
はじめに

ソヴェト連邦が崩壊し、この地上から姿を消し去ってから、早くも二十年近くの歳月が流

れた。もう、若い世代のなかには、前の世紀にソ連という一方の超大国と称された国家が

あったことを明確に知らない人たちも増えているのではないだろうか。しかし、ソ連が、現

代史において果たした大きな役割であるとか、その政治・経済や社会構造の実態は如何なる

ものであったのか、どのような要因が滅亡に結びついて行ったのか、など解明されなければ

ならない課題はまだまだ残っているように思われる。

さて、 パーソンズについては、彼が二十世紀の中葉を代表する理論社会学者の一人で

あったと見ることに異論はないであろう。けれども、と同時にパーソンズは、社会的な現実

に対する関心も強く持っており、社会問題に関する論稿を数多く残している。このことを高

く評価する ロシェは、パーソンズの経験的な諸論文を、十二のテーマに分けて解説して

いる ）。そこには、ロシェも指摘している通り、パーソンズの現代社会への考察の多様さ

と、それらが理論構成と緊密な関係性を有しながら書かれていたという事実を認めることが

できる。さらに、パーソンズは、行動的な研究者であり、学問の自由や大学自治の擁護とい

う点ばかりでなく、二十世紀の政治的な問題に対しても発言し、行動する機会が度々あった

ことも忘れてはならない。そこから、 ゲアハルトのように、パーソンズの学問的な営為

が政治活動と深い関わりを通してなされていたと考えることで、パーソンズの主要著作に見

られる研究の展開を民主主義をめぐる現代政治との関連から つのシナリオを設定してパー
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ソンズ伝の章編成を試みるという研究者も現れたのである ）。

こうした時、かつては誰かの政治的なスタンスを知ろうとした場合には、ソ連への態度を

見ることが つのヒントになっていたように考えられる。例えば、清水幾太郎は、 年代

に戦後日本の平和運動をリードする進歩的文化人の第一人者のように活躍していた頃には国

交回復前のソ連に招かれ、ロシア人が心から平和を望んでいることを知ったと語り、社会主

義社会とは戦争で得する人がいない平和勢力だ、と極めて親和的に述べていた ）。しかし、

彼が、 年前後から急速に 右旋回 すると、ソ連の無限膨張政策が明かになったとして脅

威や敵意を声高に叫ぶようになり、ソ連に対抗するために日本は核武装を含む大幅な軍備の

増強を必要とする、といった主張を行った事例があるからである ）。これについては、この

間にソ連が変わったからと言うよりも、清水の考え方が変わったことに伴って見解に大きな

変化が生じたと見る方が自然であろう。

そこで、本稿では、パーソンズのソヴェト社会論を取り上げ、その社会学的な研究を通じ

て、彼の政治的な思想の一端を考察することにしたい。

．パーソンズとソ連との関わり

年に生まれて、 年に亡くなったパーソンズの生涯は、文字通り二十世紀の開始直後

からの 世紀の間に渡るということになる。この時代における世界史的な出来事として

は、何より二度の世界大戦を挙げることができるであろう。そして、 年に人類初のプロレ

タリア革命とされるロシア革命が起こったことも重要な事項の つになるのかも知れない。

後年の記述であるが、パーソンズは ロシア革命と共産党に支配された最初の社会主義国家

の出現は、私の学部時代以来の思想にとってきわめて重大なものであった と回想しており
）、少年から青年になりつつあったパーソンズにとって、ロシア革命が強い衝撃を与えたと

の記憶を明らかにしている。それでは、パーソンズは、これに対して、どのように反応した

のであろうか。高城和義は、 年にアマースト大学の学生になったパーソンズに関して、勉

学に励むとともに、ロシア革命の成功とイギリス労働党の拡大を熱烈に支持していた 産業

民主主義同盟（ ） という社会主義者の学生組織に加わっ

て大学内でリーダーの一人として活動していた、と述べている ）。すなわち、若き日のパー

ソンズは、ロシア革命に共感し、資本主義の弊害を見過ごせないとする社会主義者であり、

また当時のアマースト大学の学長人事に現れた大人社会の在り方にも抗議を行った強い正義

感を持った学生であったのである。この事実は、民主党と共和党による二大政党制が確立し

ていて、社会主義勢力が非常に微弱な存在にしか過ぎないアメリカの政治風土において──
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二十世紀初めは現在よりはやや活発であったが──注目するべきことだと感じられる。

こうして、多感な学生時代を過ごしたパーソンズは、卒業後の 年から二年間に渡って

イギリスとドイツに留学し、 年に帰国すると母校のアマースト大学の経済学講師となって

学者としての人生を歩み始める。次いで、翌 年には、ハーヴァード大学の経済学講師に転

じ、 年に社会学講師に移ったものの、 年に助教授に昇格するまで十年近くもの期間を講

師という低く、不安定な地位に留め置かれていた。これは、後年のパーソンズの名声からす

れば、信じられないぐらいであるが、そこには社会学の主任教授であったロシア出身の

ソローキンとの確執があったからではないか、と考えられている ）。このソローキン

は、早くからロシアの革命運動のために活躍し、 年の三月革命後に成立したケレンスキー

内閣の閣僚にもなった指導的な知識人として知られていた。さらに、 月のプロレタリア革

命（十一月革命）にも参加したのであるが、 レーニンのプロレタリア独裁を強行する路

線に反対したために、逮捕され、死刑を宣告されたほどであった。これには、特赦が受けら

れたものの、もはやソ連では社会学が否定されたと見て 年にアメリカに亡命し、 年から

ハーヴァード大学に迎えられたという波瀾に富んだ過去を歩んで来た人物であった。当然

に、ソローキンは、その体験から暴力革命とかソ連の共産主義には否定的であり、ソローキ

ンの （ ）を部分訳した鷲山丈司によれば マルクシズ

ムに対する無視もしくは低評価、更にナチズムとコミュニズムを同一水準に論ずるという態

度になってくる と述べられている ）。もちろん、ソローキンとパーソンズの両者の関係に

は、年齢や経歴の違いが余りにも大きかったし、性格的なところとか社会学に対する考え方

の相違もあったのであろう。それらに加え、ロシア革命をめぐっての思想的な問題も絡んで

いたのかも知れないように思われる。

かかるパーソンズの不遇な時期も、

（ ）のような

大きな業績が発表されるに及んで解消されて行った。パーソンズは、 年に準教授になっ

てテニュアを獲得し、 年には教授に昇格して社会学科長に就任することで揺るぎない地位

を得たのである。そして、第二次世界大戦中には、パーソンズがハーヴァード大学に設けら

れた外国統治学校で敵国である日本やドイツの社会構造とか社会心理などを講義したことは

高城によって紹介されている通りである ）。ところが、 年に大戦が終わる前後になると、

反ファシズム戦争のために連合していたアメリカとソ連が、戦後の世界戦略をめぐって対立

するようになる。すなわち、 年頃からの米ソ冷戦の始まりであり、今度はソ連が新しい仮

想敵国として大きく浮上して来た。ところが、この激しい動きのなかで、高城によれば ア

メリカでは、ソ連社会について、まったくといっていいほど知識がないことに気づかされ…

ソ連研究の必要性が、緊急の課題として自覚されるにいたる といった状況が生まれ、そこ

で 年にカーネギー財団の支援を受けてハーヴァード大学に多くの研究者が参加し、 ロシ
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ア研究センター（ ） が発足する運びになった。パーソンズは、こ

のロシア研究センターの設立についての相談に乗ったり、人事に関する意見を述べ、発足後

には執行委員に就任していたということで ）、これは彼がソ連研究の必要性を強く認めてい

た事実をうかがわせる実例だと言えるであろう。

その上に、パーソンズは、 年に冷戦の進行と共に東西の分断が決定的となって厳しい

緊張状態にあったドイツを訪れ、ここでスターリン体制から逃れて来た少なからぬ数の亡命

ロシア人のなかの重要人物に接触したりしている。この行動は、ロシア研究センターのため

に、これらの亡命ロシア人を招致し、彼らからソ連についての生の情報や資料を得ようとし

た試みであった、とされている ）。高城は アメリカにおける本格的なソ連研究の初期段階

にパーソンズが推進力のひとりになったことを、記憶にとどめておきたい と述べているが ）、

パーソンズが当時の米ソ冷戦という時代において示していた積極的な行動に驚かざるを得ない。

さて、 年からハーヴァード大学に留学した辻村明は、 インケルスをキャップとす

る ソ連亡命者面接調査（ ） の膨大な記録を閲覧したり、古い

プラウダ の記事を記録している研究者の姿を見たことで、 ソ連研究の姿勢のようなも

のを教えられた と言い ）、パーソンズたちが手掛けたロシア研究センターの成果を高く評

価している。確かに、インケルスと バァウアーが、ソ連亡命者からのインタヴューを

もとに著した （ ）を参照すると、ス

ターリン体制下にあったソヴェト国民の社会生活が詳細に描かれ、分析されていることが分

かる ）。さらに、このインケルスとは、パーソンズが編集した

（ ）に執筆者の一人として参加していたし、一方では

インケルスが監修した にパーソンズが で取

り上げるで二点の著書を書いているというように、パーソンズと近い関係にあったソ連社会

や国民性の比較研究などで知られる社会学者・社会心理学者である。ここにも、ソ連研究を

通じての、強い人的なつながりがあったものと想像される。

このように、パーソンズは、アメリカにおけるソ連研究の開始に深く関わっていたのであ

るが、自分の手による具体的な研究成果は発表していない。ただ、社会体系の構造と変動や

社会進化論のなかでソ連を例示的に取り上げるに留まっている。そこで、本稿では、これら

の部分的な材料のなかから、パーソンズのソ連社会に対する考察を検討することにしたい。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）高城 前掲書 頁
）高城 前掲書 頁
）高城 前掲書 頁
）辻村明 訳者あとがき （ インケルス著 辻村明訳 社会学とは何か 至誠堂 年 所収
頁）
） （生田正輝訳
ソヴェトの市民─全体主義社会における日常生活─ 慶應義塾大学法学研究会 年）



パーソンズとソヴェト社会論（木村）

．ロシア革命による社会変動

パーソンズの主著の つである （ ）の第十一章は、 社会体系の

変動過程 と題され、社会体系がどのような条件のなかで変動して行くかが論じられてい

る。ここには、 つの例が挙げられていて、その二がナチスによる政権奪取を扱った カリ

スマ革命運動の高揚 であり、その三がロシア革命後のソ連を取り上げた 革命運動の適応

的変容 となっている。パーソンズによれば、この両者は革命運動の一連の過程として描か

れるべきであるが、周知のようにナチス・ドイツ政権が第二次大戦の敗北によって十二年で

崩壊してしまったのに対し、ソ連は当時で三十四年の歴史を経ているので革命後の社会変動

を分析するのに必要な材料があると判断されていたからである ）。

パーソンズは、ここでもドイツの例と同様に、かかる変動が起こる条件群を提示するとこ

ろから始めている。その第一の条件群とは、革命的な信念体系というものはユートピア的な

要素を含んでいるのであるが、自分たちのイデオロギーに指向する革命的運動の指導者に

とっては嫌いではあるけれど、革命後は社会に対して適応的な構造が発達するための譲歩の

過程がなければならない、とされていることである。つまり、革命が成就した後に理想と現

実との間に葛藤が起こると、現実の方へ適応する必要が生じるはずだと言うのである。パー

ソンズは、ロシア革命の当初においてブルジョア的偏見と見なされた家族、いかなる差別的

な報酬とか財産の制度化を全く否定する急進的な平等主義、権力体系の編成を根底的な害悪

とする宣言などといった事象に対する等価物が、今のソ連社会のなかに現れていることを指

摘し、 結局のところ、そのイデオロギーそのものがどうなるのかといった問題を含んでい

る と述べている ）。この説明は、ソ連の例を見るまでもなく、昨年来の日本の民主党によ

る選挙マニフェストを掲げた政権交代とその後の政権運営の歩みとを見れば、マニフェスト

の公約が現実のなかで後退と変容を余儀なくされているという動きからも容易に理解できる

であろう。すなわち、革命のイデオロギーというものも時の流れのなかで、現実との兼ね合

いから適応的な方向に変化を遂げざるを得ないという訳なのである。

しかも、パーソンズは、次に第二の条件群として、革命運動への動機づけの構成が両面価

値的な構造をなしているという定義を挙げている。それは、革命という社会に反対していた

運動の形態が、革命後にはその主義主張をもって社会の制御を利用し、自らの抑圧されてき

た欲求性向を充足させようという誘惑との間で葛藤を起こす形態へ移行することとされてい

る。このために、革命体制は、その装いの下で廃止しようとしていた旧来の社会のパターン

への同調という欲求を復元しようとするのである。ここで、パーソンズは、ソ連の共産党指

導者たちが、革命的なイデオロギーを鼓舞するとともに、否定したはずの国家への愛国心を

強調した歴史を挙げ、 革命体制は…正常に安定した社会よりもはるかに高い度合いに強制

的な手段にたよるということは、かかる体制の基本的な特徴 だと論じている ）。つまり、

解放のためのイデオロギーであったものが、支配のためのイデオロギーに変質してしまうと

いう成り行きなのであって、ここから マルクスとイエス、レーニンと聖パウロ、スターリ
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ンとコンスタンティヌス大帝との間にそれぞれ類似を認め…コンスタンティヌス大帝がどれ

だけ 本当にキリスト教徒 であったかに関するのと同様な疑いは、スターリンが 本当に

共産主義者 であるかどうかに関しても表明できる という有名なフレーズが続くのである ）。

このように、パーソンズは、マルクス主義の理想がレーニンによるロシア革命成功のなか

で現実化したものの、スターリン体制においては共産主義を騙った全体主義となってしまっ

たと判断していて、これを新しい宗教運動としてのキリスト教の起源から布教の拡大、それ

がローマ帝国の体制維持のために国教化へ至ったという歴史と対照させる方法で説明してい

る。この記述は、 年代初頭に至るスターリン時代のソ連社会に対するものとして当然の

認識であったと言えるものと思われる。ただ、そのなかでも、パーソンズが、マルクス主義

の理想と当時のソ連の共産主義体制を区別して捉えていたことも確認しておく必要があるよ

うに考えられる。

さらに、パーソンズは、今後の局面について、

共産主義が正統的な価値となって、かかる価値と同調するように社会化がなされるの

で、共産主義は革命運動のイデオロギーではなくなってくる。

ところが、体制を安定化させるために、キリスト教の至福千年説のように革命運動の永

続化が図られる、

と述べ、これらに対する最近のソ連における中心的事実として、ブルジョア的偏見とされた

家族、職業における報酬の差別、新しい成層体系、法体系などの復活が行われたこと、ソ連

の体制とロシア・ナショナリズムを結びつけるために軍の役割が重んじられていること、ロ

シア正教への譲歩と国家統制などの事例を挙げている。こうして、パーソンズは、当時のソ

連について、革命運動の残滓と社会変動のなかで かかる社会が、きわめて激しい内部テン

ションによって貫通されていることは、きわめて明らかである と指摘し ）、ソ連史に現れ

た外部への領土的拡張政策も国内における急速な産業化もテンションの表現であった、と解

釈しているのである。

そして、パーソンズは、ソ連の成功した産業化がパターン変数でいう 普遍主義 帰属

性 からアメリカで支配的な 普遍主義 業績性 へと価値体系の強調を移行させているこ

とに注目し、かかる個人主義を前提とする価値と体制との和解にはインテリゲンチャの地位

について官許イデオロギーを批判する自由を含まねばならないという困難なディレンマが起

こり得ると論じ、このディレンマの結末は将来の動向によって決着がつけられるはずだ ）、とま

とめている。

以上の通り、この におけるパーソンズのソ連社会の変動過程の論述か

らは、第二次大戦後のソ連社会には革命の理想が現実へ適応して行くにつれて構造的な矛盾

が現れて来ていることを認め、体制と自由との間において将来に葛藤が生じるであろう、と

いう的確な見通しを持っていたと受け取ることができる。さらに、かかる説明は、ソ連の例

ばかりではなく、革命や政権交代が起こった後の社会の変動について、一般的に適用できる

論旨にもなっている 今日までの北朝鮮の歩みを振り返れば、見事に符合すると思われる
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と見ることも可能なように考えられる。

． 対立文化 としてのソ連

前節に取り上げた 年代のパーソンズの社会変動論は、ある社会体系の変動がどのよう

な過程で進んで行くのかという時間的には限られた範囲の理論であった。しかも、大著であ

る の終わりに近い一章に原書 頁のなかの約 の量が充てられてい

るに過ぎなかった。そこで、パーソンズ理論に対しては、例えば馬場明男が ひとしく認め

られるところは彼の主張には社会変動理論が欠けているといっても過言ではないであろう

と書いているように ）、社会体系の静態論に偏重していて変動論が十分に展開されていない

とする批判が寄せられたものである。これは、パーソンズも社会学理論の残された課題だと

して認めていた箇所であって ）、そこで彼は 年代に入ると二・三の準備の論文を経て

（ ）と続編に当たる

（ 、以下 と略記）というタイトルを持つ二点の著

書を出して世界史をカバーした形の社会変動論を完成させるに至った。この両書では、社会

変動が原始時代から現代社会に至る歴史上に現れた諸社会を進化という視点から体系づけら

れていたために、 新・進化主義（ ） による理論だと言われていること

は周知の所であろう。

さて、後編に当たる においては、ヨーロッパ中世の封建社会から始めて

西洋諸社会における近代化の進展が主要なテーマとなっている。そして、歴史的に最も進化

の進んだ国民社会とされているのが、現代のアメリカ合衆国である。すなわち、

の第六章では、西ヨーロッパの遺産を受け継いだアメリカが新しい指導国家とし

て近代性の先頭に位置しており、他をリードする存在であることが強調されているからであ

る ）。もちろん、かかる認識については、アメリカに今だ数多くの社会問題があるという現

実を無視するものではないけれど、パーソンズの西洋中心的な歴史観の特徴として注意しな

ければならないように考えられる。しかし、次の第七章に入ると、ここは 対立文化の新出

現 と題されており、現代においてアメリカに対抗する立場にある近代化の分化の事例とし

て、ソヴエト連邦、新しいヨーロッパ、そして非西洋諸国の代表として日本が考察の対象に

上っている。

それでは、第二次大戦後に一方の超大国としてアメリカのライヴァルとなるに至ったソ連

の近代化について、パーソンズはどのように論じていたのであろうか。パーソンズは、

のなかで、社会の近代化への突破として、 産業革命 、 民主革命 、 教

育革命 と名付けた つの大きな変化が歴史のなかで起こる必然性を挙げている ）。その上

に、 年代に入ってアメリカで新しい宗教運動が現れていることにも注目し、これは価値

）馬場明男 アメリカ社会学─過去と現在─ 明星大学出版会 年 頁
） （佐藤訳 前掲書 頁）
） （井門富士夫訳 近代社会の体系 至誠堂 年

頁）
） （井門訳 前掲書 頁）



体系が西洋近代発祥の認知的・合理的要素よりもポスト近代とも言うべき感情的・表出的要

素に向かって力点が移動する兆候ではないかと考え、第四として 表出革命（

） をも指摘するようになった ）。しかし、 の段階では、前の

つの革命が重視されているので、ソ連の歴史において見られた つの革命に関してのパーソ

ンズの見解を取り上げることにしよう。

まず、産業革命であるが、これについてはプロレタリア独裁によって権力を握った共産党

と政府が近代化の遂行機関となって産業化への努力を集中した結果、ソ連は短期間の間に世

界第二の地位に到達するという顕著な成功を収めた、とされている ）。

次いで、民主革命においても、ロシア帝国の専制君主制の遺制とも言うべき世襲的な身分

制や旧政権とロシア正教との伝統的な政教の結合も一挙に撤廃されてしまったこと。また、

社会構造における地方郷党主義やパティキュラリズムも除去され、ユニヴァーサリッティッ

クな尺度が強調されて全国民に完全な市民権が与えるような努力が行われていることなどが

挙げられている ）。

そして、教育革命に関しても、ソ連の偉大な改革の成果として大衆教育が広く普及したば

かりか、最近は教育の水準も高度化したことが紹介されている ）。

以上のように、パーソンズは、 を出した 年代初頭における記述よ

りも、その後二十年間のソ連における変化を積極的に評価していたのである。しかし、当然

に問題が存在していることも忘れてはいない。すなわち、産業革命については、スターリン

時代からの五カ年計画のスローガンに代表されるような指令経済の実施によって資本と市場

に厳しい抑制と制約があることである。また、民主革命に関しては、事実上政府への信任し

か表明できない選挙制度によって政治参加における市民的権利が弱く、民主革命の安定状態

には達っしていないという意見が述べられている。さらに教育革命では、専らイデオロギー

的な見地から比較的に安全と見られる自然科学やテクノロジー分野の発展を図ってきた一方

で、人文・社会科学分野においてはマルクス主義イデオロギーにもとづく教化と抑圧政策が

行われたために、これに対する文芸知識人や芸術家の体制からの離反が起こっているなどの

諸点が取り上げられている ）。これらは、現在から見れば、まさにソ連の 年代までの到

達と問題を論じたものであったと言えよう。例えば、ソ連科学アカデミーの准会員という

キムは、ソ連の歴史において社会主義国家の防衛や建設のために努めたインテリゲン

チャの形成や役割を詳細に紹介した編著書を出しているが ）、ここにはロシア革命後のソ連

において労働者や農民への教育の普及や高度化に伴う結果が共産主義思想の研究、工業化の

ための技術革新などにおいて見られたことが書かれている。このような変化は、すなわち

パーソンズの言う教育革命に当たるものであるが、その成果は スプートニク・ショック
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として知られる 年代後半から 年代初頭にあったソ連のアメリカに先んじた宇宙開発の成

功という実例によって明らかであろう。しかし、そこからパーソンズの指摘にもある通り、

ソ連は文系知識人などの離反という問題を抱えることになった。キム編著の本を訳した中西

治は、かかるソ連における大衆の知的水準の上昇とインテリゲンチャの増大が一元的な思想

に対する自由化と政治の民主化要求の傾向という趨勢をもたらすはずであって、ソ連の 指

導者が硬直した姿勢をとり、社会の趨勢に逆らい、これを阻止しようとするならば、社会は

このような指導者を押しのけて前進していくであろう と論じている ）。つまり、停滞した

ブレジネフ時代からペレストロイカを経てのソ連の崩壊が、かかるインテリ論──パーソン

ズが指摘したソ連の教育革命における表裏──を通じて既に予言されていたように受け取ること

ができる。

そして、パーソンズは、その後の見通しとして、ソ連は対立文化としての登場から次第に

西洋化して行くであろう、というヨーロッパ──特にドイツ──や日本に対するのと同様な

認識を示している。例えば、第二次大戦後にソ連の軍事力を背景に東ヨーロッパに社会主義

政権の諸国が樹立されたことについて、パーソンズは 鉄のカーテン を張ったというので

はなく、むしろソ連に非共産主義的な影響が浸透できる境界が築かれた ）、とする一見意外

な捉え方をしている。つまり、ハンガリーやチェコスロヴァキアに起こった民主化運動であ

るとか、西ヨーロッパに地理的に近かった東ヨーロッパの国々との間に密接な通路を持った

ことがソ連に西洋化の影響を与えて来たと考えているのである。言うまでもなく、 年か

らのペレストロイカといわれる改革が、西ヨーロッパの政治・経済・社会をモデルとしてい

たことは明らかである。また、 年のポーランドに始まる東ヨーロッパ諸国の社会主義体制

の崩壊がソ連の方に波及しで行ったという歴史を見れば、パーソンズの展望の正しさを改め

て認めることが可能なように思われる。

．ソヴェト共産主義体制の将来

これまで検討して来た通り、パーソンズのソ連社会論は、 つは社会体系の変動過程の一

例として、もう つは近代社会の進化の一方の型として取り上げられてきたものである。前

者では、ソ連社会には革命の理想にかかわらず、現実との間に構造的な問題点が生じている

との見解が発表されていた。後者では、ソ連の発展に一定の評価も与えられていた。それで

は、パーソンズは、かかるソ連における共産主義体制の将来を、東西関係のなかで、どのよ

うに想定していたのであろうか。そのヒントになるのが 年に発表された“

”と題する論文である。以下、これを参照して

みることにしよう。

さて、パーソンズは、その冒頭で共産主義体制が実は西側と同じ基本的な文化根の成果で

あり、両者は 人間的自由と福祉 の促進という近代化と呼ばれる社会変動の促進にかか

）中西治 訳者あとがき （ キム編 前掲書 所収 頁）
） （井門訳 前掲書 頁）



わっていると敢えて主張する ）、と述べている。この意見には、かつてのソ連──あるいは

現在の中国や北朝鮮──の存在を、何より此の世における諸悪の根源と見なしている反共主

義者の思想とは非常に異なった印象を受けるであろう。もちろん、パーソンズは、もとより

プロレタリア革命が世界的に勝利し、共産主義が究極的な社会となるというマルクス主義に

立っているのではない。パーソンズによれば、 社会変動の主要な諸力が…両体制を包含す

るより広範な一体制の終局的な統合に導くかも知れない収斂を助成しつつある とされてお

り ）、 つの体制の将来における収斂の可能性が意識されていたのである。

パーソンズは、そこに至る両体制の社会変動を、次のように指摘している。

第一は、産業化の歴史であり、いわゆる産業社会として生産性と消費水準の上昇が見られ

たことである。

第二として、政治的に組織された社会である国民国家の性格をもった地域的な単位の成立であ

る。例えば、共産主義は、世界革命ではなく、労働者階級主体による諸国家をつくったのであ

る。

第三は、消費、福祉、教育の向上によって産業社会以前の不平等が実質的に減少した平等

化である。例えば、ソ連ばかりでなく、 マルクスの予想に反して資本主義社会におい

ても下層階級の地位の上昇が進んだことが挙げられている。

これらの事柄から、パーソンズは 共産主義体制は、西側文明より以上に普遍的で規範的

型相から基本的に相違していない と認めている ）。つまり、最初に触れた通り、共産主義

も西側も、社会の近代化という変動に沿って共通する流れのもとに進んできたと判断されて

いるのである。

けれども、このような変動を経験しながらも、 つの体制には、変動の方向づけにおいて

顕著に異なっていると捉えることもできるであろう。すなわち、パーソンズは、所有の概念

の検討から 資本主義 社会主義の差異は、…分散せる権力の分配と中央集権的権力の分配

間の差異 として現れる政治的な差異がある ）、としている。確かに、世界の産業化の過程

に見られた資本主義成立期の夜警国家観とソ連における社会主義建設のための国家による計

画経済──パーソンズでは指令経済とされていた──を思い起こせば、両者の違いは明らか

であろう。

それでも、パーソンズは、ソ連において多数の科学と自立した科学者集団が発達して来て

いることの重要な結果として、これが社会体制に対して遠心的な結果をもたらし、中央の権

威から独立している権力の諸中枢の発達を持たざるを得ないというなどの動きがあることに

注目している。そして、ソ連の社会構造についても、分化が進み、多元主義化の方向に作用

するので、 最高幹部から下部にむかっての権威の厳格な一ラインの鋳型に圧縮すること

は、より困難になる はずだと論じている ）。かかる認識から、パーソンズは、現代国際社
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会における共産主義と西側との両極化が、実は近代化に包含される つの非常に密接に関係

している動向間の一闘争として現れていると述べ、その上で ソビエト・ロシアの共産主義

社会は、すでに、西側世界との制度的構造の最も重大な闘争の源泉であった硬直したパター

ンから離れ始めている と捉えるのである。

こうして、パーソンズは、ソ連社会の変動を主な根拠にしつつ、 収斂の明瞭に識別され

る主要な一過程が存在している と結論づけ、たとえ絶対的な正義感による両極化への傾向

が今後あるとしても 敵対をより深めるようなことはありそうには見えない と希望的に締

めくくっている ）。すなわち、パーソンズ論文は、既に明らかな通り、共産主義と西側とい

う両者の共存と収斂を強く構想した趣旨になっていると見て誤りはないものと思われる。

さて、日本におけるソ連社会研究で知られた辻村明によれば、資本主義経済のもとにある

アメリカなどと共産主義をめざすソ連などとの現状と将来についての議論には つの立場があ

る、とされている。すなわち、 つ目は、マルクス主義者による両体制の生産関係が根本的

に違うことを重視する意見で、 経済的社会構成体（ ）

の発展段階における社会主義の優位を主張する 拡散理論（ ） であ

る。そして、第二が、 ブレジンスキーなどアメリカのソ連研究者に見られるソ連政治の

一党独裁や自由化への弾圧といった非民主性を根拠に両体制の政治的な差異を指摘する 拡

散理論 である。つまり、双方とも東西は相容れないという異質性を強調する理論となって

いるのである。

この両者に対して、辻村は、第三として近代化や産業化が進めばアメリカ社会もソ連社会

も類似してくるはずだと考える 収斂理論（ ） を挙げている（図、参

照））。これについては、もちろんマルクス主義者からは、社会学を利用した巧妙な 反共

） （江藤訳 前掲書 頁）
）辻村明 社会体制の収斂 福武直監修 辻村明編 現代社会論 東京大学出版会 年 所収

頁
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イデオロギー だとして非難されているのであるが ）、辻村はソ連にあっても避けられない

であろう情報化や消費水準の上昇とかソ連や東ヨーロッパ諸国で始まった議会、政府、共産

党などで行われている政治改革を取り上げ、 長期的にみればみるほど、収斂理論が優位に

なってくるのではないか と述べている ）。パーソンズも、本節で見たように、近代化や産

業化の流れの一方としてのソ連社会の側の西洋化的な変動を取り上げており、辻村と同様な

趣旨になっていることに注目したい。つまり、収斂理論とは、 年代までのソ連の発展を

部分的に評価することを前提とし、ソ連が継続したままでの収斂を想定していたのである。

しかし、現時点で回顧すれば、ソ連における状況は、これ以降しだいに悪化して行った訳

である。例えば、寺谷弘壬は、 年代からのソ連経済の著しい疲弊──そもそも発展を

謳った経済統計が偽装されていた──、技術革新の行き詰まり、特権階級であるノメンクラ

トゥラと大衆との格差拡大、荒廃する市民生活と社会秩序の混乱、力の外交の敗北、連邦解

体の兆候、イデオロギーに代わる宗教の復権と思想の自由化要求、政治改革の停滞と共産党

の権威低下など多数の実例を紹介し、ゴルバチョフ政権のペレストロイカにもかかわらず、

ソ連がまさに大きな危機に陥っているとする根拠を多数のデータを用いて実証的にまとめている
）。すなわち、この 年 月に発行された寺谷の著書からは、八カ月後に迫ったソ連崩壊直

前の状況を知ることができるのであるが、もはや末期的と言わざるを得ないような感じであ

る。つまり、ソ連は、収斂に至るまでもなく崩壊してしまったのであるから、両体制の収斂

理論にはソ連を過大評価したという限界があったと結論づけなければならない。それでも、

これを現在のロシア連邦にまで拡大して考えるならば、ロシア連邦では西洋に発する市場経

済と民主主義的な政治制度が紆余曲折を経ながらも採用されており、社会構造における収斂

が一段と進んでいると言うことも可能である。そして、現在、社会主義市場経済という実質

的には資本主義経済のもとで、経済成長を遂げている現代中国を見れば、グローバル化によ

る一層の収斂を指摘することも容易であろう。ただし、中国の共産党支配における政治に

は、民主化や自由化の要求にどう対処するのか、といった大きな課題が存在していることも

明らかになっている。これは、まさしくソ連の歴史がたどった現代史の教訓として意識され

て行くはずだと思われる。

．ソヴェト社会学界との交流

清水幾太郎は、 年に訪ソした時、たまたま車に同乗した六十歳くらいのロシア人哲学

者が社会学のことを全く知らないと語ったことに驚き、彼に社会学についての簡単な解説を

試みた、と著書 社会学入門 （ 年）の冒頭に書いている 。このエピソードのよう

に、プロレタリア革命から 年代初期までのソ連では、史的唯物論のみが唯一の社会理論と

され、社会学はブルジョア科学だとして非難され、禁止されていたために、清水の会ったよ
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うな社会学に無知な知識人さえいたのである。

しかし、その後フルシチョフ政権になって 雪溶け が進んだ 年代に入ると、次第に

社会学が解禁され、当然にマルクス主義を基礎理論とするものの、社会学的な調査研究が各

分野で活発に行われるようになった 。この変化について、ソヴェト社会学の大部な論文集

を訳した田中清助は、 年代のソ連が社会主義から共産主義へと移行するに当たって現れる

社会生活の新しい要素──とりわけ科学的労働組織の諸問題──を把握し、課題の解決を図

るために諸科学を媒介する機能を担って社会学が登場してきた、と肯定的に説明している 。こ

れに対し、転向後の清水も、 社会学入門 の潮文庫版（ 年）の あとがき に、ソ

ヴェト社会学の復活を紹介しているが、そこでは官製マルクス主義の無謬性神話の下にある

ソ連では無いはずだと考えられてきた社会問題が実は多発しており、対策が迫られている現

実の証しだ、として冷たく突き放した批判を述べている ）。結果から見れば、田中の言った

ソ連における社会主義から共産主義への移行など夢物語に過ぎなかったのであるから、清水

の判断の方が正しかったとするべきであろう。

しかし、当時は、社会学の復活によってソ連の自由化が図られるという期待も寄せられて

いたのである。例えば、インケルスは、社会主義国家で社会学が禁圧された事例を挙げた上

で、 社会学は、自由のもとにおいてのみ繁栄することができる とし、恐らくソ連におけ

る社会学の解禁を念頭に置いて、社会学の研究が 一つの国が自由で開かれた社会としての

資格をどの程度までそなえているかを示す重要な指標の一つ になると記している ）。パー

ソンズも、そう考えた一人であった。ロシェは、パーソンズがソヴェト社会学界との接触を

とった最初のアメリカ人社会学者の一人であり、ソ連に赴いた初の社会学者であったことを

指摘しているが ）、ここにもパーソンズの社会学を通じてソ連の改革への手掛かりを求めよ

うとする積極的な姿勢を見ることが可能である。

すなわち、パーソンズは、 年 月にソ連科学アカデミーの招待を受けて訪ソし、十五

日間にわたってモスクワ、レニングラード、キエフなどの各地をまわり、アメリカ社会学の

状況や社会学研究の方法などについての講演を行うと共にソヴェトの社会学者たちとの交流

に努めていたのである。パーソンズは、この時の印象記を発表しているが、両国のイデオロ

ギーの相違を認めた上で 最も、重要な印象は、ソヴェトの社会学者たちが社会学の発展に

真摯に取り組んでおり、…高度な研究の水準を成就しつつある として高く評価し ）、今後

の動向にもエールを送ることを忘れていなかった。ただし、パーソンズの印象記が公刊され

た 年には、遺憾ながら既にブレジネフ政権の時代に入っていて、再び規制が厳しくなり、

社会学研究は抑圧されることになる。ここにも、ソ連の逆行に伴う来るべき運命が現れてい

たのではないかとも思われる。しかし、パーソンズは、 年には再びソ連を訪問し、以後も

）村井研治 ソヴェト社会学 （中久郎・梶谷素久編 現代社会学グローバル 御茶の水書房 年
所収 頁）
）田中清助 ソ連邦の社会学研究について （ オシーポフ編 田中清助訳 ソヴェト社会学 第一分冊
青木書店 年 所収 頁）
）清水幾太郎 社会学入門 潮出版社 年 頁
） （辻村明訳 社会学とは何か 至誠堂 年 頁）
） （倉橋・藤山訳 前掲書 頁）
）



アメリカ社会学会のソヴェト社会学会との連絡小委員会の委員長としての活動を晩年に至っ

た 年頃まで続けていたのである ）。

なお、パーソンズが、ソ連科学アカデミーに属する当局公認の研究者たちばかりでなく、

ソ連の反体制知識人として知られた サハロフへの支援を行っていたという事実も、高城

和義によって紹介されている ）。ここからも、パーソンズがソ連の民主的な改革への関心を

強く持っていたことが表れているものと理解することができる。

むすび

このように、パーソンズは、コミュニズムとファシズムを区別し、ソ連の発展を評価した

論述にあるように理論的にも、またソヴェト社会学界との積極的な交流に見られるように行

動的にも、アメリカを第一としながらも同時にソ連の確かな存在を認め、ソ連の改革を促す

ことによって民主化や自由化が進み、ソ連が収斂して来るような路線を探ってきたのであ

る。これは、現在から見れば、ソ連の現実と将来について楽観し過ぎであり、甘かったと断

じざるを得ないように感じられる。

しかし、かかるパーソンズの考え方は、例えばリング上でソ連の国歌を唄い、ソ連の国章

をコスチュームにまとったロシア人プロレスラーが凶暴にふるまって観衆から罵声を浴びる ）、と

いったソ連や共産主義を何よりも悪玉視する儀礼ドラマが演じられる大衆文化を持っていた

アメリカにおいては異例とされるべきであろう。そこで、高城和義は、パーソンズの政治的

なスタンスについて、かつてニューディール政策にコミットしたリベラリストたちの多くが

冷戦の進行と共に反ソ・反共的な意見を主張する冷戦リベラリストに転じて行ったのに対

し、米ソ共存を求め続けたパーソンズの政治姿勢を 中央より 左 のリベラリスト だと

いう性格づけを行っているのである ）。

パーソンズは、死去の半年ほど前に当たる 年 月に日本で行った講演のなかで、現代

のアメリカが資本主義と社会主義との混合経済の国であり、福祉もスカンジナビア半島の

国々のようにまではならなくても福祉国家の方向に進んでいる、と語っている ）。この主張

に関しても、小さな政府と市場原理主義的な自由競争を肯定し、オバマ政権による公的な医

療保険実施の提案が辛うじて議会で可決されるぐらい反対も多かった現代アメリカのイメー

ジとは相違しているといった感想が起こるであろう。

前に触れたように、青年パーソンズは、ロシア革命に共感した社会主義者であったから、

この時期にマルクス主義の初歩的な文献を読んだかも知れない、と言われている。さらに、

ドイツ留学中には、マルクス経済学の研究に励んでいたし、後年になってもマルクスの著作
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の社会思想としての重要性を認めていた。しかも、パーソンズは、第二次大戦後の冷戦時代

に起こった 赤狩り を目的としたマッカーシズムが席巻する渦中においても、尋問に対し

て同様な意見を表明するという大変に勇気ある行動を取っていたのである ）。もちろん、

パーソンズが、マルクス主義への理論的な批判を行っていたことや、本稿で取り上げて来た

ようにソ連型社会主義の問題点も十分に理解していたことは明らかな所である。けれども、

パーソンズが最後まで抱いていた社会構造の理想というものは、最晩年の講演に現れていた

ように、西ヨーロッパに生まれてアメリカで発展した自由民主主義の精神を重んじながら、

青年時代から関心を寄せていたマルクスが発想してソ連で実行された社会主義的な政策も社

会問題解決のためには採り入れる必要があると見ていたのではないか、と考えられるのであ

る。

）千石好郎 パーソンズとマルクス （富永健一・徳安彰編著 パーソンズ・ルネッサンスへの招待─タ
ルコット・パーソンズ生誕百年を記念して─ 勁草書房 年 所収 頁）




