
はじめに

高等学校公民科 現代社会 は、非常に広い範囲の内容を盛った科目であるが、当然に社

会学の学問的な成果がかなり取り入れられている。その指導要領のなかには 現代の社会生

活と青年 という節があって、現代社会の特質を大衆化、少子高齢化、高度情報化、国際化

などの観点から説明することとなっている。そして、指導要領解説によれば、大衆化につい

て 人間関係が希薄化、孤立化する傾向があり、また大量生産・大量消費により文化や行動

様式が画一化する傾向があることを理解させ とされており、大衆社会における社会生活の

特徴なるものが端的に述べられている ）。すなわち、現在の高校進学率が ％に近く、こ

の科目が必修であることを考えれば、こうした大衆社会としての現代社会への見方は、 国

民的な常識 ともするべき事柄になっているように思われる。

このような事情は、高校生向けに限らず一般教養人に対しても同様で、例えば奥井智之

は、五つの思想の系譜から現代社会論にかかわる名著を紹介・解説しているが、代表的な現

代社会論の一つとして大衆社会論を挙げている。ここで奥井は、大衆社会への懐疑は、さか

のぼれば古代ギリシアの哲学者プラトンの 国家 のなかにも見い出されるとしていて、そ
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して 世紀末から今日まで繰り返し現れた現代社会論の一つの典型をなしている、と言って

いる ）。つまり、大衆社会論とは、云わば古代文明社会の成立とともに生まれ出たもので

あって古典的であるとともに、近代になって発展し、さらに現在にも生き続けている現代社

会論である、と性格づけることができる。

本稿は、大衆社会論の幾つかを通じて、その基本的な性格を紹介するとともに、 パー

ソンズの大衆社会論への批判を取り上げることによって彼の現代社会観を考察する試みとし

てみたい。

．大衆社会論の基本的性格

近代社会と大衆の登場

現代社会を、 大衆社会（ ） とする見方には、大量の人々が塊のような密集

した生活を送っている社会状況が出現してきたという事情が反映していたように考えられ

る。なぜなら、 という単語には、もともと仏教用語として大勢の僧侶を意味した大衆

よりも ）、塊、密集、大量といった感じの方が強いからである。このような大衆社会的状況

は、現在の大都市では、ごく普通に経験されている日常的な光景であるかも知れない。しか

し、産業革命後の近代社会の成立から始まって、これが成熟期を迎えた 世紀は、あらた

な権力者が政治や経済の表舞台に躍り出た時代だった、その名は 大衆 とされているよ

うに ）、現代社会に至る社会変動において大きな注目をもって受けとめられた出来事であっ

たのである。

このような社会的な事象は、近代的な大衆社会論の嚆矢とも言うべきものとして奥井はも

とよりのこと、最近も 社会学の名著 の一つとして竹内洋によっても選ばれた ）、

オルテガ・イ・ガセットの 大衆の反逆 （ 年）に見事に表現されている。オルテガ

は、その冒頭部分で、生活のあらゆる場所が多くの人々によってあふれかえっているという

大衆の 蝟集の事実、充満の事実 と呼ばれる現象を強調し、これが 大衆が完全な社会的

な権力の座に登った と判断することの材料にしていたからである ）。

確かに、 世紀前半の西洋社会では、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリンなどの数

百万の人口を抱える巨大都市が出現して大衆社会の到来を告げており、これは文明発展の一

つの成果のように受け止められてはいた。しかし、かかる現況は、決して良いこととは評価

されていなかった。それは、オルテガが、大衆を一般的、平均的な凡庸人と規定したばかり

でなく、彼らを 甘やかされた子ども だと性格づけ、大衆の時代を 慢心しきったお坊

ちゃんの時代 と呼んでヨーロッパの精神的な文化水準は 後退し下落するのではないかと

恐れる とまで論じていたことからも理解できるであろう ）。
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このようなオルテガの大衆論には、後に貴族主義的批判と言われたように ）、ある高みに

立って一般大衆を見下ろし、大衆の意向によって動かされるようになった近代文明社会の行

方に危機を強調するというところが見受けられる。さらに、奥井が述べるように、大衆社会

論が持っている 過去への郷愁にふけりがち というような性格も現れているようにも感じ

られる ）。

大衆社会と民主主義の危機

オルテガの大衆論は、今見たように 世紀前半における大衆の登場という社会変動を対象

にしながら論じられたのであるが、同時期に進んだヨーロッパの政治的な出来事としてはド

イツやイタリアにおいて民主主義に代わって台頭したファシズムといわれる全体主義による

制覇が挙げられる。周知のように、第一世界大戦後のドイツでは、 年制定のワイマール

憲法に象徴される民主化が世界大恐慌の影響を被って挫折し、僅か 年でナチス党による政

権獲得を許して 第三帝国 と称される全体主義国家に変身するという大きな変化が起こっ

た。しかも、その過程は、国民すなわち大衆の選挙を通じた支持を背景にするという一見合

法的な方法を採って行われたのであった。

このドイツにおける動きについては、いろいろな立場から研究がなされてきたことが知ら

れている。そのうち、大衆社会という視点から社会学的に取り上げたのが、ナチスによって

イギリスに亡命を余儀なくされた マンハイムである。ちなみに、 大衆社会 という用語

が最初に使われたのは、 年 月のロンドン大学における彼の講演においてであった、と

されている ）。

マンハイムは、 変革期における人間と社会─現代社会構造の研究─ （ 年）を著し、

ワイマール共和制が現代大衆社会の諸問題を解決する能力を持たなかった、という認識を論

述の出発点にしている。そのマンハイムによれば、現代社会の構造には組織化が進む産業社

会としてはすべての衝動を断念させて抑圧する行為様式を実現させようとする面と、その一

方で大都市を中心に人間が蝟集する大衆社会としては無定形な人間集合に特徴的なあらゆる

非合理性や激情的暴動が産まれるという背反的な二つの現象が起こっている、と論じられて

いる ）。これには、社会機構の 機能的な合理化 が、必ずしも人間の 実質的合理化 に

結びつかなかったという考えがあったからで、このために大都市の大衆は固く団結している

小さな村落の住民より はるかに暗示や制御を欠く衝動の暴発や心理的退化に罹り易い傾向

にある と特徴づけられていたのである ）。

以上のように、マンハイムは、社会の近代化により起こってくるところの動態を的確に捉

えていたと言えるであろうが、今見たように彼の大衆社会への評価はオルテガと同様に低
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く、批判的な姿勢を示している。ただ、そこには、単なる過去への郷愁にふけるだけという

よりも 合理的な嚮導が不可欠な場合にも大衆的民主主義の選択装置によって非合理性への

門戸が開かれるからである。かくて、民主主義は、それ自体みずからの反措定を産み、その

敵に武器を与えさえする と述べていたことからも分かるように ）、ナチスの大衆的な支持

基盤の拡大による政権獲得を目撃した経験から学び取った大衆社会の民主主義を擁護するう

えでの脆弱さに対する彼の危機感も強く反映していたものと思われる。

大衆社会の構造

マンハイムの大衆社会論には、まさしく彼の生きた時代の歴史的な現実を背景とした時代

感覚と問題意識があったと言えるのであるが、清水幾太郎の指摘するように、その叙述には

おおげさな表現ばかり多く、極めて冗漫である。肝腎の内容は数十頁に書ける程度のもの

である という批判が当たっているようにも感じられる ）。その点、 ．コーンハウザーの

大衆社会の政治 （ 年）は、大衆社会の構造について比較社会学的な研究を行った著

作として著名である。

さて、コーンハウザーは、社会構造の概念を、全人口を包括する国家的な範囲、家族に代

表される最も身近な個人的な部分、それらの間にあるコミュニティ・自発的組織（クラブや

サークルなど）・職業集団といった中間的な集団という関係に分けるという枠組みから構成

している。そして、これにより中間集団の存在のありかたから現れるエリートと大衆とのつ

ながりを通じて四つの社会構造の類型を提案している ）。

すなわち、前近代の 共同体的社会（ ） の構造は、人々は伝統的な家

族や自足的な村落に全生活を結びつけられており、しかも閉鎖的な身分制度のためにエリー

トとは遠く離れていたからエリートへの接近もエリートからの操縦も起こりにくい。これに

対して自由と民主主義国家に典型的な 多元的社会（ ） は、エリートへ

の多くの回路が開いていて接近は容易な一方で、市民が自発的に結成した独立的な諸集団が

活動しているのでエリートによる操縦は困難である。また、独裁が支配する 全体主義社会

（ ） の特徴は、すでにエリートが権力的な地位を固めているので接近は

難しく、逆にエリートに奉仕させる形で人民を操縦し、動員するためにエリートの統制下に

ある中間集団が置かれている、といったような性格づけになっているのである ）。

それでは、 大衆社会 については、どのように考えられていたのであろうか。コーンハ

ウザーは、大衆社会を中間的な関係が不活発な構造をしていると見て、全国的なレベルと個

人的な関係が直接的に向かい合っている状況を想定している。したがって、彼の大衆社会の

モデルでは、近いと感じられるエリートに要求を向ける広汎な大衆運動が活発になるのに対

して、個々には孤立している多くの大衆はコミュニケーションの全国的な中心地よりの操縦

に容易に動かされ易いとされており、 接近しやすいエリートと操縦されやすい非エリート

を必要とする と述べていたのである ）。この規定が、オルテガの大衆がエリートに接近し
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てくることを警戒した貴族主義的批判と、マンハイムの大衆が操縦されるようになるという

大衆民主主義の危機を指摘する意見の両者を結合するものになっていることは確かであろ

う。

さらに、コーンハウザーの社会類型には、社会変動を反映させている部分が認められる。

例えば、 年の初頭にドイツでナチス党政権への全権委任法が成立すると、その年のうち

に実施された国民投票では有権者約 万人のうちの ％以上が投票し、その約 ％が賛成

したという事実にも見られるのであるが ）、コーンハウザーが 大多数の民衆は右往左往し

ながら、社会の中心的な急所に干渉を加える積極分子的な行動にひきずられていく…その結

果、大衆社会においては、自由は根無し草のようにたよりないものになる と述べている通

り ）、大衆社会状況が変化して国民がエリートによる独裁を承認し、大衆的行動に参加する

かしないかの選択の自由さえもなくなったならば、それは全体主義社会と見るべきだ、とす

るのである。このように、コーンハウザーの大衆社会論にも、現代社会への危機感が強く認

められることを確認しておくことにしたい。

．パーソンズの大衆社会論批判

佐藤勉は、パーソンズの主著 社会体系論 （ 年）の訳書の解説を 年に付けるに

際して、パーソンズについて 現代社会の構造と変動をその全体像において捉えようと試み

…分析対象としての現代社会、分析方法としてのシステム分析、分析枠組みとしての社会体

系論のみごとな三位一体こそ、パーソンズをパーソンズをたらしめている特徴である と記

している ）。このようにまとめられたパーソンズの学問的な営為であるが、 年の彼の死

までを含めた全生涯から見れば、対象についても、分析方法についても、さらなる広がりを

策していたのではないか、とも考えられる。しかし、パーソンズの目標が、何より現代社会

の構造と動態の研究をめざすものであったことは明らかであろう。

それでは、当然に現代社会論の古典とも言うべき大衆社会論のような発想がパーソンズの

現代社会への考察のなかにあったかどうかが問われなければならない。パーソンズは、

リプセットの 政治のなかの人間 （ 年）と前述のコーンハウザーの 大衆社会の政

治 との二つの著作への書評論文である 社会構造と政治的方向定位 （ 年）において

大衆社会についてわずかに触れているが、ここでは大衆社会を 極度に構造が不分明で、そ

の結果、コーンハウザーが明らかにしたとおりに、極めて不安定であり、全体主義の侵入に

対して感染しやすい と述べている ）。つまり、パーソンズの大衆社会への印象は、コーン

ハウザーを引き合い出した形ではあるが、これまで考察してきた論者とも同じくネガティヴ

なものであった、と言えるのである。
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そこで、油井清光は、パーソンズは 大衆社会論をそのものとして展開しなかった。むし

ろ…そのネガティブな現代社会への診断に激しい批判を加えていた と書き、大衆社会論が

近代社会構造の諸特徴への脅威を強調することにパーソンズが がまんがならない と思っ

ていた、と指摘している。油井は、この根拠をパーソンズが晩年来日して講演を行った際、

大衆社会論について質問された時に拳を振り上げて机をたたく勢いで興奮しながら応答した

というエピソードからインスパイアされたところがある、とも語っている ）。また、中野秀

一郎も、パーソンズは ヨーロッパ産の 大衆社会論 は、そのままではアメリカで通用し

ないと感じてもいた と述べている ）。すなわち、中野によって 最後の近代主義者 と言

われたパーソンズにあっては、彼の現代社会への説明に当たって大衆社会論的な発想は受け

入れられていなかったと解説されているのである。これらは、結論から言えば、適切な見解

であったのであるけれど、油井も中野も遺憾ながら、その具体的な説明をほとんど行ってい

ない。

このため、本稿では、かかる現代社会への大衆社会論的な説明に対するパーソンズの考え

を明らかにするために、以下の点から検討していくことにしたい。

マスメディア論

マスメディアと大衆社会

大衆社会状況とマスメディアの発達は、分かち難く結びついている現象だ、と言えるであ

ろう。日本において大衆社会論が論壇をにぎわした 年代の後半は、周知のように日本社

会の構造が農村型から大衆社会を生み出した都市型へと大きく変動していった頃であったけ

れど、同時に 年に本放送を開始したテレビがしだいに映像というインパクトを持って一般

の家庭に普及していった時期でもあった ）。コーンハウザーは、大衆社会の文化を 人気主

義（ ） と規定しているが ）、現在に至るまでの事物や人物に対する人気の栄枯盛

衰がマスメディア、とりわけテレビを利用し、あるいは利用されながらなされてきたと見る

ことも、あながち的外れではないように思われる。

このような状況を反映して中野収は、 マス・メディアは、まずこの 大衆 に対する強

力な加害者と規定され、その破壊力は原子爆弾にたとえられた…真実を隠蔽し、虚構を真実

につくりかえ、感傷と頽廃と低俗と感覚的刺戟を 大衆 に送り込む… 大衆 は…心理的

に麻酔され、精神的文盲状態におちいる というような激しい表現を用い、マスメディアに

よる大衆への影響についてネガティヴな面があることを論じている ）。あるいは、 ミ

ルズも、 マス・メディアによる心理的凌辱は、激烈な煽動によって補完される。そして、

群集のなかの人々は、再び散ってゆき、原子化され隷属的な大衆となる とし ）、彼の言う
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） （鵜飼信成・綿貫譲治訳 パワー・エリート（下） 東京大学出版
会 年 頁）



パーソンズと大衆社会論（木村）

公衆社会（ ） から 大衆社会 への変動においてマスメディアの

力があったことを認めている。かかるマスメディアと大衆との関係の捉え方は、マスメディ

ア側からによる一方方向的な情報伝達の効果だけが強調されるところの 社会的麻酔剤

（ ） とも言うべき性格づけのものである ）。このような説明には、これほ

ど極端な表現ではないまでも、一般に比較的受け入れられ易い面があることは確かであろ

う。

パーソンズのマスメディア論

しかし、パーソンズのマスメディア論は、これらの説明とはかなり違った見解になってい

る。すなわち、パーソンズは、 ホワイトとの共著論文として マス・メディアとアメリ

カ社会の構造 （ 年）を書き、末尾に 現在流行をなしている大衆社会理論をもってし

ては、これらの点に知的に洗練された 説明 を加えることはできないし、まして知的に洗

練された対策を講ずることはできないと信じている と述べ ）、マスメディアに対する大衆

社会論的な認識に強い疑問を示しているからである。

さて、この論文のなかでパーソンズらは、現代アメリカの社会体系において機能的に分化

した経済体系と政治体系とともにコミュニケーション体系としてのマスメディアが一見支配

的な位置にまで成長したことを認めている。しかし、それは、近代化によって帰属本位的な

社会構造が崩れたことにともなって広い範囲の人々にとって文化的な機会への接近を拡大す

ることが可能になり、彼らが西洋の偉大な文化遺産の要素を理解しうる機会が拡大するよう

になったこと。あるいは、大都市新聞が発達すれば地方新聞はローカル・ニュースを専門に

扱うようになるといった変化やテレビの普及によりラジオが音楽番組に専門化するように

なったというような事実からメディアの内容がますます分化を遂げていること。そして、テ

レビとの競争が映画とラジオを格上げしたようにマスメディアの発する文化的な内容が低俗

的な文化レベルのものから高いレベルのものへと展開するという品質の向上が見られること

を指摘し、 公衆の水準の引き上げにも依存している というような論旨を打ち出している ）。

このように、パーソンズらは、明らかに社会の評価的批判者であるという大衆社会論の支

持者たちによるマスメディア論と対立する姿勢を示しており、むしろポジティヴな面を指摘

していることが分かるであろう。マスメディアに限らず、いろいろな技術革新が進む場合に

は、その社会的な影響について、どうしても肯定的に受け入れるか、否定的に批判するか、

という賛否の意見の両面が現れてくるものである。すなわち、パーソンズらは、マスメディ

アの教育的・文化的な機能の方を高く評価することで肯定的な面を選択したことになる。当

然に、物事への判断において、こちらも無視する訳にはいかないからである。つまり、この

論稿には、大衆社会論批判というパーソンズの思想が明らかに読み取れるとともに、単なる

印象的な記述ではなく、彼の理論的な枠組みによる確固とした論理づけがなされている事実

があることも確認しておきたい。

）清水 前掲書 頁
） （磯部卓三訳
マス・メディアとアメリカ社会の構造 パーソンズ著 新明正道監訳 政治と社会構造（上） 誠信書

房 年 所収 頁）
） （前掲訳書 頁）



パワー・エリートと大衆社会

ミルズのパワー・エリート論

ミルズは、彼の 社会学的想像力 （ 年）においてパーソンズの 社会体系論 を 誇

大理論（ ） と呼んで揶揄しながら批判したことでよく知られているが ）、これと

ともにアメリカ社会の構造を鋭く分析したことによって様々な論争を引き起こした社会学者

であった。その代表的な著作とされるのが パワー・エリート （ 年）である。

ミルズは、このなかで第二次世界大戦後のアメリカにおける権力的な所在が経済・政治・

軍事の三つの領域にあると見て、それぞれに会社富豪・政治幹部会・大将軍という権力の担

い手たる少数のエリートたちが現れ、これらは相互に統一され、相互調整されながら依存し

あう支配層を形成している、としている。そして、アメリカ社会の 頂点には権力エリート

が出現している。…その中間水準は、立ちすくみ状態に陥り…底辺と頂点とを媒介していな

い。この社会の底辺は、政治的に分断され、…ますます無力になりつつある。すなわち、底

辺では大衆社会が出現しつつある という印象的な表現をもって結んでいる ）。このよう

に、ミルズは、社会構造を頂点・中間・底辺の三層に縦的に分けるという視点を使うこと

で、エリートによる権力の一元的な独占を強調するとともに中間集団の無能力化、非エリー

トである原子化した大衆への教育やマスメディアを通じた操作を指摘していたのである。か

かる彼の説明からは、先に紹介したコーンハウザーの大衆社会モデルと近似した内容がある

ことを容易に見抜くことができるであろう。それ故に、この パワー・エリート について

は、 アメリカ大衆社会論の古典とも評価される べき著作だとされているし ）、現代社会

を批判的に捉えようとする場合に参考になる諸点が多々あると考えることもできる。ただ、

ミルズが、現代大衆社会を論ずる際に、良識的な世論を形成してきたという近代の公衆社会

からの変動にたびたび言及しているのは、急進的な社会学思想であった ラディカル社会学

の先駆をなした と言われている彼においてさえ ）、過去への郷愁があったのではないか、

と感じさせられる趣があることを否定できない。

パーソンズのパワー・エリート論批判

さて、パーソンズが、この パワー・エリート を批判する目的で アメリカ社会におけ

る権力の分布 （ 年）という論文を執筆したことも、よく知られた事実である。パーソ

ンズは、ミルズの作品が複雑な構造にある現代アメリカ社会の全体像の分析を試みたものと

して認めているものの、ミルズの見解は実際の状況よりも偏っているところがある、と捉え

ている。例えば、経済組織における所有と経営の分離によってビジネス・エリートとしての

専門的経営者の優位とそれへの一般からの上昇チャンスの拡大という事実があること。ある

いは、政治的なエリートについても議会人たる職業政治家や弁護士・大学教授・ジャーナリ

ストをはじめとする多くの高度な専門的職業人も重要な機能的な役割を果たしているために

権力は分散していること、などの諸点が挙げられている ）。これらには、パーソンズが後に
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） （鈴木広訳 社会学的想像力 紀伊国屋書店 年
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パーソンズと大衆社会論（木村）

産業革命（ ） と 民主革命（ ） に続く第三

の革命に位置づけた 教育革命（ ） として強調する高等教育の普及

によってもたらされる人材の育成と供給による社会構造の上昇的な進化的変動というポジ

ティヴな考えが現れ始めており ）、そこにミルズの批判的な論調とは対照的な社会観が出て

いるように思われる。

そして、パーソンズは、ミルズによって底辺に位置するとされたアメリカ国民の圧倒的多

数の構造上の地位を包括する原子化しているという大衆社会像についても 非常に疑問を

もっている と述べている ）。すなわち、パーソンズは、ミルズが大衆社会の発達にとも

なってアメリカ社会に伝統的な地方分立制の構造的基盤が次第に衰退せしめられてきたと主

張しているけれど、それは親族および交友関係、そして広範囲に行われている教会への所属

のような多数のクラブや団体などの結社の活動と関係といったアメリカ社会で機能している

中間集団の健在を無視している、と批判しているからなのである ）。これに加えて、この論

文のなかではないが、 アメリカ社会…では、構造分化を通して相互に交差しあう連帯の網

の目がますます広がり発達してきている とするパーソンズの中間集団の健在さの強調を見

れば ）、ここにも大衆社会論への批判が明確に示されている。そして、かかる現代社会への

認識は、パーソンズがコーンハウザーの言う社会類型のなかの多元的社会のモデルの方に明

らかに組していると取って良いように思われる。

．アメリカ社会の多元主義的構造

多元主義社会の成立

パーソンズは、その死の前年に当たる 年秋に来日して カ月間ほど滞在し、関西学院

大学大学院において集中講義を担当するとともに、数回の講演や対談などを行った。そのう

ちの一つに、 現代アメリカ社会についての一社会学者の見解 というタイトルの比較的短

い講演があり、彼の最晩年のアメリカ社会観を知ることができる。

そこでは、前節において問題にしたようなテーマで言えば、 ある社会学者達の意見とは

対立することになる と断りながら、アメリカでは社会的な成層が比較的開放的で流動的な

システムであるので、輪郭のはっきりした支配的エリートは存在しない、と述べている。そ

して、支配階級と従属階級の間の明確な分極化も認められないと言い、多様なグループがし

ばしばある種の高い地位を要求しうるし、トップとそれ以外の人々との間に鋭い断絶が存在

しない、とも語っている ）。ここで示唆されている ある社会学者達 が具体的に誰々であ

） （磯部卓三訳 アメリカ社会にお
ける権力の分布 新明監訳 前掲訳書 所収 頁）
） （井門富士夫訳 近代社会の体系 至誠堂 年

頁）
） （前掲訳書 頁）
） （前掲訳書 頁）
） （前掲訳書 頁）
） パーソンズ 現代アメリカ社会についての一社会学者の見解 年（中久郎編 機能主義の社会
理論─パーソンス理論とその展開 世界思想社 年 所収 頁）



るかは分からないが、マルクス主義社会学やミルズの パワー・エリート 的な見解を意識

していたことは明らかであろう。そして、多様なグループとして実業界の人々、学者、芸術

家、政治的指導者達を例示し、 成層の頂点付近では、厳密な多元的システムが成立してい

る と指摘している ）。このような、アメリカ社会に対する多元性の強調は、パーソンズの

現代社会論の中心をなしていると言えよう。実のところ、先に触れたパーソンズによるコー

ンハウザーの 大衆社会の政治 などへの書評論文においては、もともとの主題のはずの大

衆社会はあまり論じられず、彼らが評価しているところの近代民主政と一致するとされる多

元的社会についてのコーンハウザーには足りなかっとする部分への言及が多くを占めていた

のである ）。

それでは、もともと （白人・アングロサクソン系・プロテスタント）の国家とし

て発足したアメリカ社会の多元性とは何なのであろうか。パーソンズは、これを宗教的な多

元主義と人種的な多元主義の成立の二つにまとめている。前者では、政教分離と宗教的自由

の保証によってプロテスタント系、カトリック系、ユダヤ系の三つの主要な宗教的グループ

が現れ、これらは平和裡に共存し、 深刻な宗教的なコンフリクトは存在しなかった と述

べている。後者では、産業化の展開にともなってヨーロッパの異なる地域から大量の移民を

受け入れるようになったことが挙げられ、 民族国家についてのヨーロッパ的な理念型と

は、きわめて異なっている と論じられている ）。この二つの多元主義は、もちろんアメリ

カの歴史において重なって進んできたものであろうが、短い講演だったために、現実には起

こったはずの多くの混乱や軋轢といった社会問題が無視されているようにも感じられる。け

れども、パーソンズにとっては、これがアメリカ社会の構造の評価するべき特徴として強調

されていたのである。

多元主義社会と包摂

それでは、かかるアメリカの多元的社会はどのような過程で成立していったのであろう

か。これを、パーソンズは 黒人アメリカ人のための完全な市民的地位 （ 年）のなか

で 包摂（ ） と表現している。この語句は、磯部卓三によって 受け入れ とも

訳されている ）。包摂は、同化とは区別されるべきもので、パーソンズによればアメリカ社

会の 社会的共同体（ ） なかに、それまで除外されていた集団が完全

な市民的地位、あるいはメンバーシップを獲得して受け入れられ、吸収されることと説明さ

れている。そして、この包摂は、きわめて複雑な過程であるが、 少なくともアメリカ社会

で広く見られた条件のもとでは、多元的な社会構造をつくりだしてきた分化の過程と密接に

結びついてきた。…アメリカ社会の発展の趨勢は、このような意味での多元主義の増大の方

向へ…向かってきている と論じられている ）。

パーソンズは、これを の国であったアメリカの社会的共同体のなかにヨーロッパ

各地から渡ってきたアイルランド人、ロシア人、ポーランド人、イタリア人などからなるユ
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パーソンズと大衆社会論（木村）

ダヤ教徒やカトリック教徒らの民族集団や宗教集団が、どのように包摂されていったのかを

詳細に説明し、先に紹介した講演とは違って、その歴史の途上に多くの問題が起こったこと

も記している。そして、この 年という本論文を執筆した時点における黒人アメリカ人の

市民権にかかわる問題の所在を取り上げるとともに、 もっとも健全な発展の方向は、黒人

共同体の連帯と、黒人であることが積極的な価値をもっているという感覚を…実際につくり

あげることである と主張し、分離主義でも同化でもない 同一性の保持と結びついた完全

な参加にもとづく解決 を求めている ）。すなわち、包摂の過程が黒人アメリカ人にも機能

することに期待を寄せていたのである。この捉え方が、アメリカにおける黒人の完全な市民

権確保に伴って人種的な多元主義が進むことを重視し、社会的共同体が 図式で知られ

る 機能パラダイム（ ） において社会体系の統合機能に位置づ

けられたことからも分かるように ）、アメリカ社会の統合のさらなる発展を図ろうとする考

えのものであったことは明らかであろう。

この論文のなかに現れた包摂は、他の部分にも登場している。すなわち、パーソンズの諸

社会の進化的な変動についての基礎的なパラダイムというのは、

分化（ ）（農業社会における世帯が居住単位と生産単位との複合であっ

たものが、産業化によって居住のための世帯と生産のための工場や作業場に分かれる）

適応的上昇（ ）（分化によって経済的な生産性がより効果的にな

り、生産が拡大する）

包摂 （必要な労働力を補充するために以前には排除されていた集団を共同体内の完全

な成員として認める）

価値の一般（ ）（近代産業社会としての一般的なタイプの社会体系

における望ましさを確立する）

とする四つの相のサイクルをなすと論じられているが ）、その三番目にも包摂が現れている

からである。

要するに、分化と適応的上昇によって発展をしてきたアメリカ社会は、労働力や人材とし

て渡ってきた数多くの人種や民族集団を包摂してきた。さらに、パーソンズによって 道

具主義 活動主義 個人主義 自由主義 プラグマティズム によって特徴づけられ

る と言われているアメリカ社会の価値体系の一般化を実現し ）、歴史上特徴的な多元的な

社会を形成してきたということになるのである。さらに、高城和義は、このような アメリ

カ社会が…宗教的にも人種的にも真に多元的な社会になったのは、国民の大多数が 反ファ

シズムのための戦争 にほぼ完全にコミットした第二次世界大戦の経験を画期としている。

…それがなかったならば、アメリカの国民的統一は、はるかに困難であったにちがいない

というパーソンズの見解を紹介している。これは、この反ファシズム戦争の敵国の一つが日

） （前掲訳書 頁）
） （前掲訳書 頁）
） （矢沢修次郎訳 社会類型 進
化と比較 至誠堂 年 頁）
） （進藤雄三訳 アメリカの価値について
の試論 ロバートソン・ ターナー（編）中久郎・清野正義・進藤雄三訳 近代性の理論─パー
ソンスの射程─ 恒星社厚生閣 年 所収 頁）



本であったことを想起すれば 真珠湾攻撃を敢行した日本人に感謝しなければならない と

いうことになるわけで ）、何か歴史の皮肉を感じさせる事柄のようでもある。

さらに、高城は、新進化主義に支えられたパーソンズのアメリカ社会への認識が、アメリ

カ宗教の多元主義と世俗化の進展によって 長期的な文明史的な観点からすれば よりいっ

そうキリスト教的価値に一致した 社会であり、 地上における神の王国（

） に近づきつつある社会にほかならない という確信につながっていたことを取

り上げている ）。かかる見解は、パーソンズのアメリカ社会論の最終版として注目するべき

ものではあろうが、これへの検討は大衆社会論を課題とした本稿の範囲をもはや超えてし

まったように思われるので、別の機会に譲りたい。

むすび

ロシェは 不治の理論病患者（ ） と自称したパーソンズに─もっと

も彼は妻への謝辞に事寄せて経験的問題への関心が強いことも匂わせているのであるが ）─多岐

にわたる多数の経験的エッセーがあったことを紹介し、むしろ経験的な諸研究と理論的な概

念図式の構成とが密接に関連していたことを重視している。しかし、ロシェは、パーソンズ

の研究領域が資本主義の産業社会、とりわけアメリカ合衆国に限定されていたと指摘し、

ウェーバーほどの歴史や文明に対する広範囲な知識には及ばなかった、と述べている ）。つま

り、パーソンズの現代社会論とは、実質上現代アメリカ社会論であったと言うのであるが、

これにはパーソンズが原始社会から幾つもの文明社会を経て現代社会に至るまでの社会進化

論を展開したことを想起すれば若干の異論が感じられる。けれども、最晩年のパーソンズに

ついて見ると、人間存在にかかわる究極的な概念図式をめざしたとも言える 人間の条件パ

ラダイム（ ） の構成を図るとともに ）、現代アメリカ社会の統

合の問題を論じた というタイトルの著作を準備していたこ

とが知られている ）。この未完の遺稿は、パーソンズの没後 年近くを経て

と改題されて漸く刊行されたのであるが、

とにかくアメリカ社会の研究がパーソンズの経験的な研究のテーマとしては終生の課題で

あったと判断しても良いであろう。すなわち、これは、自国民としての学者的な責務として

当然の使命と言い得るものなのであった。

さて、ロシェは、パーソンズが無視できなかった問題として 近代社会が必然的に 原子
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パーソンズと大衆社会論（木村）

化 され、文化的に下落した 大衆社会 であるかどうかという点であった とし、かかる

大衆社会状況の分析がパーソンズの研究テーマの一つであったことを認めている ）。しか

し、この主題は、前節までで見たように、あまり多くは取り上げられたものではなかったこ

とが分かる。その上、ロシェの言う通り、パーソンズは、明らかに大衆社会論が 近代社会

の一面をだけの意義を誇張するため、大衆社会として説明できると考える人々を批判して

いたのであった ）。これも、ミルズに対する言及に見られたように、本稿のなかで確認する

ことができたと思われる。

さらに、ロシェは、パーソンズが アメリカを大衆社会として誇大に記述することを、い

くらか懐疑的な眼で取り扱っている。彼はこの見方が一片の真理をふくむことを認めるけれ

ども、それはあまりに単純化した見方 だ、としていたことも記している。そして、大衆社

会の原子論は、非常に多数の自発的な結社の活動によって 絶えず毀されている という論

旨を紹介している ）。これについては、 いくらか といったような限定的な表現が使われ

ているが、本稿で見た通りパーソンズは はっきり と大衆社会論を批判していたのであっ

た。そして、大衆社会に対峙するはずのアメリカ社会における多元主義の歩みに共感を示し、い

わゆる左右の全体主義からの感染に対処できると見る多元的社会の成立を強調したのである。

つまり、パーソンズは、明らかに危機の社会理論とも言うべき大衆社会論とは異なった視

角から現代社会を論じたのである。もちろん、パーソンズにしても、現代アメリカ社会には

なお解決されなければならない課題が山積していることを知っていたし、ましてや 地上に

おける神の王国 の建設が完成できるなどとは考えてはいなかったはずである ）。しかし、

このような状況にあっても、あるいはあるからこそ、パーソンズは、ネガティヴなものよりも理想

の実現をめざしてポジティヴな社会観を選択したのではないだろうか。

ロシェは、パーソンズのアメリカ社会に対して持っていたイデオロギーが 保守的でも急

進的でもなく、むしろ福祉国家、ニュー・ディール、複合経済の精神を身につけたリベラ

ル と特徴づけているが ）、これは前に取り上げたパーソンズの 年という最晩年の講演

のなかでも彼自身の言葉で 現代アメリカ社会が資本主義とも社会主義ともいいきれない

混合経済 の体制をとっている…スカンディナヴィア諸国ほどではないにしても、福祉国

家の方向へ近づいている として小さな政府を指向する新自由主義的な競争社会と言われる

アメリカへの一般的なイメージとはやや異なった判断を持っていることの表明と符合してい

る ）。彼の共感の置き所が、明確に示されているように思われる。そして、 道具的活動主

義（ ） といわれるアメリカ社会の価値理念を評価するパーソンズ

は、ロシェの言う通り 現状にも革命にも価値を置かず、彼の社会のもつ構造的ダイナミズ

ムと、人間的合理性の進歩を信頼している のであり ）、云わば社会構造の進化によって大

衆社会化状況を十分に克服できる、と考えていたのである。
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