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個人・集団・社会

ミクロとマク ロ、行為と構造、個 (人)と全体 (社会)などの範障は社会学の基礎として非常

に重要である (1)。しかし、社会学の考察がこれらの範鴨のみにとどまるならば、具体的な社会

や個人が見えなくなる。何故なら、人が具体的に暮らすのは個と全体の中間に無数に存在する、

種々の集団や社会関係であるからである。

たとえば、「狼に育てられた子」カマラは人聞社会に連れてこられて、「人間」になった。しか

し、カマラを人間にしたのは、具体的にはシング牧師の孤児院であった。ここでは、社会は孤児

院という集団の姿で現れている は)。

社会は個人を作るというが、社会一般そのものが直接個人を作るわけではない。個人を直接作

るのは、家族や友人や親類や近隣や学校やサークルや職場や教会や地域社会や民族集団や同僚な
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どの具体的集団をとおしてである。「非凡の人間は別として、 ・・・人間の喜びも悲しみもほと

んど例外なく身近の社会集団との関係において生ずる。人間は家族生活の暗さを嘆き、友人の厚

誼に喜び、隣人の非礼に怒り、同僚の慰めを求めて生きる もの (清水 1954:19)Jなのである。

ここから、集団の研究は社会の研究に具体性を与えるものであり、その重要性は明らかである。

集団の研究の一例をアメリカの階級研究から引こう 。シカゴにおける中層と下層階級の子ども

の養育に次のような違いが報告されている。①中層の乳児より下層の乳児の方が、 母乳だけで育

てられる率が高い。②下層の乳児の方が気ままに乳を飲ませられる。③下層の乳児は12ヶ月以上

も母乳やミルクピンをくわえさせられるものが多い。④下層の子どもの方が離乳期が遅い。⑤大

使のしつけは、中層階級の子どもの方が早く始まる。⑤小便のしつけも、中層階級の子どもの方

が早く始まる。⑦中層の子どもの方が早くから家の手伝いをするように期待される。③中層の子

どもの方が早くから責任をもつことを期待される。①下層の子の方が遅く までおきていて、 街に

もおそくまで出ており、映画にも頻繁に行く (=言い換えれば、場所的時間的制限を少ししか受

けていない)。

つま り「社会階級は家族をとおして人を教育する最初の機会を得るjが、「下層の子どもたち

がしつけを受ける環境は、 子ども達の本源的、基本的欲求により多くの満足を与え、より安易に

はけ口を与えている」ことになる (Warner1952 = 1960 : 56-66)。

ここでは、子ども(個人)は家族(集団)を通して、階級(社会)に具体的に出会う 。これを

一般化すれば、個人ご集団ご社会という系列が設定できる。個人は集団によって社会に参加し、

社会を形成し、社会は集団によ って個人を統制 し、形成する。言い換えれば、個人と社会は集団

を媒介して対面する。

2 集団とは

では集団とは何なのか? その定義を示せば、以下のよう である。 集団とは、 ①相互作用やコ

ミュニケーションを行っており 、②規範を共有し、③ 「われわれJ(w eというメンバーシップ)

の意識をもっている、人々のことである (Andersenand Taylor 2001:117)。あるいは、 「集団

とは相互に接触し、お互いのことを考慮し、かつある意味をもった共通性 (commonality )を

意識しているような多数の人々 (Olmstead1959=1963:13)Jと定義しでも よい。そして、「集

団の本質的特徴は、その成員が共通した何かを有し、かっ共通に所有しているものが少しは重要

であると信じられていることである(向上書)J (3)。

ただし、「共通した何か」を持つと いう点で集団に似ているが、集団とは異なるのが、集合

(aggregate)、カテゴリー、社会的カテゴリ一、オーデイエンス (audience)の概念である。集

合は、一時的に空間を共有するのみで、「われわれ」 ないしメンパーシップの意識を持たない人々

をいう(例、同じ赤信号で止ま った車の運転手達)。カテゴリ ーは、類似の特徴を共有するが、

相互作用がほとんど認められない人々をいう(例、身長170センチ以上の男性、メガネをかけた

大学生)。これらに対して、社会的カテゴリーは、社会生活で意味のある特徴を共有する人々を

いうが、集団に近く、場合によ っては集団に転化すること もある。社会的カテゴリーの例をあげ

れば、若者(年齢カテゴリー)、 トラック運転手 (職業カテゴリー)、大富豪(経済カテゴリ ー)

などである。民族 ・人種や性別は社会的カテゴリーだが、これらの人々が、「われわれ」という

意識を強く持つ場合は、大いにありえることであり 、集団といってもよい場合もある。このよう

に集団と社会的カテゴリーの境は、暖昧であり 、程度の問題である。 オーディエンスは同じテレ
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ピ番組を見ている全国の人々である 。 オーデイエンスは普通の状態では集団ではない

(Andersen and Taylor 2001・90;Henslin 2000・104)。

社会学では、社会を三つの水準に区分する。個人間の関係(=複数個人の社会的つながり)、

集団(=家族から国家までの種々の集団)、全体社会(=全体社会の構成原理や秩序などの大規

模な社会的パターン)の各水準がそれある(表 1)。上記のように定義された集団は、個人間と

全体社会の中間領域に膨大に存在する。

表 1 社会の分析レベル

レベル 要 素 且 イ本 例

個人間
パターン化された相互行為 指導者従属者

役割行動 学生一教授

第 l次集団 友人集団

集 団 組織 大学

集団関係 労働者経営者

社会
大規模な社会的パターン 奴隷制度

コミュニティと社会 共産主義中国

資料 Broom， Selznick， and Broom (1981=1987:6) 

3 内集団と外集団

集団を区別する時に、「おれたちJの集団なのか、「あいつら」の集団なのかは非常に重要であ

る。また、「おれたちjが忠誠心(loyalty)を感じる集団なのか、反目 (antagonism)を感じ

る集団なのかも重要な区別である。社会学では、「おれたち」の集団で、かつ、忠誠心を感じる

集団を内集団(In-Group)、「あいつらjの集団で、かつ、反目を感じる集団を外集団 (Out-

Group) とよんでいる。内集団を正確に定義するのは難しい。しかし、「すべての内集団のメン

バーは同じくらいの本質的意義を付して、われわれという言葉を用いている (Allport1958= 

1961: 29) J。オールポートによれば、サムというごく普通の社会人は、自分の内集団を以下のよ

うに言己主表した。

自分の父親の親戚、自分の母親の親戚、自分が育ってきた家族、自分の妻や子ども、自分の幼

なじみ(今では記憶も薄い)、自分の小、 中学校 (ただ記憶にあるというだけ)、自分の高等学校

(これもただ記憶にあるというだけ)、自分の大学全体 (時々、訪れる)、自分の大学のクラス

(同窓会によって強化される)、自分の現在の教会員(自分が二十歳の時に移ってきた)、自分の

職業(強く組織され、がっちり編成されている)、自分の会社(しかし、とりわけ自分の働いて

いる職場)、「仲間J(多くのレクレーションを一緒に行なう四組の夫婦の集団)、世界大戦の歩兵

中隊の生き残りの面々(だいぶ、ぼんやりしてきた)、自分の生まれた川 (わずかばかりの所属

性)、自分のいま住んいる町(活発な市民精神)、ニュー ・イングランド地方(地域に対する忠誠

心)、アメリカ合衆国(まあ、ほどほどの愛国心)、国際連合 (原則としてはかたく信じているが、

「われわれ」という言葉を使うかどうか彼には明らかでないので、心理的にはピンとこない)、ス
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コットランド系アイルランド人系統(この血統に属する他人には、何となく近親感がある)、共

和党(彼は共和党大統領候補予選会の登録メンバーであるが、それ以上の所属感はほとんどない)

このサムのリストは、勿論、 完壁なものではないが、彼の大方の内集団を示している。ただし、

性(男)や人種(白人)も重要な内集団である。どの内集団が重要かは、時代とともに変化する。

近代化とともに、国家や人種は重要性を増している。それに対して、家族や宗教集団や部族の重

要性は減じていよう (Allport1958=1961:31)。

4 民族的内(外)集団・道徳的錬金術・工スノセン トリズム

内集団、外集団を考える上で、民族的な内集団・ 外集団は格段の注意をヲ|いてきた。「民族的

外集団とは、国籍や人種または宗教の点で、「われわれ自身jとは決定的に異なっていると考え

られるすべての人々からなりたっている。民族的外集団の反対物は、いう までもなく 「共属」し

ている人々の形づくる民族的内集団である (Merton1957=1961:387)J。

民族的外集団のメンバーは、何をしようと内集団のメンバーから非難にさらされる。 この非難

のメカニズムをマ一トンは道徳的錬金術 (moralalchemy) とよんだ。その公式は「同じ行動

でもそれを行なう人によって評価が異なる」あるいは「数々の賛辞と悪罵を巧みに使い分けるこ

とによって、内集団は自己の徳を外集団の悪徳にすりかえる」というものである。たとえば、同

じ行動でも、内集団のエイブ ・リンカーンがした場合と、外集団のエイブ ・コーへン (ユダヤ人

の名前)やエイブ・クロカワ(日本人の名前)がした場合とでは、 評価が全く違う のである。内

集団のエイブ ・リ ンカーンが夜遅くまで働くのは、 勤勉や不屈の意志と評価されるが、外集団の

エイブ ・コーへンやエイブ ・クロカワが夜遅くまで働くと、それは彼らのがむしゃら根性の現れ

であり、不公正なやり方で競争をしていると見なされるのである (Merton1957 = 1961: 389-392)。

さらに、自分たちの民族や国家が世界で最も価値があり、優秀であって、他の社会や集団は、

自分たちとの差異の大きさに比例して、劣るという考え方もしばしば見られる。このよ うな考え

方をエスノセン トリ ズム(巴thnocentrism)という 。エスノセントリズムは「われわれ集団があ

らゆるものの中心であり、他のすべてのことは、それとの関係で計られ、評価されるといったも

のの見方にたいして名づけられた述語であるJ。そして、「おのおのの集団は、自己のフォークウェ

イズを唯一の正しいものと思い、 そして、も し、他の集団が他のフ ォークウェイズをも っている

ことに気づいたと きには、それはその さげすみの感情を起こさせるのである (Sumner1906 

1975:21)J。たとえば、 「異教徒」や 「豚を食う連中」 などの表現がそれである。

かつてのハワイの日系社会では、「豚を食べる」沖縄出身の人々を差別していたという (2003

年ホノルルでの聞取り調査から)。ユダヤ人たちは、全人類をかれら自身 (=選民)と異教徒に

分けた。ギリシャ人やローマ人は、自分たちの仲間以外は、「野蛮人」 とよんだ。アラ ビア人や

中国人も自分自身を最も高貴な民族と考えた。またみずからの民族を「人間」とよぶ例は珍し く

ない(本多2001: 42)。言い換えれば、 他民族は 「人間 (men)J以外の何者かであるとの理解も

あり得る (Sumner1906:1975:23) 14)。かつてのアメリカの白人社会は、 「生きているインデイア

ンで善良な者はいない」と考えていた (Kroeber1961=1991:90)。これらはすべて、エス ノセ

ントリ ズムの実例である。

エスノセントリ ズムは、内集団の連帯を高めるが、集団問、文化聞の相互理解を阻害し、場合

によ ってはジ、エノサイドを生むことすらある。エスノセン トリ ズムとは、異文化への無知や偏見
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であり、自文化への盲信ないし極端な忠誠心でもある。

5 準拠集団・社会的距離

「おれたち」の集団で、かつ、忠誠心を感じる集団を内集団、「あいつら」の集団で、かつ、

反目を感じる集団を外集団とよんだ。しかし、われわれは 「あいつら」の集団(=非所属集団)

に忠誠心を抱くこともあるし、「おれたち」の集団(=所属集団)に反目を感じることもある。

たとえば、ある日系アメリカ人二世の自伝に、次の苦悩に満ちた告白がある。「ぼくは自分の

中にいる日本人を殺そうと、ひたすら白人の世界に入り込もうとした。長年にわたって、これは

うまくいった。白人社会で成功することができたし、受け入れられもした。時にはあまりにも白

人になった気でいて、鏡を見て、向こうから日本人が脱み返しているので驚くほどだ、った(Oishi 

1988= 1989: 245) J。ここにあるのは、白人の世界という非所属集団に入りたいという願望による、

「おれたち」の集団(つまり、所属集団である日本人)の否認、つまり自己嫌悪である。

このような状況を説明するために、準拠集団 (referencegroup) という概念は有益である 。

準拠集団とは「何がよいか悪いか、何が優れているかいないかを決める際、私たちがその規範や

価値を利用する集団のことである(Goode1977 = 1982: 253) J。あるいは、「人が自分の志望、判

断、噌好、さらにはもっとも内奥の道徳的ないし社会的価値までをも、それに基づいて方向づけ

るような、社会集合である (Nisbet1970=1977:248)J。

準拠集団は普通、所属集団と一致する。たとえば、自分の民族を自分の準拠集団とすることは

非常に多い。しかし、私たちは時に、自分が所属していない集団を自分の準拠集団にすることが

ある。上に紹介した日系アメリカ人二世は「白人の世界」を準拠集団にしているが、勿論、彼は

白人ではない。 このように考えると、準拠集団には二つのパターンがある。 所属集団が準拠集団

になる場合と、「個人が包含されたいと願っている非所属集団Jが準拠集団になる場合が、それ

である (Allport1958=1961:34)。

では、 「どんな条件の場合に自分らの所属する集団が、 ・・・ 準拠枠と してとられるのか、ま

たどんな条件の場合に外集固または非所属集団が、重要な準拠枠となるのか(Merton1957= 

1961:214)J。これは準拠集団論の重要テーマである。人が所属集団の与える基準で行動するとい

うのは確かで、ある。これは準拠集団論以前にも問題にされてきた。これに対して、 準拠集団論が

提起した新しい問題は、人は非所属集団をいかにして準拠集団にするかという課題である。この

課題は、充分に解明されているとは言い難い。しかし、総じて言えば、準拠集団として選ばれる

集団は地位の高い集団である。このことを示すのが、米国で実施されたボダーガスによる社会的

距離に関する調査研究である。社会的距離とは、ある民族が他の民族に対しでもつ親密さや理解

の程度を意味する (Park1950:256-260) 

ボダーガスの調査は、下記のどの段階なら色々の民族集団を受け入れてよいかを尋ねたもので

ある。①結婚によって密接な親類関係を結んでよい。②個人的な親友として私のクラブに入れて

よい。③隣人づきあいをしてよい。④私と同じ職についてよい。⑤私の国の市民になってよい。

⑤私の国への訪問者と してだけならよい。⑦私の固から排斥したい。

調査の結果、「結婚によって親類関係になってよい」と答えられた比率は、イギリス人93.7%、

カナダ人86.9%で、これらの両民族は最小の社会的距離をもっていた。これに対して、日本人

2.3%、フィリピン人1.6%、トルコ人・黒人1.4%、中国人・インド人・朝鮮人1.1%で、これら

の民族が最大の社会的距離をもっていた(清水 1958・192)。この社会的距離の調査結果でも っと
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も興味深いのは、収入、地域、教育程度、職業、民族集団に関わらず、回答パターンがほぼ同 じ

ということである。「この結果からみて、民族的少数者集団のメンバーも、優位な多数者集団と

同じ仕方で自分の態度を形成する傾向があると結論せざるを得ない、 言い換えれば、優位な多数

者集団は少数者集団のメンバーにとって準拠集団なのである (Allport1958= 1961: 36) J。
以上、 高い地位の優位な集団が準拠集団に選ばれやすいことを見た。この知見は相当、古いも

のである (調査結果は1928年刊行)。しかし、今日でも大筋は変わっていないだろう 。ただ し、

時には逆のパターンがあるのかもしれない。優位な集団の一部が、社会的マイノリテイに準拠集

団をおくのである (Goode1977=1982:255) (5)。

6 大きな集団と小さな集団

さて次に重要な区別は、大きな集団と小さな集団の区別である。集団の規模(=人数)は集団

の形成の仕方や集団メンバーの意識や行動に大きな違いをもたらす。この 「大きな集団と小さな

集団J(集団の量的規定)という問題は、ドイ ツの社会学者ジンメルによって提起された。ジン

メルによれば、 小集団はそこでしか持ちえない独特な性質を持ち、大集団は自らを維持するため

に、小集団には必要なかった種々の形式や機関を発達させる。ここではまず、 二人集団と三人

(以上)集団についての考察から見ていこう 。

二人集団 (dyad)には、夫婦、友人、恋愛などが含まれる。二人集団は親密性をも っとも強

く感じる集団であり 、人間にとって非常に重要で、ある。 人間は二人集団から離脱した時に、も っ

とも強く 「孤独J(=親密で満足できる二人関係からの離脱の場合)や「自由J(=息苦しい二人

集団からの離脱の場合)を感じる。

二人集団の特色は、「二人のそれぞれは、まさしくたんに互いに他者とのみ向かい合い、 彼ら

をこえた集合体と向かい合っているのではないjという点にある。ここから、二人集団のメンバー

には、 三人以上の集団には見る ことの出来ない深い親密性が生じる。眼差しゃジェスチャーなど

の微細なコミュニケーシ ョンが生まれるのも二人集団において顕著である。 したがって二人集団

において、愛情、 理解、 信頼、献身などの感情がも っとも高まるのである。しかし同じ理由から、

憎悪、嫉妬、不信、裏切られたという感情なども現れる。

また、 二人集団は一方の成員の離脱で死滅 (消滅)する集団でもある。これは三人以上の集団

との大きなちがいである。三人以上の集団は原理的には不死であり、一人が欠けても集団は存続

しえる。ここから二人集団には「終罵の表象jや「危険にさらされてかけがえがないという音調」

がつき まとい、終罵や悲哀の感情が生み出される。これについては、ジンメルが紹介する 「こわ

れた皿の結社」の逸話を是非、参照して欲しい (Simmel1908: 1994: 95-96)。

二人集団は個人的、直接的な団結で成り立っているという小集団の特性をあますところな く示

す。この特徴の故に、小集団でのみ社会主義的な秩序は可能で、あった(大集団での社会主義は常

に挫折してきた)。また、小集団でのみ厳格な宗教教団も可能で、あった。さらに貴族的な団体は

小集団でしか成り立たないし、小さな党派において急進主義はよ り一般にみることができる。こ

れに対して、 「大きな圏は、 小さな圏に固有の個人的かっ直接的な団結の代償を、 その独特の構

成によ って作り出す」。この目的のために生じたのが役職と代表であ り、集団の法規と象徴であ

り、組織の一般概念である。すなわち、「人間と人間との関係は、小さな圏の生活原理をな し、

客観的 ・抽象的な規範のもつ冷淡には耐え得ない。ところが大きな圏は、この規範がなければ存

続できないJのである (Simmel1908:1994:67-68) (6)。
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7 第一次集団の意昧

小集団の研究はジンメルの論考に始まるが、もう一つ重要な淵源がある。アメリカの社会学者

クーリーによる第一次集団 (primarygrou p) と第二次集団 (secondarygroup)のアイデアが

それである。クーリーは第二次集団という用語は使っていないが、彼が考えていたことを示す適

切な用語として、今日では広く採用されているので、ここでも第二次集団という言葉を使うこと

にする。

ほほ同様の区別を、ドイツの社会学者テンニースはゲマインシャフトとゲゼルシャフトとよん

だが、社会集団には二つのタイプがある。小規模で親密な集団と大規模でインパーソナルな集団

がそれである。ここで小規模とは何人で、大規模とは何人のことをいうのかといえば、明確な基

準があるわけではない。ただし、「親密」な集団を形成するには、成員数には上限があるだろ

う(7)。逆にいえば、前節末のジンメルの引用にあるように、ある人数以下の小集団は成員の親密

性の故に、「客観的・抽象的な規範のもつ冷淡J(つまりインパーソナルな規則)には耐え得ない。

では第一次集団とはどのように定義されるのか。クーリーの古典的定義によれば、以下のよう

である。「私が意味する第一次集団とは、親密で、対面的な結合と協力によって特徴づけられた集

団である。それらはいくつかの意味において第一次的であるが、主として個人の社会性と理想を

形成する上で基本的であるという点において第一次的である。親密な結びつきの結果、心理学的

には、諸個人が一つの共通した全体に何らかの形で融合するにいたるのである、したがって、個

人の自我そのものが、少なくともその多くの目的に関して、集団の共同生活や共同目標に一致し

たものなる。このような全体をもっとも簡単に表現すれば、それは一種のwe (われわれ)とい

うことになろう 。そこには一種の同情と相互同一視とが含まれており、それは「われわれ」とよ

ぶのがふさわしい (Cooley1909=1970:24)J。

クーリーの定義より、第一次集団とは、親密で対面的、個人の全体への融合、われわれ意識、

同情と相互同一視といった特徴をもっ集団であること分かる。クーリーは家族、子ども達の遊び

仲間 (play-group)、近隣 (neighborhood)、大人たちの地域集団 (communitygroup) を第一

次集団の例にあげている。クーリーによれば第一次集団においてこそ、個人の社会性や理想が形

成されるとし寸 。たとえば、「親密な結びつきは貧欲をしずめる力をもっ。ふつうの人は自分の

家族や親しい友人に対して食欲になることはめったにありえないだろう(向上書:35)J 。愛、自

由、正義などの観念は、家族や遊戯集団から得られたものなのである。

8 第一次集団と第二次集団の対比

クーリーの考察に示唆されて、第一次集団と第二次集団を対比したのがデーピスである。デー

ピスは表2を示して、両者の違いを体系的に示している。まず、第一次集団は、①成員が空間的

に近接していること(空間的近接性)、②少人数であること(小規模性)、③結びつきが長期に継

続すること(持続性)、という三つの物理的条件のもとで発生しやすい。これに対して、第二次

集団は逆で、④空間的遠距離性、⑤大規模性、⑤結びつきの短期性、という条件のもとで発生し

やすい。この両集団を生み出す条件の違いは、大学のゼミと大講義室の授業をくらべてみれば分

かりやすいだろう 。ゼミでの付き合いは、①①①の条件の故に、親密で深い関係が生み出され得

る。これに対して大講義室では、④⑤⑥の条件の故に、親密な関係は生まれにくい。大講義室で
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の学生と教師との関係は、端的にいえば、学籍番号 (や試験の答案)と教師の関係にすぎないが、

ゼミではそうではないだろう 。

では第一次集団と第二次集団で人間関係はどのように異なるのか。第一次集団での人間関係は、

第一次的関係とよばれる以下の特徴をもっ (Davis1948=1985:13-44)。

A.目的の共同性 ・・-第一次関係では、自分の目的として、他者と共通の目的を求める。ま

た自分の目的が他者の幸福を追求することである場合もある。子どもの幸せを望む親、教え子の

成長を喜ぶ教師、自分の将来を心配して忠告して くれる友人などがそれで、ある。車の買い替えを

勧めるセールスマンと顧客の関係(第二次関係)には、このような性質は見られない。セールス

マンは高く売りたい、顧客は安く買いたいのである。

B.関係の自己目的性・ ・・第一次関係では、関係は手段ではなく、それ自体が目的である。

たとえば、友情はそれ自体が目的であり、物を売りつけるための友情 (手段としての友情)は、

友情とはよばない。

C.関係の個人的性格 ・・・ 第一次関係は、特定の個人と特定の個人との関係であり、特定の

人が去れば、その関係は消滅する。恋人同士の関係(ロミオとジュリエット)がその例である。

車はAさんから買ってもよいし、 Bさんから買ってもよい。しかし、ロミオとジュリエットの関

係は、他の人間に置き換え不可能な性質(パーソナルな|生質)をもっ。

D.関係の包括性 ・・ ・第一次関係は、全人格と全人格の総体的関係である。言い換えれば、

人格のー側面や一活動と取り結ぶ関係(車のセールスマンと顧客)ではない。

E.関係の自発性 ・・・ 第一次関係は、完全に自発的である。「自発的」に結ぶ関係に契約も

あるが、これは目的のための手段であって、第二次関係である。しかも契約の履行は強制される。

これに対して、ただ結びつきたいという理由のみで結びついている友人は、完全に自発的な関係

で、第一次関係の典型である。

第一次関係、第二次関係とほぼ同義の概念に共同的社会関係 (Vergemeinschaftung)と利益

表 2 一次的および二次的関係

物理的条件 社会的 特徴 関係の例 集団の例

空間的近接性
目的の共同性

友人(関係) 遊び集団
関係の内在的評価

、欠 少数(小規模)
他人の内在的評価 夫婦(関係) 家族

他人についての全人格的知識 親子(関係) 村落又は近隣

的 長期存続 自由と自発性の感じ 仕事のための小

インフ ォーマルな統制の実施
師弟(関係)

集団

目的の不一致 社員一顧客 国 家

空間的近接性 関係の外在的評価 アナウンサー 事務のための

次
他人の外在的評価 聴取者 階層組織

多数(大規模) 他人についての部分的 ・限定的知識 演技者一観客 Aで￥F， iZL Z 

的 短期存続 外的拘束の感じ 役員一部下 会社法人

フォーマルな統制の実施 著者一読者

資料:Davis (1948=1985) 
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的社会関係(Vergesellschaftung )がある(ウェーノてー 1972:66-70)。メンバーの主観的一体感に

基づくのが共同的社会関係であり、利害の均衡や一致によるのが利益的社会関係である。前者の

典型は家族や民族共同体や恋愛関係、後者の典型は契約である。

9 第二次集団・組織

第二次集団は第一次集団の特徴をひっくり返したものである。第二次集団での人間関係 (=第

二次関係)は、 目的は不一致的であり、自己目的的でなく(手段的)、個人的性格を持たず (イ

ンパーソナル)、 包括的でもない(一面的-皮相的である)。 第二次関係の典型は契約関係である。

契約の当事者は、自らの目的にのみ関心を持つ。また、当事者が何を、どのような条件でなすべ

きか、すべて契約条項に記載されており 、それ以外の配慮は不必要で、ある。契約は当事者それぞ

れの目的のための、合理的な手段なのであり 、契約自体が目的ではない。これに対して、第一次

関係の典型は、ただ結びつきたいが故に結びついている友人である。友人関係は手段でないし、

自らの目的のみに関心をもつわけでもない。

ところで第二次集団の多くは組織とよばれる集団である (表 2の具体例参照)。 組織

(organiza tion)とは、 「特定の目的を達成するために諸個人の活動を統整するシステム (塩原

1981・12)Jとか、 「意識的に調整された人間の活動や諸力の体系 (Barnard1938:=1968:75)J 

と定義される。このように定義すると、「一人が号令をかけて一緒に石を押している二人の個人

(塩原 1981:12) Jも組織ということになる。その意味では、組織は太古の昔からわれわれの生活

に不可欠の集団であった。

しかし、社会学で組織という時に主に想起されるのは、企業や官庁や政党や学校や労働組合や

大規模病院などであり、 公式組織 (formalorganization)とよばれるものである。公式組織は、

①特定の機能を達成することを目的とした機能集団であり(機能集団)、②その集団の内部に制

度化された分業関係および制度化された支配関係を持つ(分業・支配関係の制度化)(富永 1996:

126-129 )。また、③明確な規則をもっており、それは通常は、規則集のような形で明文化されて

おり 、それによってすべてのことがらが実施され(規則の存在)、④ひとたび組織が結成されれ

ば、それは独立した存在になる(独立性)、という特徴をもっ (Goode1977 = 1982・295-297)。

これらの特徴の内で特に重要なのは③である。組織の創始者や管理者ですら規則に従っており、

規則(集)を持たない公式組織はあり得ない。またその規則の中には、通常、①や②の事項も書

き込まれている。さらに④も非常に重要で、組織の存続は創始者の生命よりも長く続くことはよ

くある。組織は独立した存在で、それ自体の資産や人材や会計や理念や歴史を持つ。

10 第一次集団・組織・官僚制

組織は過去のどの社会よりも今日において隆盛をきわめている。組織の多くは近代化以降に発

生したものであり 、太古からの歴史を持つ古い集団ではない。組織を最初に学問的な問題として

取り上げたのは、ウェーパーである (Pughand Hickson 2000 = 2003: 7)。

ウェーパーは官僚制 (Bur回 ucracy)という用語を用いたが、ブラウ (1958:10)の整理にし

たがえば、それは次の四つの基本的特徴をもっ。

① 「組織のために必要な正規の活動は、 一定の職務として配分されるJ(専門化)。

② 「職務機関の組織はヒエラルヒーの原理にしたがう 。すなわち、各下級機関は上級機関の統

制と監督のもとにおかれるJ(権限のヒエラルヒー)。
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③「運用は抽象的な規則の・ ・・個々の事例への適用という形をとるJ(規則の体系)。

④ 「理念型としての職員は、 ・・ ・形式主義的な非情性という精神において、すなわち憎しみ

も愛もなく 、かくて愛着も熱意もなしにその職務を行なうJ(非情性)。

これに加えて、以下の 5項目も官僚制の特色として重要である。⑤「官僚制組織の身分採用は

専門的な資格に基づいておこなわれ、恐意的な解職から保護されているJ@i職員は有給で専任

である」⑦「職員の組織内での業務遂行と組織外での生活とは分離されている」③「組織の成員

は誰でも、自分が仕事で使用する物的資源を私有することはない」 ①「官僚制は純技術的な観点

からは高度の能率に達するということが、一般的な傾向と して経験によりしめされている」つま

り、「完成した官僚制的な機構とそうでない組織とを比較すると、まさに機械的生産様式と非機

械的生産様式とを比較するようなものであるJ(印刷 1956=1958:21-28; Giddens 1989=1992: 

291)。

ウェーパーの描いた官僚制は純粋型であり 、このよ うな組織がそのまま存在するわけで‘はない。

同じように先の第二次集団も純粋型であり、そのような集団がそのままの形で存在するわけでは

ない。これらの組織は規則で動くが、組織のメンバーが規則を支持するには、正義や公正や正直

や礼儀や愛情や親切などの感情的基盤が必要で、ある。このような感情的基盤は「規則」や 「契約j

のみから生み出されない。規則を破ることにまったくためらいを感じない人間に組織の規則を順

守させるのは、おそらく不可能で、ある。

この感情的基盤は第一次集団や第一次関係に基盤を持つものであり 、そこにおいて更新され強

化されるものである。「われわれがこれまで社会制度に適用し続けてきた愛、自由、正義などの

観念はどこから得たものなのだろうか。それはたしかに抽象的な哲学からでなく、家族や遊戯集

団といった、単純な広範にみられる形態の社会における実際の生活からなのである (Cooley

1909= 1970: 32) J。さらに組織はメンバーからの貢献や忠誠や愛着や一体感などの感情も必要と

する。これらの感情も規則や契約やインパーソナルな統制のみから生み出されるわけで、はない。

ここにおいても第一次集団は重要で、ある。

つまり第二次集団(公式組織や官僚制)を維持するには、第二次集団のみでは完結できない。

このことを明確に指摘した論者にデーピスがいる。彼の卓抜な表現をヲ|いてお く。 「忠誠と か一

体化という態度は自動的に生じる ものではない。それは個人相互のコミュニケーション、特に親

密で個人的な関係を通して生まれるようなコミュニケーションの結果として生じる。このよう な

理由によ って、第一次集団は大きな第二次集団の存在にと って不可欠なものである。個人がその

発達段階において、みずからを他人と同一視して他人の態度を受け継ぐのは、第一次集団におい

てである。第一次集団において、個人は、愛情、自由、正義、作法など、後に第二次集団におい

て発露される情緒を修得する。 ・・・・このよう な第一次集団がなければ、大きな第二次集団は

根のない樹木のようなもので、みずからの重みで倒れるであろう (Davis1948= 1985: 38-39) J。

11 集団の発見、集団の機能 ・逆機能

カッツとラザースフェルト(1965)によって、「第一次集団の発見」とよばれた、一連の研究

がある。マスコミ や工場や都市や軍隊の研究で期せずして、第一次集団を発見したのである。そ

して 「発見されたのは、 ただ単に第一次集団が存在しているという事実なのではない。

一次集団が大量生産や戦闘意欲や階級的地位や社会移動やコミュニケーシ ョン行動に対して ・.
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関連をもっているという事実である(前掲:30) J。

たとえば、アメリカ兵の研究では、戦友を危険から守ろうという気持ちゃ所属中隊への忠誠心

などの第一次集団(一次関係)と結びついた観念が戦闘意欲を支えていた。敵に対する憎しみや

政治的 ・イデオロギー的な戦争目的や上官からの公的命令や軍規上の強制などよりも、第一次集

団によって引き起こされる動機の方が重要であった。また、マスコミの影響力の研究からは、

「コミュニケーションの 2段の流れ」 という仮説が提起された。「いろいろな観念はラジオや印刷

物からオピニオン ・リ ーダーに流れ、そして彼らから活動性のもっと少ない人々に流れてゆくこ

とが多い(前掲:2l)Jのである。したがって、マスメディアからの刺激と人々の意志決定の聞

には、媒介要因としての“人々"がいる。

このように現代社会においても第一次集団の意味は大きい。リトワークらによれば、第一次集

団(家族、親族、近隣、友人)と非第一次集団(官僚制的組織)には表3に示したような機能の

分化がある。一次集団は成員の発達(知的 ・情緒的)の場を提供し、親密さと情緒的反応の機会

を提供することで、個人の精神生活で重要な役割を演ずる。

表 3 第一次集団と官僚制(非第一次集団)の課題遂行のレベル

局 面 核家族 親族 近 隣 友人
非第一次集団

(官僚制など)

対面接触 高 f正 高 f正 極低

関係永続性 高 高 イ正 中 極低

機能多面性 高 中 中 中 極低

情 緒 性 高 中 中 高 極低

イ回 日リ ↑生 高 中 中 中 極低

人的資 源 f正 高 高 高 極高

資料 :Litwak and Szelenyi(1969) 

しかし、他方で集団の逆機能 も指摘される 。集団は個人を抑制し、窒息させる場合もある

(Olmstead 1959 = 1963: 53-59)。この逆機能の実験的再現が、アッシユの集団圧力実験(人間の

判断は集団圧力に屈するものだ)やミルグラムのアイヒマン実験(人間は命令されれば、残忍な

行為も行なうものだ)である (Asch 1951;Milgram 1965;1974)。

ジンメルは 「集団への包摂は、しばしば個人にとっては実際の人格価値の低下を必然的ともな

う」と主張した。このような事態は群衆の中の個人に見られるが、それのみとは限らない。「共

同社会の真の利益もしくは表向きの利益が、個人としては責任を負おうとはしない行為をする権

利を彼に与え、あるいはそれを義務づける」からである。

したがって、 「経済的な結合がきわめて恥知らずな利己主義を要求し、官僚界がはなはだしい

権利濫用を許し、政治団体および学術団体が個人の権利に対して憎むべき抑圧を行なう 。一一一

これらは個人にとっては、彼が人格として責任を負うべき場合にはとうてい不可能で、あろうし、

あるいは少なくとも彼を思わず赤面させるであろう 。しかし彼は団体の成員としてなら、このす

べてをまったく良心に恥じることなく行なう 。何故なら団体成員としての彼は匿名であり、しか

も総体によって庇護されていると感じ、それどころかいわば隠蔽されているとさえ感じ、さらに



80 広島県立大学論集 第10巻 第l号

少なくとも形式的には総体の利益を代表していると思うからである (Simmel1908: 1994: 105 

-106) J。ジンメルの警告は現代でも有効で、ある 18)。

[注]

1 )これらの点は、 山本 (2006)参照。本稿は独立した論稿だが、山本 (2006)の後に続くもの

である。

2 )これらの点も、 山本 (2006)参照。

3 )集団の定義をもう 一つ紹介しておく 。こち らの定義も明断であ り、集団の概念を理解するに

は有益で、ある。「社会集団とは、複数の行為者間に持続的な相互行為の累積があることに よっ

て成員と非成員との境界がはっきり識別されてお り、また内と外とを区別する共属感情が共有

されているような、行為者の集まりをさします (富永 1996・69)J。

4 )この問題は非常に微妙で、難しい。たとえば、アイヌ民族のアイヌは 「人間jという意味だが、

和人としての日本人は 「シサムJ(隣人)とよばれる。しかし、「シャモ」という 言葉もあり 、

これには軽蔑の意味が込められるこ とが多い (本多 2001・45;350)。

5) rたと えば、今日の多くの文芸作家は社会学の研究者と 同様、社会の犠牲者や敗残者、不利

な立場におかれた人たちの擁護者であろうとしている。同じ職業の相当な地位にある人々の尊

敬を得るよりは、むしろそう した人々の尊敬を得ることを望んで、いるのである (Goode1977 = 

1982:255)J。
6 )本節のジンメル小集団論の理解には、 Nisbet(1970=1977)第 5章に負う部分がある。

7 )小集団とは何人く らいの集団をいうのか。これを厳密に決めることは勿論できないが、およ

そ20人が上限、2人が下限だろうという説がある。また、小集団のもっとも適切なサイズは7

人であるとも言われる (Olmstead 1959 = 1963・13)。アッシュの実験では、集団圧力を個人に

効果的に及ぼすにはサクラは3人で充分で、あ り、4人、 8人、それ以上と増やしても効果は変

わらなかった (Asch1951=1959=1987)。

8 )本稿執筆の時点では、 「ヒユーザー」のマンション耐震強度偽装問題や 「ライブ ドアー」の

株価つりあげ工作(虚偽の企業買収情報の公表など、証券取引法違反の疑い)や防衛施設庁の

官製談合事件が大きく報道されている。企業や官庁などの組織犯罪や不正行為は、 ジンメルの

警告の正 しさを例示するも のである。
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[自習のための文献案内]

集団や組織を学ぶには、単行本はとほしいが、社会学の多くのテキストで集団や組織にふれた

章があり 、その中にはよいものが多い。①の第5章「社会集合Jは集団論のアウトラインを学ぶ

には好適。②の第6章「社会集団」、第7章 「フォーマルな組織」も非常によい。③④は定評ある

テキス トブッ ク。絶版なのが残念だが、古書店や図書館で入手して読んで欲しい。⑤の第 9章

「集団と組織Jは本稿では触れられなかった、収容施設型組織や日本の企業組織な どについての

論及も含み有益。
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