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戦後日本の社会科学とパーソンズ研究
――パーソンズ研究の今日的課題――

高　城　和　義＊

一　はじめに

　近年、戦後日本の社会科学についてレヴューしたいくつかの仕事が公

刊されている。石田雄、田口富久治、富永健一、山口定らの営為は、そ

の代表的なものである（石田雄　1995、田口富久治 2001、富永健一　

2004、山口定　2004）。本稿は、これらの仕事を念頭に置きながら戦後

日本の社会科学を考察し、そのなかに日本におけるパーソンズ研究を浮

かべて、その特質を検討してみようとするものである。そこから、当面

するパーソンズ研究の課題を明らかにすることが、意図されている。

　パーソンズ没後に始まった「パーソンズ・ルネサンス」の興隆は、世界

大の規模に拡大し、その動きは 21 世紀に入ってもなお衰えを知らない。

パーソンズ研究はいまどんな状態にあり、どんな課題に直面しているの

であろうか。本稿は、戦後日本社会科学の遺産をふまえながら、当面し

ているパーソンズ研究の課題を提示しようとするものである。

　かつて内田義彦は、戦後日本の社会科学を「市民社会青年型アカデミ

ズム」と特徴づけたことがある。本稿は、この内田義彦の認識から議論

をはじめてみたいと思う。
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二　「市民社会青年型アカデミズム」としての戦後日本の社会科学

　1　知識青年の諸類型

　内田義彦は、明治期以降に登場した知識青年を、政商型日本資本主義

に対する批判がどう現れているかという視角から、つぎの 4 つの類型に

整理している（内田義彦　1959, 1965）。

　まず最初に登場してくるのが、「政治青年」＝「明治青年」である。こ

れは、「明治初年の動乱から自由民権をへて二十年のナショナリズムに

至る時代に、モラル・バックボーンを形成された者
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

」である。徳富蘇峰

（1863-1957）、山路愛山（1864-1917）、徳富蘆花（1868-1927）が、ここに

位置づけられる。内田義彦が具体的に分析しているのは、この「政治青年」

だけにとどまっているとはいえ、さらに類型だけは提示されている。

　第二は、「明治・大正青年」＝「文学青年」と命名されている類型である。

これは、「それ以後、日清戦争の前後に物心がつき、日露戦争前後の軍国

主義の雰囲気の中で自我
0 0

の覚醒を与えられた者」である。ここに、自然

主義文学、白樺派、漱石の弟子たちが位置づけられる。

　第三は、「大正・昭和青年」＝「社会青年」であり、これは、「大正中期以

降の社会的動乱に思想的
0 0 0

影響を受けた者」とされている。ここには、東

大新人会に集った人々や社会主義者となった人々、総じて社会問題に目

を向けた青年たちがふくまれている。

　第四に登場するのが、「昭和青年」＝「市民社会青年」である。これは、

「『講座派』理論の圧倒的影響を受けながら、それ以後政治的窒息の時代

にそれぞれの専門領域
0 0 0 0

で独自な知的
0 0

活動を開始した者」と規定される。

内田は、「本来の企図からいえば、市民社会青年に一つの重点をおき、明

治の政治青年をこれと呼応させるはずのものであったが、始めてみると

明治に意外の勢力と枚数をついやし、ついに果たしえなかった」（1959, 

一二八頁）と註記しつつも、ここに「武谷三男等の技術論、大河内一男等

の生産力論、大塚久雄等の比較経済史学、高島善哉・大河内一男等の経

済学史研究、丸山真男等の日本政治思想史研究、それに野間宏・木下順

二等の作物等々」を位置づけると指摘している。
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　最後に登場したこの「市民社会青年」たちが戦後日本の社会科学をに

なったことに着目して、内田は戦後日本の社会科学を、「市民社会青年型

アカデミズム」と命名した。彼らのなかには、日本における近代社会の

封建的性格を強調する講座派理論の影響のもとで、日本社会の民主化＝

市民社会化をめざそうとする、「共通の精神的態度」が検出されるからで

ある。

　2　市民社会青年型アカデミズム

　山口定もまた、内田の「市民社会青年」のなかに、「戦後『市民社会』論

のルーツ」（山口定　2004、三九頁）を確認している。だが山口の整理の

しかたには、問題がふくまれている。日本における市民社会論の特殊性

が、充分に意識されていないからである。

　そもそも市民社会を実体において開花させたイングランドに、「市民社

会」という概念は登場していない。ジョン・ロックに、「市民政府」という

概念はあっても、「市民社会」という概念はない。アダム・スミスにも、「文

明社会」という概念はあっても、「市民社会」概念は存在していない。英語

圏において、日本で用いられている意味での「市民社会 civil society」と

いう概念が登場するのは、比較的最近のことである。

　西洋において、この点でドイツは例外的である。市民社会という実体

が長らく成熟しなかったドイツにおいては、ヘーゲルからマルクスにい

たる系譜のなかで、「市民社会Bürgerliche Gesellschaft」概念が登場する

からである。だがこれは日本とは異なり、「ブルジョア社会」概念と重な

りあうものであった。ドイツにおいても、日本で意味されている「市民

社会 Zivilgesellshaft」概念が登場するのは、これまた比較的近年に属す

る。西洋における「市民社会」概念の登場は、1980 年代に顕著になった

ソ連・東欧社会主義体制の動揺と市民社会問題の登場とに触発されたも

のであった。

　日本において、「市民社会青年」によって彫琢された「市民社会」概念は、

日本がめざすべき社会として理想化され、「理念型」として提示されてき

た点で、西洋に比して独特の性格を帯びてきた。これを方法的に裏打ち
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したものが、マルクスとウェーバーを重ね合わせた、「マルクスとウェー

バー」という、これまた独特の視角であった。つぎにこの点について、

検討してみよう。

三　マルクス・ウェーバー的視角

　1　「と」における「か」の問題

　住谷一彦は言う。「日本のヴェーバー研究が有する独自性
0 0 0

はどこにある

かと申しますと、いわばマルクス
0 0 0 0

＝ヴェーバー的なとらえ方、つまりマッ

クス・ヴェーバーのフォア・ナーメであるマックス（Max）をマルクス

（Marx）とおきかえたような、その意味では『マルクスと
0

ヴェーバー』と

いった ------ お互いに補い合うという相補的な
0 0 0 0

かたちでマルクスとヴェー

バーをオーヴァー・ラップさせてとらえるような、そういう問題関心の
0 0 0 0 0

指向
0 0

にある」（住谷一彦　1965、一七三－四頁）。

　この住谷の特長づけを受けて、内田義彦は、マルクスによってウェー

バーをトータルに否定する「マルクスか
0

ウェーバーか」という立場を、「絶

対的剰余価値論」的論理段階と命名し、マルクスとウェーバーを関連づ

けることによって「学問の生産力的姿態
0 0 0 0 0 0

」を発展させようとする「マルク

スとウェーバー」という立場を、「相対的剰余価値論」的論理段階と呼んで

いる（内田義彦　1965、六－一一頁）。ここには内田義彦の事実上の――

明言されているわけではないが――、住谷批判がふくまれている。「相対

的剰余価値」のなかにも、「絶対的剰余価値」が止揚された契機として、当

然ふくまれているからである。

　それゆえ内田は、「マルクスかウェーバーか」という立場と「マルクスと

ウェーバー」という立場とを絶対的に対置するのではなく、「マルクスと

ウェーバー」という立場のなかにも、なお「マルクスかウェーバーか」と

いう問題がふくまれていることを強調する。内田義彦自身は、「それ［『と』

における『か』］（［　］内は、高城の挿入、以下同様）をはっきりさせるこ

とが、交通整理のうえで必要だけれども、その交通整理は、マルクスを

どうふくらませてゆくかという、いまだ不確定な要素が含まれているか
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らなかなかむつかしい」、「ちょっと気の遠くなるような話です。------ と

ても私にはしゃべる勇気がありません」と言って、結局現実には、「と」に

おける「か」を検出せずに終わっている（同、一五頁）。

　にもかかわらず、内田の問題提起は重要である。戦後日本の歴史的展

開過程において、しだいに「と」における「か」の契機が拡大していった

からである。

　2　「マルクスとウェーバー」における「か」の契機の拡大

　敗戦直後、民主化という課題を背負った日本社会において、社会主義

者と「市民社会青年」とは、民主化を推し進めることを目指して、手をた

ずさえることが可能であり、それが有効でもあった。しかし戦後資本主

義が再建され、現実に民主化が中途で挫折すると、資本主義そのものの

もつ問題が徐々に社会の前面に登場する。この段階をむかえると、「マル

クスとウェーバー」という立場にふくまれていた「か」の契機が大きく拡

大していった。マルクスではなくてウェーバーを、という趨勢の拡大で

ある。

　1964 年に東京で行われた「ウェーバー生誕百年記念シンポジウム」を

契機とするウェーバー研究の満面開花は、同時に、マルクスではなくて

ウェーバーをという動向の満面開花でもあった。シンポジウムを組織し

た大塚久雄自身、そうした動向を積極的に推進した一人である（大塚久

雄　1965, 1966、大塚久雄編　1965）。大塚グループのなかからはさらに、

「いわばポジティヴな姿勢で、ヴェーバーとマルクスを比較する」姿勢か

らのエントツァウベルング（Entzauberung 魔術からの解放）を求め、「徹

頭徹尾ヴェーバー的“人間”と“ヴェーバー的問題状況”」に内在しようとす

る志向（安藤英治　1971）や、各国資本主義の類型的特質把握の方法を欠

いた普遍史的発展段階論的発想をマルクス的発想とし、類型的把握をす

べてヴェーバー的とするような、非常に安易なマルクス解釈を基礎とし

た研究史の恣意的裁断（内田芳明　1972）も現れるにいたった。

　このような研究状況のなかで、パーソンズ学の紹介・受容が一気に推

進される。機能主義を基礎としながらも、最も体系的な理論を構築しつ
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つあったパーソンズが、マルクスの体系的な理論に対抗しうる、反マル

クスの支柱と感得されたからである。したがって日本においてパーソン

ズ学は、イデオロギー過剰な形で受容されることとなった。このような

動向は、マルクス理論からの「エントツァウベルング」の明示的な「宣言」

と見ることができる。

　この基礎には、敗戦直後に始められた、アメリカ的思考の輸入・紹介

がおかれていた。アメリカ的な近代経済学をはじめとして、デューイ

John Dewey、ミードG. H. Mead、ラスウェルHarold D. Lasswell、メ

リアム Charles E. Merriam らの「アメリカ的科学」の流入と並んで、や

がてパーソンズ学も導入されていった。1950 年代になると、パーソン

ズ学は、「一部にほとんど熱病的な風景を現出」させたといわれるほどに

なった（高橋徹・北川隆吉　1957、一二四頁）。

　明治以来営々として築きあげられてきた日本の社会科学が、アメリカ

的思考とは異質の、むしろドイツ的思考をその「理論的下部構造」（グー

ルドナーAlvin W. Gouldner）としてきたことに想いをいたすとき、まっ

たく驚くべき転換が起こったということができる。戦時中に醸成された

「マルクスとウェーバー」的視覚は、ウェーバーを媒介とすることによっ

て、さらにアメリカ的科学へと流れていった。むろんこの基底に、アメ

リカによる占領という事態が横たわっていたことはいうまでもない。こ

こに「パーソンズ・ウェーバー的視覚」が登場する。

四　パーソンズ・ウェーバー的視角

　1　マルクス・ウェーバー的視角への対抗

　マルクス・ウェーバー的視角からパーソンズ・ウェーバー的視角への

旋回を鮮明に体現している事例について、二つだけ簡単に挙げておこう。

　まず川島武宜。彼は敗戦直後から「マルクス・ウェーバー的視角」に立

ち、法社会学という新たな学問分野を切り開いていった。彼は、「現実に

われわれがおかれているところの日本の社会における非近代的諸関係の

止揚という現実的課題の解決」を展望するために、「日本の非近代的諸関
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係・非近代的規範と対蹠的な近代的所有権の典型
0 0 0 0 0 0 0 0 0

を描きだし分析するこ

と」（川島武宜　1949、二頁）に取り組むとともに、「われわれの民主化を

今なお強力にはばんでいる」「日本社会の家族的構成」（同　1950）を摘出

する作業に尽力した。

　だが民主化の一時期を経るにつれて、前近代的諸関係というよりもむ

しろ、資本制的関係そのものがもたらす諸問題に直面せざるをえなくな

ること、当然であろう。この段階で川島は、みずからの視座構造を大き

く転換させ、「法社会学の基本的な理論的枠組み」（＝「経験法学」）の体系

化へと乗りだすにいたる。「マックス・ウェーバーの理論の中で比較歴史

学的な側面が、日本の他の社会科学におけると同様に法社会学において

もより多く摂取された」（川島武宜　1958、二〇頁）という認識に立つ川

島は、いまやウェーバーといっても、とりわけ『経済と社会』を中心とし

たカズイスティーク（概念集）に依拠することとなり、その延長線上で

パーソンズを広範に援用することになった。『法社会学　上』（同　1958）

を皮切りに、『経験法学の研究』（同　1966）をへて『法社会学講座』（同　

1972）にいたる過程は、そのことを如実に示している。

　「現代のアメリカ社会科学とマルクスの社会科学とは、そのもっとも

基本的な点で共通している。どちらも生きた肉体的人間から出発するこ

と、人間と人間関係は環境に働きかけつつかつ環境に規定されて変化し

てゆくものであること、社会科学は経験科学として成立すべきものであ

ることは、そのおもな点である」と主張した「社会科学における人間の位

置」（同　1957）は、そうした旋回の明示的な宣言であった。

　政治学の石田雄も、川島と同様の軌跡を示している。丸山学派の一人

として、「マルクス・ウェーバー的視角」を出発点とした石田は、天皇制

国家の政治構造・イデオロギー構造について優れた分析を提示した（石

田　1954, 1956）。この段階の石田は、「方法論的にある系譜をもつ『統治

構造』あるいは政治過程という言葉をさけて『政治構造』というタームを

用いた」（同　1956、三一七頁）ことからも明らかなように、ベントレー

（Bentley 1908）を嚆矢とするアメリカ政治学への批判的視角を、明確に
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保持していた。

　しかしその後の高度成長過程の進行とともに、「天皇制
0

との対決という

姿勢で批判的観点を保ち、そこに内的発条を求めていた状態」からの脱

却を計ろうと考えた石田は、「大衆社会的現象」なかんずく「組織化傾向」

に着目し、圧力団体を中心とした組織論の問題へとテーマを移動させて

いった（石田　1963、一八八－一九〇頁）。このようなテーマの移行と

同時に、接近方法も大きな変化をとげ、いまやアメリカ政治学の概念枠

組みがその基礎とされるにいたる。石田の『現代組織論』（同　1961）は、

このことを明瞭に示している。

　さらに石田は、この『現代組織論』を、なお段階論的・実体論的思考

を残していると自己批判し、「パーソンズ・ウェーバー的」思考の徹底

化の道を進めた。「日本における政治的近代化の型について」（石田雄　

1965）以降の石田は、パーソンズの強い影響下にあったベラー（Robert N. 

Bellah）やアイゼンシュタット（S. N. Eisenstadt）、アーモンド（Gabriel A. 

Almond）等の理論を広範に援用する、「近代化論者」として立ち現れるに

いたった。

　さてひとまず、これまでの議論を概括しておこう。戦争中に発酵し、

戦後に満面開花する「マルクスとウェーバー」という視角は、問題局面が

「反封建＝民主化」から、高度工業社会的な「大衆社会状況」に移行するに

つれて、この視角に本来はらまれていた「マルクスかウェーバーか」とい

う契機を拡大させ、さらにマルクスではなくてウェーバーをという志向

を旋回基軸としつつ、アメリカ的科学である「パーソンズ・ウェーバー

的視角」への傾斜を生みだしていった。この過程でウェーバー学は、ド

イツ的思考、とりわけマルクス的思考からの「エントツァウベルング」の

テコとして機能し、ドイツ的思考とは異質のアメリカ的思考に架橋する

意義をになったと見ることができる。

　最近富永健一は、「一つの同時代学史」という副題をもつ著書において、
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みずからの『社会変動の理論』にコメントして、「私の本はパーソンズ社会

学のパラダイムによる流れとして受け取られ、そのパーソンズ社会学は

マルクス主義社会学に対抗するものとして位置づけられてきた」と回顧

している（富永健一　2004、二五六頁）。高坂健次と厚東洋輔もまた、「最

新の知識に魅了された若くて有能な多くの研究者たちの努力によって、

パーソンズ社会学はマルクス主義に代わる新しいメイン・パラダイムへ

と成長していった」（高坂健次・厚東洋輔　1998、二九頁）と総括している。

　富永や高坂らが言うように、日本においてパーソンズ学が、反マルク

ス理論として、イデオロギー過剰なかたちで受容されてきたことは事実

である。だがそれがゆえに、パーソンズのシステム論が、アメリカにお

いて、機能主義による現実世界の断片的把握への歯止めとして機能して

いたことや、ましてパーソンズ学が、徹底したリベラルな思考であった

こと、マルクスへの対抗というよりもむしろ社会民主主義的思考であっ

たことなどは、ほとんど意識されることさえなかった。パーソンズの多

数の弟子たちが、総じて徹底したリベラリストであり、社会民主主義的

思考をもっていることを、どう理解するというのであろうか。

　2　「パーソンズとウェーバー」における「か」の契機

　さらにここには、もう一つの問題がある。「パーソンズとウェーバー」

という視角のなかにも、マルクスとの関係ほどではないにせよ、「パーソ

ンズかウェーバーか」という問題がなおふくまれているからである。

　かつて筆者は、パーソンズとウェーバーが、「鉄の檻」問題をめぐっ

て、真正面から対立する立場に立っていると指摘したことがある（高城

　2003、第二章・展望、参照）。ウェーバーは、『プロテスタンティズム

の倫理と資本主義の精神』の末尾において、将来、「官僚制的化石化」の進

行の結果、社会システムは「鉄の檻」と化し、人間個人の自由や創造性を

奪ってしまう結果となるという、ペシミスティックな将来展望を表白し

ていた。これにたいしてパーソンズは、ウェーバーを初めて読んだとき

から違和感を覚え、ペシミズムに陥ったウェーバー理論を克服しようと、

生涯、新たな理論構築に邁進した。
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　現代社会をどう理解するかという点で、ウェーバーとパーソンズとは、

非常に異なった立場に立っていたというこの問題を検討することなくし

て、パーソンズとウェーバーとの理論的関係を理解することはできない。

にもかかわらず研究史上、この問題に取り組む作業は、ほとんど行われ

てこなかった。

　むしろ日本においては、高度成長が進むにつれて、「大きな物語の終焉」

が語られ、社会科学のほぼすべての分野で、研究は細分化・断片化され、

大問題は忘れ去られていった。文字通り、「イデオロギーの終焉」の時代

が到来したと見ることができる。イデオロギー過剰なかたちで受容され

てきたパーソンズも、他方ではマルクスも、ともに読まれなくなってし

まった。「市民社会青年型アカデミズム」という独特の特質をもった戦後

日本の社会科学は、一時代の終焉を迎えたと言うべきであろう。

　だが社会科学の新段階を形成するためには、これまでの社会科学の遺

産に立ち返り、それをふまえて再出発を図らなければならない。その兆

しもまた、登場しているのかもしれない。「市民社会論ルネサンス」が語

られ、「パーソンズ・ルネサンス」が進行しているからである。「市民社会

論ルネサンス」については別稿に譲り、ここでは、「パーソンズ・ルネサ

ンス」について考えてみることにしよう。

五　パーソンズ・ルネサンスの進展

　パーソンズ没後、にわかにパーソンズへの関心が復活し、「パーソンズ・

ルネサンス」と呼ぶことができる状況が発展していることについては、

すでに触れたことがある（高城　2002、第一章、高城　2003、はしがき、

参照）。現代社会において、一方では精子バンクや試験管ベビーに象徴

される生殖技術や脳死・尊厳死問題に見られる終末期の諸問題は、人間

の生と死が単純に神の領域であるとはいえなくなっている新たな事態の

出現を意味している。他方ではオゾン層の破壊に象徴される環境問題や

核問題が、地球の存立そのものにかかわる大問題として登場している。

このような難問に立ち向かおうとするとき、最も体系的な理論を構築し
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つつ、鋭く現代的諸問題に取り組んできたパーソンズに立ち返ろうとす

るのは、むしろ自然の成り行きであろう。

　事実パーソンズ・ルネサンスの勢いは、21 世紀に入ってもなお衰える

ことなく、むしろ加速されているようにさえ見える。2002年には、東京

とニューヨークでパーソンズ生誕百年記念シンポジウムが開催された。

その報告書もすでに公刊されている（富永健一・徳安彰　2004、Fox et 

al　eds.  2005）。ゲルハルトによるパーソンズの伝記的研究（Gerhardt 

2002）は、パーソンズの初期と中期に重点がおかれ、後期と晩期につい

てはまだほとんど手つかずであるという点で残念ではあるが、貴重な貢

献である。ヴィクター・リッツのパーソンズ論（Lidz 2000）やトレヴィー

ノが編集した新たなパーソンズ研究（Trevino 2001）も出版された。

　いくつかの雑誌でもパーソンズ特集号が出されている。Journal of 

Classical Sociology（vol.5, no.3, 2005）の「現代の古典タルコット・パー

ソンズ Talcott Parsons: A Modern Classics」と題する特集号には、ゲル

ハルト（Gerhardt 2005）、スメルサー（Smelser 2005）、ブライアン・ター

ナー（Turner 2005）、ジャクソン・トビー（Toby 2005）らの、興味深い

論稿が掲載されている。

　さらに今年になって現れた American Journal of  Economics and 

Sociology（vol.65, no.1, 2006）の「解釈　対　記憶：新経済社会学にお

けるタルコット・パーソンズの早すぎる退陣 Interpretation Versus 

Embeddedness: The Premature Dismissal of Talcott Parsons in the 

New Economic Sociology」という特集号は、パーソンズがハーヴァード

を定年退職する年（1973 年）の 3 月 10 日に、ブラウン大学で行ったセミ

ナーの記録を軸としている。この記録は、ヴィデオテープとして残され

ていたものであるが、最近、『タルコット・パーソンズにおける経済と社

会』の著者であるホールトン（Holton 1986）によって、偶然発見された。

この『私の生涯と仕事』と題するセミナーを組織したマーテル（Martel, 

Martin U.）が亡くなったいま、この発見はきわめて貴重である。この特

集号は、この記録を活字にするとともに、この内容にたいする多数のコ
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メントと解析を掲載したものである。

　じつはこの翌年の春にも、パーソンズはブラウン大学で「コールヴァー

記念講義」を、3 回にわたっておこなっている。これも未公刊であるが、

これはほぼ公刊可能な形で、『諸社会の進化』と題された記録として残さ

れている（ハーヴァード古文書館、所蔵）。これも公刊が待たれる材料の

一つである。日本でも今年になって『社会学研究』（79 号、2006 年）が、

「パーソンズの知的遺産」と題する特集号を組んでいる。今年、パーソン

ズ自身の未公刊の遺書も、ついに出版された（Parsons 2007）。これはパー

ソンズが死の直前まで筆を入れていたアメリカ社会論の大著である。編

集に大変な労力を要したであろうと推測することができる業績である。

　21 世紀に入ってから目についただけでも、これだけの成果が出されて

いることからみて、パーソンズ・ルネサンスが継続中であることは、明

らかである。パーソンズ・ルネサンスのなかで出されている研究は、そ

れまでのイデオロギー過剰な議論が影を潜め、パーソンズに内在した丹

念な解析が行われていることに、重要な特徴がある。しかも、パーソン

ズ死後の 1980 年代に利用可能となったパーソンズの厖大な未公刊資料

の発掘・解析が研究の主流となっている。このような作業を通じて、徹

底したリベラリストであり、社会民主主義的志向をもっていたパーソン

ズの、よりトータルな新しい像に結実することが期待される。そこから

さらに、21 世紀にふさわしい新たな理論体系が生みだされてくるであろ

うからである。

六　展望――パーソンズ研究の今日的課題――

　このように、ここ六〇年のあいだに、日本において、パーソンズをめ

ぐる思想状況は大きく変動してきた。いまなおパーソンズ・ルネサンス

はつづいている。にもかかわらず残された課題は無数にある。若干の大

きな課題だけでも、列挙してみようと思う。

　まず第一に、パーソンズの未公刊資料の発掘・公刊・解読がつづいて

いるとはいっても、それはなお初期パーソンズにかぎられており、中期・
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後期・晩期パーソンズについては、今後の課題として残されている。初

期パーソンズについてさえも、未公刊の草稿に手がついただけで、厖大

な書簡・講義ノート・研究メモなどの解析はまだほとんど手つかずのま

まである。近年、パーソンズの若い時期の弟子たちがあいついで亡くな

り、彼らが所蔵していた書簡や未公刊の資料が利用可能となりつつある。

この厖大な資料のなかには、ハーヴァード古文書館所蔵のパーソンズ・

コレクションにはないパーソンズの資料や書簡がふくまれている。これ

らを発掘・解析する作業も、今後の課題である。

　第二に、パーソンズとアメリカ知識社会との関係を具体的に解明する

課題がある。とくにパーソンズと、「アメリカ大学教授連合 AAUP」、「ア

メリカ文芸・科学アカデミーAAAS」、「アメリカ社会学会ASS，ASA」、

ハーヴァード大学との関係、さらには彼とロバート・K・マートン（Robert 

K. Merton）、ジョン・リレイ（John W. Riley, Jr.）、サミュエル・スト

ウファー（Samuel A. Stouffer）らとの関係は、さらに詳細に明らかにさ

れなければならない。そうすれば、パーソンズやパーソンズ学派のアメ

リカ知識社会においてもった意味が、具体的に描きだされることとなろ

う。この作業は、アメリカ社会科学史を跡づける課題に直接接続するに

ちがいない。これらの諸関係を解明するための未公刊資料や記録は、大

量に眠っている。くわえてさらに、コロンビア大学所蔵のロバート・K・

マートン・コレクション、ジョン・リレイ・コレクション、バーナード・

バーバー・コレクションなど、厖大な未公刊資料や書簡がつぎつぎと出

現しつつある。いまや理論的・学史的な研究は、未公刊資料をも利用し

なければならない段階に立ちいたっているというべきであろう。

　第三に、1951年の『行為の一般理論をめざして』に結実する、2年間に

わたる緊密な共同研究の内実を解明する課題がある。ハーヴァード大学

社会関係学科を基礎としながら、やがて全国に広がったこの統一社会科

学運動が、なぜ、どのようにして可能となったのかを明らかにすること

は、戦後アメリカにおける社会科学の特質を解明することにつながるか

らである。とくにパーソンズと、エドワード・シルズ（Edward A. Shils 
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シカゴ大学）、エドワード・トールマン（Edward C. Toleman カリフォ

ルニア大学、心理学）、ゴードン・オルポート（Gordon W. Allport 心理

学）、クライド・クラックホーン（Klyde K. M. Kluckhohn 人類学）、ヘ

ンリー・マレイ（Henry A. Murray）、サムエル・ストウファー（Samuel A. 

Stouffer）らとの討議内容を明らかにすることができれば、非常に学際的

な共通の理論枠組みを作りあげてゆく過程を、具体的に知ることができ

るはずである。そのための厖大な記録が、カナダのパーソンズ研究者ウィ

リアム・バックストン（William Buxton）によって発見された。この宝

の山は、まだひもとかれていない。解明が急がれる課題である。

　第四に、パーソンズのアメリカ社会論を解析する課題がある。彼が死

にいたるまで書きつづけていた遺著が公刊（Parsons 2006）されたいまこ

そ、この課題に立ちむかう好機である。この遺著と、1960年前後に彼と

ウィンストン・ホワイト（Winston White）との共著として公刊を予定し

ていた『アメリカ社会論』（Parsons c.1960）とを比較しつつ、そのほかの

パーソンズの論稿や興味深いホワイトの著書（White 1961）をも分析に

加えることが、ことのほか重要である。パーソンズ学の焦点の一つがア

メリカ社会論におかれていたことを想起するとき、それを解析する作業

がいまだほとんど果たされていないことは、パーソンズ研究の最大の欠

落であるといわなければならない。

　最後に、パーソンズの法社会学を分析する作業が、まだ手つかずであ

る。彼は後期になって、とりわけ法社会学研究を重視しており、ウェー

バーの学問をも、法社会学が基軸をなしていると見なすようになってい

た。それゆえ彼は、しばしばハーヴァード大学ロー・スクールでゼミナー

ルを開講したり、ロー・スクールのスタッフと共同研究をつづけていた。

彼の若い弟子であるジョン・アキュラ（John Acula）がこの分野で仕事

をしており、パーソンズとの共同研究のノートも遺されている。緊急に

手をつけなければならない分野である。

　以上のような当面する課題を追究しながら、戦後日本における社会科

学の遺産である市民社会論と、現代社会把握との関連を追究しなければ
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ならない。そのさい、こんにち欧米で展開中の市民社会論をも念頭にお

きながら、市民社会における契約関係と現代社会における信託関係との

関連把握に、意を用いなければならない。契約関係が、対等平等な当事

者が自己利益追求のために取り結ぶ関係であるのにたいし、信託関係は、

医師－患者関係や教師－学生関係が示すように、専門職が顧客の利益の

ために働くよう信託されて取り結ぶ関係であるという点で、両者はまっ

たく異質の関係であると見ることができる。晩年パーソンズが重視した

この信託関係と契約関係とを、現代社会把握のなかでどう意味づけ、ど

う位置づけてゆくのかを考察する必要がある。

　もちろん現代社会把握のためには、地球の生態学的危機や核の危機の

ような地球の存立そのものにかかわる問題や、遺伝子操作・不妊治療・

臓器移植などの先端医療技術が突きつけている生命倫理問題などの難問

――神が人間に突きつけた「懲罰」ともいうべき難問、とパーソンズは考

えていたが――、これらの難問を避けて通ることはできない。パーソン

ズ自身晩年になってこれらの難問に立ちむかうために、社会・行為シス

テムのみならず、生命システムや宇宙システムをも包括する「人間の条

件パラダイム」という、壮大な理論体系の確立をめざしていた。パーソ

ンズの死によってこれは果たされることなく終わっている。われわれは

パーソンズをさらに超えて、これらの難問に答える努力をしなければな

らない。

　筆者もまた、これらの課題にむかって、牛歩の歩みをつづけていくほ

かはないと考えている。
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