論テキスト。社会学の考え方を学ぶにも好適。⑤は「社会学とは何か」を考える必読書。入門
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書を読んでから、是非、挑戦したい。⑥は初学者向けの社会学辞典。わからない用語はまず辞書

で調べる習慣をつけよう。
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