
1958）として捉えた。係る概念規定の眼目は，
今まで境界が曖昧であった文化と社会の両概念
を，分析の上で明確に区別したことにある。さ
らにパーソンズは，文化と社会からパーソナリ
ティ，行動有機体，物理的な外部環境を分析的
に切り分けることにより，両システムおよびこ
れに附随する下位要素間の複雑な相互関係の認
識を目指すものとして，自身の理論体系を「文
化の社会学（sociology	of	culture）」の名で強調
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１．パーソンズの文化概念が抱える
　　陥穽とその超克の試みがもつ意義

　社会学の文脈において，文化に関する包括的
な分析枠組の定式化に努めたのはT.パーソンズ
である。彼は文化を，「人間の行動を形づくる
要因としての，価値，観念，その他のシンボル
的に有意味なシステム」（Kroeber	and	Parsons	
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パーソンズ文化概念の超克可能性
　─文化的転回との関連から─

The	Overcoming	Possibility	of	Parsons	Cultural	Concept
─ From	the	Relevance	with	Cultural	Turn ─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白　石　哲　郎

抄　録
　
　人類学者であるC.ギアーツが先鞭をつけた「解釈学的転回」は，とりわけ文化を分析の主軸に据
える後期近代の社会科学者に多大な影響をもたらし，「文化的転回」の潮流を生む契機となった。「社
会的なものから文化的なものへ」というパラダイム・シフトは，意味の社会学（意味学派）をはじめ，
同時期に台頭した他の人文・社会科学にも共通して認められる傾向である。一方で，文化的転回と
通底する問題群に関し，いちはやく定式化に努めた社会学者がT.パーソンズであった。彼自身が「文
化の社会学」の名でさらなる純化を志向した行為システム論は，「文化システムと社会システムの相
互依存と相互浸透の分析」に動機づけられており，その問題関心自体は，普遍的な妥当性をもつもの
として評価すべきである。
　しかしながら，社会構造の均衡を重視する機能主義的パラダイムに立脚しているがゆえに，また分
析的リアリズムの姿勢に徹しているがゆえに，パーソンズの文化概念は「二重の現実遊離性」を孕ん
でおり，文化と社会をめぐる今日的状況の分析にそのまま援用することは困難である。　　
　本稿の目的は，「文化的転回」を構成する三つの次元のうち，文化の概念規定次元からパーソンズ
の「文化の社会学」を再定式化することにある。本論では第一に，ギアーツにも影響を与えたS. K.ラ
ンガーやE.カッシーラーのシンボル概念に関して，社会科学における文化概念としての有効性を吟
味し，第二に，カルチュラル・スタディーズの抗争的かつ流動的な文化理解を摂取することで両名の
シンボル概念のさらなる補完を試みる。このような段階的，連続的な取り組みは，パーソンズの文化
概念が抱える陥穽の超克を企図したものである。

キーワード：文化的転回，文化の社会学，シンボル，文化の概念規定，カルチュラル・スタディーズ



した（Parsons	1961）。むろんこのことは，彼の
機能主義的パラダイムにおいて，文化が一貫し
て中核的な地位に位置づけられてきた事実と密
接に関係している1）。ただ，パーソンズがあえ
て「文化の社会学」という名辞を用いた最大の
動機は，文化およびその下位要素と社会との「相
互依存」に加え，「相互浸透

0 0

」まで踏み込んだ
分析を推し進めることにあった。　
　パーソンズの構造機能主義ではシステム論的
な構成がとられ，「文化システム」という概念
が適用される。それは，「行為の志向（orientation	
of	action）」（行為状況に対して個々人が抱く諸
観念）が，本来的に時間と空間を超えて伝達可
能なシンボルとして具象化したものである。し
たがって，文化システムは人間行為を分析する
ための準拠枠，すなわち「行為の関係枠（action	
frame	of	reference）」として，「パーソナリティ・
システム」や「社会システム」とともに導出さ
れ，発展されてきたものなのである。
　当初，「動機志向」（行為者が社会的ないし
非社会的な客体との関係を通じて欲求性向
の充足を求めること）の三様式――「認知的

（cognitive）」，「カセクシス的（cathectic）」，「評
価的（evaluative）」――に応じて，「認識的記号

（信念）のシステム」（行為状況の認識にかかわ
る知識や観念といったシンボルの体系），「表出
的記号のシステム」（欲求性向の充足というカ
セクシス的な志向を直接的に統合しているシン
ボルの体系），「評価的記号（規範的観念）のシス
テム」（役割期待とサンクションの構成基盤と
なる相互的な権利と義務のパターンを規定する
シンボルの体系）の三つの下位システムに分類
された（Parsons	and	Shils	eds.	1951）。このう
ち評価的記号のシステムは，さらに「価値志向」

（行為者が選択を許容されている場合，一定の
諸標準にすべてを委託し，これを遵守していく
こと）の三つのパターン，すなわち「認識的標準」，

「鑑賞的標準」，「道徳的標準」に分類される。
　後に文化システムの三つの分類様式は，「外

的−内的（external-internal）」，「手段的−成就的
（instrumental-consummatory）」分類軸と照応
するAG I L図式とサイバネティックなコント
ロール・ハイアラーキー原理との関連におい
て，A：認知的システム，G：表出的シンボリ
ズム，I：評価的システム，L：実存的システ
ムの四つに再構成された（Parsons	1961）。この
うち，文化の実存的要素は，観念的記号のシ
ステムに属していた非経験的・実在的な哲学
と非経験的・評価的な宗教観念が，「意味志向

（meaning-orientation）」の根拠と本質的に関与
している新たなカテゴリーに吸収されたもので
あり，ほかの下位システムを上方から統制して
いる（L→ I→G→A）。つまりそれは，実存的な
諸問題に対する志向の根底にあるような，「人
間的状況（human	condition）」についての一般
的な世界観ないし定義と関係しているのである。
　パーソンズにとって文化概念の彫琢は，彼自
身が「文化の社会学」の主題に据えた「社会シ
ステムと，文化システムまたは文化の下位シス
テムとの相互依存と相互浸透の分析」（Parsons	
1961＝1991：121）を発展させるためには不可欠
な営為であった。とくにほかの行為システムと
の関係において文化システムを問題にする際，
価値（規範）としての道徳的標準に重要な意義が
付与される。社会システムとの関係については
後述するが，パーソナリティ・システムに内面
化された道徳的標準は，パーソナリティ（単位
行為者）の欲求性向の一部を構成し，その持続
的な充足を統御するのである。
　本論の主たる目的は，パーソンズが志向し
た「文化の社会学」を，その準拠枠をなす文化
概念の妥当性を争点に，「文化的転回（cultural	
turn）」の見地から再定式化することにある。
文化的転回とは，後期近代の社会科学における
知的趨勢を表わす総称であり，社会関係や社会
構造といった所謂「社会的なもの（the	social）」
を不断に編制していく文化の自律的側面，ある
いは文化それ自体の流動性に照準する。後期近
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代以降，文化を社会の従属領域に押し込める認
識を相対化するものとして，欧米の社会科学者
の間で文化的転回は評価され受け入れられてき
た。例えば，その名を著書のタイトルに付した
F.ジェイムソンは，社会に対する文化の構制的

（constitutional）な影響力の高まりを，自身のポ
ストモダン論における中心的な主題として扱っ
ている（Jameson	1998）。
　とくにC.ギアーツが提唱した「解釈人類学」
は，文化をいかに定義づけるべきか，またいか
なる見地から文化を説明し，そのためにいかな
る理論的な定式化を試みるべきか，という三つ
の問題圏において，文化的転回を橋頭堡とする
社会科学者たちの指針をなすものであった。こ
のことは，アメリカ社会学会発行の『現代社会
学』（contemporary sociology,	1996）において，過
去四半世紀の社会学に最も影響を与えた10冊の
ひとつに，ギアーツの『文化の解釈学』が選
出されている事実2）から窺い知れるばかりでな
く，欧米における「文化社会学」の再興を促し
た潮流として，意味学派（ミクロ社会学），構造
主義的な記号論やグラムシ流のマルクス主義な
どとともに，ギアーツの解釈人類学からの影
響が現に指摘されているのである（Münch	and	
Smelser	1992;	Bonnell	and	Hunt	eds.	1999）。
　ギアーツが先鞭をつけた文化の意味論的分
析，すなわち，当事者間の重層的な意味付与過
程を集合的なコンテクストとの関係において理
解する「厚い記述」は，後期近代の社会諸科学
に「解釈学的転回（interpretive	turn）」と呼ば
れる潮流をもたらした。ギアーツは，論文執筆
や講演を依頼してきた研究者たちについて，「何
を望んでいたにしても，彼らが得たのは『解釈
人類学』，それも私流のである」（Geertz	1983＝
1999：8）と主張し，自身が，人文・社会科学に
おける地殻変動の一翼を担ってきたことを暗に
自負している。V. E.ボネルとL.ハントが，文
化的転回に立脚した社会科学について「自らを
確固たる解釈学とみなす学問」と強調するよう

に，ギアーツの『文化の解釈学』が，因果法則
の発見と検証から，解釈的説明へのパラダイム
転換の震源地となったことは疑いようのない事
実なのである（Bonnell	and	Hunt	eds.	1999）。
　文化的転回を導入した社会理論は，事例解釈
のための有効な概念枠組を必要とする。つま
り，特定の時代と地域における

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

文化が，或る集
団や個人にとって共時的にいかなる意味をもつ
のかという「解釈的説明は，……ブルクハルト
やウェーバーやフロイトのような構築物として
姿を現す」（Geertz	1983＝1999：36）のである（実
際にM.ウェーバーは，カルヴァン派信徒が自
分たちの職業生活にどのような意味づけを行っ
ていたのかを説明する際，周知のとおり「世俗
内禁欲」という理念型を構築した）。なかでも
基底的な枠組たる文化は，解釈可能な「意味の
網」として措定される。実際にボネルとハント
は，文化的転回の共通傾向として，「社会的な
もの」の問い直しや，実証主義に代表される因
果的説明パラダイムの解体とともに，「象徴的，
言語的，表象的体系としての文化の措定」をあ
げている（Bonnell	and	Hunt	eds.	1999）。
　文化的転回に対する解釈人類学の影響は，そ
の文化概念からも推測できる。ギアーツは，行
為をめぐる「意味の問題」に光を当てたM.ウェ
ーバーを引き合いに出し，人間が，論理的推論，
芸術的創作，宗教的儀礼，神話的想像，科学的
閃きを通じて様々な表現活動を営む存在である
以上，「文化の概念は……本質的に記

セミオティック

号論的な
ものである」（Geertz	1973a＝1987：6）と主張した。
つまり，文化は「意味を持つシンボル体系（言語，
絵画，神話，儀礼）」（Geertz	1973a＝1987：82）
なのである。
　有意味的な表象体系として文化を概念化する
試みは，理論の意義を事例分析への寄与に見出
すギアーツ自身の視座と密接に連動しており，
このことは人類学者として，「異質な他者」と
の対話の可能性を追究した彼の知的作業が，文
化的転回を一般的に特徴づける，三次元間の関
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係に反映されていることを示している。すなわ
ち，（1）概念規定の次元（シンボリズムとしての
文化の措定）は，（2）理論構成の次元（文化によ
る国家，経済，法，政治の編制原理の定式化）
の前提であり，（2）は，（3）方法論の次元（事例並
びにその集合に関する解釈的説明）の推進を動
機づけとしている。	
　パーソンズの「文化の社会学」を，文化的転
回における概念規定次元から再定式化する一義
的目的は，現代の人々が自分たちの文化をいか
に理解しているのかについて，我々が理解する

0 0 0 0 0 0 0

上での指針となるような準拠枠を新たに設定す
ることにある。このような煩雑な手続きが求め
られるのは，文化と社会との複雑かつ流動的な
関係性の分析にとって桎梏となりかねない，「二
重の現実遊離性」をパーソンズの文化概念が孕
んでいるためである。
　それは第一に，たとえ主観的に行われる行為
であったとしても，論理的に矛盾のない科学的
構成概念をもって捉えられるとする，「分析的
リアリズム」のスタンスに起因する問題である。
パーソンズは，観察者という超越的視点から，
パターン変数やAG I Lに代表される一般概念図
式を仮構することによって，高度に機能分化し
た近代社会の分析を試みた。彼の機能主義的パ
ラダイムでは，「社会的領域での経験的利用の
ための体系的な理論図式の展開」（Sprondel	ed.	
1977＝1980：200）が企図される。人間行為や社
会・文化現象に関する因果定立のための「普遍
理論」を目指す演繹法的アプローチは，一方で，
自然的態度と相互主観性にもとづく「日常生活
世界（alltägliche	Lebenswelt）」から遊離した「誇
大理論（grand	theory）」（C.W.ミルズ）との批判
をあびることになる。その構築と展開において
論理的洗練をきわめたパーソンズの理論体系は，

「内側の論理によってそれを形成する……大が
かりな抽象化に基づく」（Geertz	1973a＝1987：
43）形式主義的傾向を濃くしていったのである。
　看過できないもうひとつの問題として，客観

主義的見地から導出されたパーソンズの文化
概念は，A.W.グールドナーが「パーソンズは，
肉体をもった生身の個人をもっとも目立つもの
からもっとも目立たないものへと転換している
のである。それは，あたかも……肉体をもち社
会化された個人が視野の外に消えてしまうよう
である」（Gouldner	1970＝1975：82）と論難した
ように，経験的な生活世界で人々が営む「日常
的思考活動」からも遊離している。A.シュッツ

（Schutz	1973a）は，一般の行為者が自分たちの
社会的経験を解釈するために用いる「一次的構
成概念」の上に，社会科学的な構成概念が定位
されねばならないと強調したが，文化的経験に
ついても，その当事者があらかじめ選択し，意
味づけしている事例に即した「二次的構成概念」
を措定しなければならない。つまり，社会科学
における文化概念は，実際のシンボル体系を解
釈する生活者たちの日常的ないし常識的な思考
と矛盾していてはならず，双方の間に一貫性が
保たれている必要がある（このことは，シュッ
ツが科学的概念を構成するにあたって充足され
るべき公準のひとつにあげた「適合性」にかか
わる問題でもある）。　　
　文化概念の主観主義的見地からの再措定は，
J. F.リオタール（Lyotard	1979）が「無数の言語
ゲームが交差する織物」と形容した社会関係の
重層性――ディアスポラ・コミュニティの混在
状況に顕著に表れている――が，ここ四半世紀
の間に急速に進行してきた事実ひとつとってみ
ても，いっそう重要な試みといえよう。
　パーソンズの文化概念が抱える第二の陥穽は，
社会構造の内部で現実的に生じる対立や葛藤か
らの遊離である。生涯にわたってパーソンズを
貫いていた研究関心は，あくまで「社会秩序が
いかにして維持されるか」であり，文化システ
ムの議論はこの問題と密接に関連している。と
くに評価的記号システムのなかでも道徳的標準
は，社会システムに制度化されることで「役割
期待の部分」となり，システム内での相互作用
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は，そうした集合的な価値（規範）の内面化にもと
づく役割遂行のパターンとして安定することにな
る。このように，パーソンズにとって文化の評価
的要素は，パーソナリティ単体の行為のみならず，
社会的相互行為過程をも含めた「行為システム
の最上位の統合のテクニックをあらわすもの」

（Parsons	and	Shils	eds.	1951＝1960：269-270）
に位置づけられており，この意味で社会統合の
支軸をなす文化要素なのである3）。
　パーソンズの機能主義的パラダイムが「均衡
理論」や「同調理論」と批判されるのは，規範
的文化が社会構造に果たす統合調和的な働きを
過度に強調するためである。このような偏向は，

「それ自身を維持してゆくのに必要なすべての
欠くべからざる条件を，その内部にもっている
ようなタイプの」（Parsons	and	Shils	eds.	1951
＝1960：42）自己保存的体系として社会システ
ムが位置づけられているように，パーソンズが

「閉ざされたシステム」として，比較的完結性
の高い中期近代の国民国家=全体社会を暗黙の
前提に据えていたことと無関係ではない。
　パーソンズが社会システムの議論で重視する
のは，制度化された価値（役割期待と結びつく
ことで，それ自体を規範的ルールとして再構成
する道徳的標準）を社会構造の統合基盤

0 0 0 0

として
機能させる諸原理である。そもそも社会シス
テムには，「自己維持への傾向」をもつような
諸部分の相互依存，すなわち，静的ないし動的
な均衡が存在する。ただし，いずれの均衡もで
たらめな展開をたどるというわけではなく，体
系内の諸部分を両立させようとする一定の制約
が働いている。また社会システムは，それ自体
が内的均衡をもつ多くの部分的体系（親族集団，
社会層，教会，宗派，経済的企業体，政治団体）
によって構成される，「巨大な動的均衡」の体
系である。その内部で，いずれかの部分的体系
に不安定が生じた場合，一部分の均衡の崩壊
か，あるいは体系全体の均衡の崩壊を招くこと
になる。それゆえ社会システムは，「一般的な

意味での均衡を，環境に対しての一定の境界内
で維持しようと」（Parsons	and	Shils	eds.	1951
＝1960：171）すべく，「社会化」と「社会統制」
という，行為者の動機づけを保持するふたつの
主要なメカニズムをそなえている。むろん，こ
こでの動機づけとは，規範的に規定された役割
期待に対する同調である。
　社会化のメカニズムは，個人が将来に出会う
であろう，いくつかの主要な役割期待に対し，
それらへの同調を達成する上で不可欠な「学習
過程のメカニズム」であり，一般化，模倣，同
一視がとくに重要となる。例えば，規範的ルー
ルとしての一般的な役割期待は，家族内での愛
着に伴われた同一視によって，子供の人格の一
部分として内面化される。幼少期から作用する
社会化のメカニズムの眼目は，「広いレベルの
一般化で，行為者に，彼がその生涯において
やがて後におそらくおかれるであろう諸種の
役割のための準備をさせること」（Parsons	and	
Shils	eds.	1951＝1960：365）にある。
　社会統制のメカニズムは，社会化が不十分な
ために生起する「逸脱行為」に対して，「安定均
衡ないし動的均衡に社会システムを維持してお
こうとする……機能にほかならない」（Parsons	
and	Shils	eds.	1951＝1960：365-6）。とくに重要
な役目を果たすとされるのが，「報酬と阻害の
巧みな操作による，いろいろの関心への人為的
な同一化」（便益や報酬の配分に直接かかわる
権威の行使），「隔離（insulation）」，「偶然的な

（contingent）再統合」4）の三つである。
　社会システム内で相互依存する諸部分のうち，
とくに文化の評価的要素が体系全体にパターン
化された秩序をもたらすというパーソンズの立
論において，社会の支配的な価値（規範）には同
調し得ず，それゆえに苦悩する人々の「せめぎ
あい」を問う視点が後景にしりぞいている。パー
ソンズにとって，民族，人種，世代を異にする
小集団は，「社会秩序ないし均衡を崩壊させて
しまう逸脱行為への傾向が作り出されること
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となる」（Parsons	and	Shils	eds.	1951＝1960：
365）がゆえに，社会統制の直接的な対象とみな
される。つまり，「異質的成員」――それぞれ
が独自の社会化のメカニズムに従っているとい
う意味において――による矛盾と亀裂を孕んだ
文化的諸営為は，専ら社会秩序のリスク要因に
押し込められ，彼の「文化の社会学」からは排
除されているのである。
　近代に入り国民国家の統合に寄与してきた文
化は，グローバルに条件づけられた存在論的な
変容（ontological	shift）を背景に，20世紀後半以
降，それ自体が差異性と多様性を増すなかで絶
えざる変容の只中にある。従来の同質的な価値

（規範）が担ってきた欲求性向の構成と相互行為
過程の安定は，もはやすべての集合体成員を包
摂する機能ではなくなっており，しかも価値と
いう概念そのものが，文化に対するアイデンテ
ィティとコノテーショナルな意味（connotation）
――社会的・歴史的コンテクストに規定された
動機，関心，感情の相互主観的様態――へと内
容を大きく変えつつある。
　パーソンズ理論の重大な難点は，支配的価値

（規範）の社会化が困難な「次の世代の……その
土地に生まれた者や移民」（Parsons	and	Shils	
eds.	1951＝1960：365）に言及する場合，あくま
で「動機づけの保持」の見地から，サンクショ
ンによる統制対象という認識に終始とどまって
いることにある（Parsons	and	Shils	eds.	1951）。
したがって，現代における文化と社会との動態
的な関係性を理論化するためには，「価値の多
元性」，すなわち，社会変動の契機となり得る「異
質的成員」同士の対立や葛藤に照準可能な文化
概念が求められるのである。
　パーソンズの「文化の社会学」を文化的転回
の問題圏（文化をいかに概念化するか）のうちに
位置づけることによって，社会状況の変化に即
した理論を新たに編成する手立ては，観察者の
客観的視点に立つパーソンズの文化概念を，行
為者=日常生活者の主観的視点に立ったものへ

と置換した上で，多様な文化主体間のコンフリ
クト的側面を思考可能なものへと補完するとい
う，ふたつの段階からなる。
　一方で，「相互浸透」というパーソンズの標
榜する主題は，文化の問題を扱う社会理論に通
底する終極的なプロブレマティークとして，常
に念頭に入れておく必要がある5）。我々が文化
的転回への全面的な準拠を留保すべきなのは，
この立場に立つ理論家の多くが，文化を与件的・
絶対的な「常数」ではなく，流動性に富む個々
の「変数」とみなすにもかかわらず，文化に及
ぼされるはずの社会的なフィードバックを捉え
きれていないためである。
　ともすれば，社会に対する文化の創造的契機
に関心を傾注するきらいがあるのは，機能主義
的パラダイムへの反動に起因するところが大き
い。確かにパーソンズの「文化の社会学」は，
文化システムを三項関係で説明していた頃から
一貫して，社会秩序の均衡に重点が置かれてい
る。しかしながら，その底流に流れる「相互浸
透」を問わんとする姿勢は，文化から社会への
インプット，社会から文化へのアウトプットの
絶えざる円環構造を定式化する上で，むしろ有
効な理論的指針を提供するものなのである。と
はいえ，文化的転回の超克可能性を機能主義的
社会学の見地から論証するためには，あまりに
も多くの紙幅が必要となるため，この問題につ
いては別の機会に譲りたい。
　本節以降，主観性とコンフリクト性の両軸か
らパーソンズ文化概念の再措定を試みるが，そ
の鍵となり得るのは，「シンボルの哲学」と「カ
ルチュラル・スタディーズ」である。まずは，
パーソンズの文化概念を主観的な枠組へと再措
定するにあたって，S.K.ランガーとE.カッシー
ラーのシンボル概念がもつ妥当性について論考
したい。
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２．パーソンズ文化概念の主観的
　　枠組への再措定

　確かに我々は，文化的転回の旗手となったギ
アーツの宗教概念のなかに，パーソンズの文化
概念（実存的システム）の影響を看取することが
可能である6）。しかしながら，ギアーツの一貫
した研究関心は，従来の人類学が軽視してき
た「諸シンボルに具体的に表されている，意味
の体系の分析」（Geertz	1973a＝1987：208）に向
けられていた。ギアーツの解釈人類学に連なる
文化的転回が，シンボル体系として文化を捉え
るとき，自然科学的な因果定立を重視したパー
ソンズとは，本来的に分析のベクトルを異にし
ているのである。したがって，機能主義的社会
学と文化的転回との間で中心的な対立軸をなし
ているのは方法論をめぐる目的性であり，文化
の概念化面での両パラダイムの相違は，所与の
事例に関し，「因果的説明の枠組としてどれだ
け有効か」，「解釈的説明の枠組としてどれだけ
有効か」，という理念上の相違に還元されると
いっても過言ではない。「理論構成の臨床的な
性格においては，概念化というものは，まさに
すでにえられた資料の解釈を行うことに向けら
れる」（Geertz	1973a＝1987：46）とギアーツが
確言していたように，文化的転回に通底するス
タンスとして，文化概念と事例解釈とが乖離し
ていてはならないのである。　　
　パーソンズ以上に，ギアーツの文化概念に影
響を及ぼしているのは，ランガーとカッシーラ
ーである。「意味を持つシンボル体系（言語，絵
画，神話，儀礼）」（Geertz	1973a＝1987：82）と
いうギアーツの文化観は，まずもってランガー
による「意味状況（meaning	situation）」の概念
を継承したものである。ランガーは，「言語に
よって表現できないその領域からは無意味以外
のなにものも伝達されえない」（Langer	1957a
＝1960：104）とする，現代認識論の見解を否定

し，シンボルを言語・芸術（音楽）・神話・宗教
（祭式）の四つに範疇化することによって，既存
の論理学とは一線を画す独自の哲学を展開し
た。彼女にとってシンボルは，現代の「創造的
観念（generative	 idea）」――フーコー的な「エ
ピステーメー（épistémè）」ともいえる――で
あり，かつてのスコラ哲学におけるキリスト教
精神やデカルト主義と同様，「大概念（grande	
idée）」として急速に勢力を拡大した後，然る
べき省察を経ることで，準拠枠としての永続
的な地位を適用範囲の限界内において確立する。
ランガーの影響の下に，ギアーツが文化を四つ
の有意味的領域に範疇化し，これに創造的観念
としての人類学的意義を認めたのは，「タイラー

（E. B. Tylor）の有名な『最も複合的な総体』とし
ての文化の概念に代わるものとして，よりせば
めた，限定し，理論上いっそう強力な文化の概
念を用いること」（Geertz	1973a＝1987：5）の重
要性を理解していたためである。実際にギアー
ツ自身，十字架やチュリンガ，かの「ゲルニカ」
を「観念の理解できる形象化，知覚しうる形に
固定した，経験からの抽象，思想，態度，判断，
希望，信仰の具体的な表現」（Geertz	1973a＝
1987：152）とみなす際，係る理解が，ランガー
によるシンボル概念の定義に従ったものである
ことを言明している。
　さらに，ギアーツが文化について，人間の行
動を広汎に秩序づける非遺伝的なプログラム

（制御装置）として強調するとき，カッシーラー
の思想をも踏襲している7）。カッシーラーによ
れば，人間は「直接的な必要および願望によっ
て生きているのではない」のであり，生得的な
要素の支配する物理的宇宙ではなく，「シンボ
ルの網」（言語，科学，芸術，神話，宗教）が源
泉をなすような，抽象的思念と理想的想像の宇
宙に生きているという。「人為的な媒介物を介
入せしめずには，何物をも見たり聴いたりする
ことはできない」（Cassirer	1944＝1953：36）と
いう公理から，カッシーラーは人間を「アニ
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マル	・シンボリクム（シンボルを操る動物）」に
定位したが，ギアーツもまた，「文化パターン―
―意味あるシンボルの体系……としての文化」

（Geertz	1973a＝1987：79）がなければ，人間は
無為と情動のカオスに絡めとられた「精神の容
器」にすぎなくなってしまうと主張する。
　パーソンズの文化概念を主観的枠組に置き換
える試みは，同概念が抱える第一の現実遊離性
の超克と連動している。とりわけランガーとカッ
シーラーのシンボル概念がもつ再措定先

0 0 0 0

として
の有効性は，ほかの記号概念にはない「三つの
間接呈示的特性」から看取することができる。

①シンボルに内在する第一の特性
　――表象の相互主観性
　ランガーは言語について，「確かに人間の最
も重要な表現の手段であり，生活を営む上で最
も特徴的な，普遍的な……人間性のしるしであ
る」（Langer	1957a＝1960：51）と指摘する。彼
女がその本源を言語――複数の語が線状に並ぶ
ことで形成される命題（複合的シンボル）――に
見出した普遍性とは，「表象の相互主観性」で
ある。論弁的な言語の運ぶ「表象（conception）」
は，慣習的な辞書と統辞規則（syntax）に従っ
ているため，非モナド的なものとして，すなわち

「人々が思想伝達する他の人たちの心にもある
観念」（Locke	1690＝1976：87）として，集合体
成員の間で分有されているのである。また，言語
を通じた表象の分有は，カッシーラーが「象徴
系（symbolic	system）」と呼ぶような，人間に固
有の抽象化能力に依拠している（Cassirer	1944）。
　「前科学的な日常語は，以前に構成された既
成の類型と特性の宝庫である」（Schutz	1973a
=1983：62）とシュッツも述べるように，とくに
コミュニケーション手段として我々が日常的に
用いる言語は，現実的な適応ないし解決の処方
として先人たちが生み出してきた共有財産とし
ての無形の観念を貯蔵している。さらに附言す
れば，新語創出に代表される「類型創出的な類

型化」（西原	1998：129）に顕著なように，言語
はその集団的目録に追加可能な未来の観念に対
しても開かれているのである。
　むろん，シンボルの第一の特性は言語にの
みそなわったものではなく，ほかの「意味状
況」からも看取される。とくに芸術は，非有意
味的な構成単位（点・線・面・リズム・塊）の同
時かつ全体的=空間的な配置によって，「情感
の複雑な生命的過程」を分節化する「現示的形
式（presentational	 form）」の典型である。とは
いえ，「悲劇を執筆している芸術家は，個人と
して絶望したり，はげしい精神的動揺を感じる
必要はない」（Langer	1957b＝1983：29）とラン
ガーが強調するように，現示的なシンボルの運
ぶ情緒的観念（芸術的趣意）も，論弁的なシンボ
ルの場合と同じく非独我的な表象であることに
違いはない。ランガーにとって，専ら「言語の
限界を研究した論理学者たち」の定言――初期
のウィトゲンシュタインに代表される「語りえ
ぬものについては，沈黙せねばならない」――
は性急であり，「文法的な表現形式に適合しな
い諸事物……それらは，論弁的な言語以外の或
るシンボル体系図式によって，表象されること
を要求する事がらにすぎない」（Langer	1957a
＝1960：107）。したがって，筆舌に尽くし難い
感情の微妙な複合態を芸術が呈示したとしても，
それはヒューム的な「印象」というわけではな
い。とくに音楽は，作曲家自身の「内心の動き
の兆候」（Langer	1957a＝1960：101）ではなく，
人間のもつ諸感情についての認識を論理的に表
現（expression）する，「非個人的で流通性のあ
る……観念内容」（Langer	1957a＝1960：268）
のシンボルなのである。
　宗教もまた，芸術と同様の原理に支持されて
いる。例えば祭式は，その場にいるすべての者
を，E.デュルケムが「集合的沸騰（effervescence	
collective）」と呼んだ忘我的な興奮へと駆り立
てていく。しかしながら，そこでの感情の激発
は，個人による生理的表出の動機からは切り離
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された「習慣的な反応」であり，聖物への客観
化された観想を相互主観的に喚起させるための
表現において招来されたものなのである。咆哮
と舞踏とからなる一連の所作が「情感のシンボ
ル」と呼べるのは，それが「自己表現的

0 0 0 0 0

ではな
く，論理的な意味での表現」（Langer	1957a＝
1960：188）にほかならないためである。

②シンボルに内在する第二の特性――象徴系
　の拡張を可能ならしめる機能的価値　
　シンボルは，行為者が同じ社会集団の成員で
ある限りにおいて「表象の相互主観性」を前提
とするような，いまひとつの特性を内在してい
る。		
　カッシーラーによれば，「シグナルは物理的
な『存在』の世界の一部であり，シンボルは人
間的な『意味』の世界の一部である。シグナル
はオペレイター（操作者）であり，シンボルはデ
ジグネイター（指示者）である……シンボルは
ただ機能的価値のみをもっている」（Cassirer	
1944＝1953：43-4）という。シグナルは，人間以
外の動物の間でも用いられる伝達手段であって，
物理的な存在=外的な対象（object）との間で一
対一の関係を形成する。カッシーラーはパブロ
フの実験を例にあげ，「ベルの音」が「エサ」
の代理刺激をなす合図ないし信号であることを
強調する。ベルの音を聞いた犬は条件反射とし
て涎をたらすが，このときベルの音とエサの間
には解釈にもとづく「観念連合」が成立してい
る。つまり，ベルの音は「エサの時間」を理解
させる解釈過程を介して，一定の生理的反応を
犬に引き起こすのである。また「雷鳴」という
自然的な兆候も，これを聞いた人間に「豪雨の
到来」を予見させることで，窓を閉める，洗濯
物を取り込む，といった一連の行動を，まさに
オペレイターのごとく半ば条件反射的にとらせ
る。したがって，対象の現実的な事態のみを伝
達する性質上，シグナルの知覚主体に能動的な
解釈を行う余地はない。

　翻ってシンボルの場合，或る対象を「指し示
す」以外に記号としての強制力はなく，その形
式からいかなる観念化を行うかは，知覚主体の
精神に許容されている。つまり「機能的価値」
とは，能動的な「読み」を解釈者（interpretant）
に保証する働きといえるのである。人間は「創
造的な情動のうちに，希望と恐怖に，幻想と幻
滅に，空想と夢に生きている」（Cassirer	1944
＝1953：36）とカッシーラーが強調するように，
シンボルに固有の機能的価値は，解釈者による
象徴系の営為を，彼のいう「理想界」にまで伸
張させる。したがってシンボルは，日常言語
や科学的言語の世界を超越した感性的な諸領域

（宗教的世界，芸術的世界，夢の世界，空想や
ファンタジーの世界）についても思念せしめる
のであり，第二の特性たる機能的価値において，
シュッツのいう「一段高次の秩序の間接呈示的
指示関係」8）なのである（Schutz	1973b）。

③シンボルに内在する第三の特性――表象の
　「転移可能性」ないし「距離化」
　さらにシンボルは，知覚主体に対して，彼
の「実際的に到達可能な範囲内の世界」を超え
たところに位置する対象についても解釈を促す。
事物ではなく，その表象を「意味する」という
基調において，シンボルは時間と空間の頸木を
解かれているのである。　
　シンボルの第三の特性，すなわち「実在領域
からの（時間的・空間的な）自立性」は，伝達者
の「いま」と「ここ」を超越した世界へ向けた
表現であり，我々がその根源呈示されている形
式面から観念化を試みる対象には，シュッツの
概念を用いれば，現在時制に属する「同時代者

（Nebenmenschen）」のみならず，本源的に過
去時制に属する「先行者（Nachfahren）」も含
まれる。例えば印刷された講義録は，科学者の
思想体系を，彼とは異なる地域あるいは時代に
位置する人びとに対しても教示する。係る自立
的伝達の経験は，シュッツが「間接呈示的関係
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の構造変化を支配する諸原理」のひとつとして
看取した，「担荷体の相対的無関連性」ゆえに
可能となる（Schutz	1973b）。つまり，それがど
のような材質で印刷され何語で書かれていよう
とも，講義録に収められた意味に根本的な違い
はないのである。また学術書の類は，時間的・
空間的に隔たった複数の読者の意識生を，多様
な「限定的意味領域」9）に属する当時の，ある
いは当世の科学的世界に誘ってくれる。同様の
意味機能は，宗教的儀礼や神話，芸術作品に加
え，政治的な言説にさえも見出すことができよ
う。つまりシンボルは，同時代者や先行者の日
常的な思惟のみならず，より超越的な観念をも
我々に対して間接呈示するのである。
　シンボルの三つ目の特質は，間接呈示者（知
覚主体にとっての解釈対象）が「共在者（con-
sociate）」以外の場合，シュッツがむしろ「サ
イン（sign）」に認めていたものである（Schutz	
1973b）。シュッツにとってサインは，私の「実
際的な到達可能な範囲内」からの他者およびそ
の世界の超越に対処する手段を構成している。
すなわちそれは，空間移動によって「潜在的に
到達可能な範囲」となるような同時世界に暮ら
す他者，あるいは「彼らの過去の行為を体験し，
しかもその体験が私の行動の理由動機になって
いる」（Schutz	1976=1991：89）ような「先行世
界（Vorwelt）」を生きた他者について喚起せし
める担荷体である。したがってその特徴は，間
接呈示する形式と間接呈示される内容とが，い
ずれも日常生活の世界に帰属しているという点
にある。とはいえ，シュッツがサインに看取し
た超越的な他者存在の「理念的類型化」として
の解釈は，シンボルに固有の意味機能としてラ
ンガーとカッシーラーが重視していたものでも
あった。
　実際にランガーは，或る可感的な対象から時
間と空間を隔てた主体に対して，当該の事物な
いし事象を喚起（観念化）させる働きを論弁的シ
ンボルに見出している。「語の表示する対象が

存在もせず，期待されない場合でも，語の含蓄
〔内包〕がシンボルに残っているために，われ
われは……その対象について考える

0 0 0 0 0 0

ことができ
るのである」（Langer	1957a＝1960：77）。また
カッシーラーは，自身が「関係的思考」と呼ぶ
ものについて，可感的諸対象を抽象的・理念的
に関係づけたり，所与の関係を同じく抽象的・
理念的に理解するような，人間に固有のシンボ
ル的知性に位置づけている。我々が，自分たち
の「いま」と「ここ」に現前していないふたつ
以上の対象を対比させたり，結合・分離したり
できるのは，係る思考活動が，事物や事象の論
理的＝抽象的な認識を可能にする命題言語に媒
介されているためである。したがって，関係性
の「『意味』を把握するために，人間は，もは
や，具体的な感覚の素材，すなわち視覚的，聴
覚的，触覚的，運動感覚的，素材に依存してい
ない」（Cassirer	1944＝1953：52）のである。

３．ランガーとカッシーラーの
　　シンボル概念が孕む陥穽

　ここまでの議論を通じて強調されるように，
ランガーとカッシーラーの思想体系では，「い
ろいろな事物を記述し，その関係を表現し，相
互作用の法則をいい表わし，……さらにその上，
すき間なく並んだ音声や文字を用いて，意志，
感情の伝達ができる」（Langer	1957b＝1983：
25）発話者，聖物の印されたチュリンガに触れ，
それが発する音を聞くことで祖先の息吹や病の
治癒を実感する宗教的儀礼の参加者，巨大な
キャンバスに描かれたゲルニカを前にして，言
い知れぬ「激情」――ピカソ自身のそれではな
い――に襲われる鑑賞者といった，ほかならぬ
日常生活者たちが文化の主体に定位されている。
理性のみならず感性の領域にまで及ぶ「日常
的思考活動の論理学」（Schutz	1976=1991：137）
を展開したランガーとカッシーラーのシンボル
概念は，主観的な文化概念（意味論的な解釈枠

10

佛大社会学　第39号（2014）



組）として，パーソンズの客観主義的な文化概
念（因果定立のための準拠枠）に取って代わる有
力な候補なのである。
　一方で，両名のシンボル概念には批判的に吟
味すべき難題も残されている。なんとなれば，

「意味状況」に囲まれながら象徴系としての思
考活動を営む主体として，素朴に「それが真で
あると信じられている

0 0 0 0 0 0 0

」（Schutz	1973b=1985：
188）知識によって世界を自明視する「同質的成
員」が暗々裡に想定されているためである。こ
のような前提は，パーソンズと同様，ランガー
とカッシーラーも集合体のメンバーに均等に配
分されたものとして文化を捉えていることを示
唆している。したがって，彼女らの提起したシ
ンボル概念を，行為者の主観性にまなざしを向
けているという点だけで，文化─社会間の今日
的関係性に照準した理論体系の基部に新しく据
えるならば，その本質主義的な認識ゆえに，「異
質的成員」に特有の意味（共示義）やコンフリク
トを説明できないという陥穽に陥ることになる。
パーソンズの文化概念が孕む第二の現実遊離性
を超克するためには，主観的枠組に置換された
文化概念を，多元化する価値というヘゲモニッ
クな問題まで射程に入れた枠組へとさらに発展
させなければならないのである。
　次節では，係る問題の突破口としての可能性
を，カルチュラル・スタディーズに見出したい。

４．ランガーとカッシーラーのシンボル
　　概念の社会科学的な補完可能性

　カルチュラル・スタディーズは，1960年代に
イギリスで興った文化研究の潮流であり，英語
圏を中心に影響力を拡大してきた。当初は労働
者階級の生活文化に関心が向けられ，とくに
H.ホガートは，アメリカ型大衆消費文化の受容
をめぐる世代間のせめぎあいを浮き彫りにした

（Haggart	1958）。
　1968年に，S.ホールがバーミンガム現代文

化研究センター（The	Birmingham	Centre	 for	
Contemporary	Cultural	Studies：CCCS）の 所
長に就任したことを契機として，カルチュラル・
スタディーズは，より「通俗的な文化テクス
ト」に焦点化するようになった。ホールの功績
は，レヴィ =ストロース，フーコー，アルチュ
セール，バルトらに代表されるフランス構造主
義の思想を，ポピュラーカルチャーやサブカル
チャーの分析に導入したことにある。　
　70年代に入り，CCCSでは，R.ウィリアムズ
やE. P.トンプソンらの「文化主義」とホールに
先導された「構造主義」という，「ふたつのパラ
ダイム」が対立軸を形成するようになる。前者
では，文化が主体による集合的・身体的な諸実
践を通じて歴史的に織りなされていく側面を強
調し，後者では，文化の意味や価値が，主体の
経験よりもむしろ無意識の「言語論的コード」

（テクスト間の示差的対立）によって生み出され，
さらに主体そのものが言説的に構成される側面
を強調する。このように，両パラダイムは研究
の前提を異にするものの，文化を国家や民族の
形而上学的理念や唯物史観モデル（下部構造−
上部構造の二元論的図式）に還元するのではな
く，「意識的・無意識的な集団営為の所産」と
みなす点では共通している（吉見	2000）。
　確かに「構造主義」は，コードという差異の
体系において意味作用（signification）を不断に行
う脱中心的な文化主体を思考可能にしたが，「文
化主義」の立場からみれば，没歴史的で，静態
的な存在に主体の概念を固定してしまう傾向を
孕んでいた。ただ，「構造主義」の立場から「文
化主義」の限界を指摘したホール自身，テクス
トや言説の構造のみならず，それらの生産と流
通の歴史的な場と契機にどのような人々がかか
わっているかに関して，カルチュラル・スタ
ディーズが焦点化するようになってきたことを
認めている。「カルチュラル・スタディーズの
理論が，他から区別できる特徴とはまさに，一
般化をことごとく嫌い，歴史的コンテクストの
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特異性
0 0 0

にどこまでもこだわるという点に求めら
れる……カルチュラル・スタディーズは，類似
と差異との複雑な相互関係や，歴史的に特異な
事情に，とくに注意を払うようになった」（ホー
ル	1999：15）。
　自らの文化理論の準拠枠を，因習的な唯物史
観モデルからグラムシ流のヘゲモニー概念に軌
道修正したウィリアムズの影響も相まって，80
年代以降のカルチュラル・スタディーズは，階
級，人種，民族，セクシュアリティ，ジェンダー
が複雑にからみあう重層的な「抗争の場」とし
て文化を捉えるようになる。係る認識の眼目は，
文化をポリティカルな闘争の資源とみなすこと
で，「日常性において作動する権力」の問題に
まなざしを注ぐ点にある。　
　このような展開の背景には，研究者自身がヘ
ゲモニーに対峙せざるを得ない価値の主体とし
て，階級的なマジョリティ集団のみならず，同
じマイノリティ集団との間でも人種や性の差異
ゆえに対立と葛藤を余議なくされている状況が
ある。従来の社会科学のような客観的視点では
なく，当事者の主観的視点から問題設定を行い，
その文脈に適した分析手法を選定していくとこ
ろに今日のカルチュラル・スタディーズの特徴
を看取できるのである（丸山		2010）。「文化の政
治学」のスタンスをより鮮明にするようになっ
てからのカルチュラル・スタディーズは，「文
化が全体として取る方向について一連の問いを
立てるという使命」，すなわち「文化と，経済
や政治，社会や知の構造や傾向とのより広範な
関係を問題にするという使命」（ホール	1999：
13）の担い手として，後期近代の社会科学とも
共鳴する研究を積極的に推し進めていった。
　カルチュラル・スタディーズの台頭は，ボネ
ルとハントが「ディシプリンの再編」と呼ぶよ
うに，文化的転回が社会科学にもたらした重
要な帰結である（Bonnell	and	Hunt	eds.	1999）。
ポストコロニアリズム，多文化主義，同性愛，
フェミニズムといった多様な争点を扱うカル

チュラル・スタディーズは，日常生活のなかで
作動する身体的=微視的な権力の分析に有効な
枠組と方法を社会科学者に提供したのである。
　文化的転回とカルチュラル・スタディーズ
の繫がりに関しては，理論的定式化において
前者がいかに雑駁な様相――ギアーツ（Geertz	
1983）の正鵠を射た表現に倣えば「ジャンルの
混淆」――を示そうとも，共通の傾向として，「文
化主義」的な構成をとる点に見出すことができ
る。つまり文化的転回は，文化を社会によって
つくりだされる従属的存在とみなす傾向に抗し，
むしろ身体に根差した諸実践，すなわち，シュッ
ツ的意味での「労働（working）」のなかで不断
に生起し展開されていく歴史的・自律的存在と
して強調するのである。
　ランガーらのシンボル概念を社会科学の文化
概念として彫琢するにあたって，カルチュラル・
スタディーズから摂取すべきは，流動的かつ抗
争的な文化理解である。カルチュラル・スタデ
ィーズでは，当初より高尚文化／低俗文化とい
う二分法を斥け，「大衆的なもの」，「非エリー
ト的なもの」を主題としてきた。つまり，グロ
ーバルな資本主義的動機と結びついた「ポスト
モダニズム」（Jameson	1998）や，より分散的な
下位集団に担われるサブカルチュラルな行動様
式である。これらは，いずれも「国民」として
単純に包括困難な新しい世代の若者や，社会的
なマイノリティ集団が主体の中軸をなしている。
カルチュラル・スタディーズが文化を単純な「支
配階級」対「従属階級」の図式に還元しないの
は，同じ階級の内部であっても，複数のテクス
ト解釈が衝突し，意味の正当性をめぐる人種間，
世代間のせめぎあいが絶えず生起しているため
である。
　A.ウェーバーにせよM.シェーラーにせよ，過
去の文化社会学者が絵画，音楽，彫刻，演劇と
いったシンボリズムの表出的領域を歴史におけ
る一回生起的な創造物とみなすとき，一部の文
化的エリート――「少数の人格」たる「指

フューラー

導者，
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覚者」（Scheler	1926=1978：26）――
を暗黙の前提としていた。同様の傾向は，ミケ
ランジェロ，シェイクスピア，バッハ，ハイド
ン，ベートーヴェン，シューマン，リスト，ワ
グナーらの作品を，優れた現示的シンボルにあ
げるランガーとカッシーラーの思想にも顕著
である（Cassirer	1944,	Langer	1957a；1957b）。
一部の教養層および，彼らの手ほどきを通じて

「観照」に必要なコードを学ぶ一般国民といっ
た，「同質的成員」と素朴に結びつける本質主
義的な文化概念10）を解体し，アイデンティティ
や意味をめぐって不断に抗争が展開される流動
的なテクストとして文化を措定する視座に，カ
ルチュラル・スタディーズを取り入れる最大の
意義を見出すのである。
　例えば，P.コーエンは，ロンドンのイースト
エンドでフィールドワークを行い，労働者階級
の若者を主体とするサブカルチャーを，「服装

（dress）」，「音楽（music）」，「スラング（argot）」，
「儀礼（ritual）」という四つの下位システムから
なる「シンボル体系（symbolic	system）」とし
て概念化した（Cohen	1999）。イーストエンド
で暮らすモッズやスキンヘッズは，中流階級文
化への評価をめぐって対立する一方で，親世代
の禁欲的な行動規範や価値規範への反発と同調
という，「オイディプス（Oedipus）」的とも形
容すべき矛盾する情緒的関係を，それぞれのス
タイルを通じて表現していたのである。つまり
モッズもスキンヘッズも，世代間での快楽主義
的な消費文化の受容をめぐる価値に加え，世代
内での「労働者階級のホワイトカラー化」に対
する価値がせめぎあう抗争の場をなしていたの
である。コーエンのケースは，若者の間で呈示
されるサブカルチャーの観念が，世代を同じく
するがゆえに重複的であると同時に，スタイル
を異にするがゆえに乖離的でもあるという屈折
した相貌を示している。
　「同質的成員」を前提に据えたランガーらの
シンボル概念を，「文化の社会学」の基底概念

としてさらに補完する方途は，パーソンズが「逸
脱」として周縁化していたポピュラーカルチャ
ーやサブカルチャーを解釈学的にアプローチす
べき事例の中心に移行した上で，当事者同士の
対立や葛藤の実態を反映させた「意味状況」へ
と，そのつど修正することである。係る帰納的
な手続きによって，前節で概括したシンボルの

「三つの間接呈示的特性」がけっして普遍妥当
なものではなく，特定共時的なコンテクスト（時
代背景や社会環境）からの制約下にあることが
強調されるし，新しい「意味状況」の主体とし
て，多様な価値においてせめぎあう「異質的成
員」が個別に設定されることになる。
　文化的転回の概念規定次元から「文化の社会
学」を再定式化する試みは，パーソンズの客観
主義的・規範主義的な文化概念の超克過程と同
義である。つまりそれは，文化的転回と地続き
の関係にあるカルチュラル・スタディーズの文
化認識を摂取することで，ギアーツに多大な影
響を及ぼした表象の哲学者たちのシンボル概念
を，さらに価値の多元性=コンフリクト性に照
準可能な枠組へと発展させる連続的，段階的な
実践なのである。
　手探りとはいえ本稿で論考してきたことは，
社会理論における文化概念とは，H. G.ブルー
マーのいう「感受概念（sensitizing	concept）」
――「本質的にはものごとを感受するための道
具」（Blumer	1969=1991：191）――としての役
割を担うものでなければならないという理念に
根差している。すなわち，今日の文化を問う上
で求められるのは，シンボライズされた事物・
事象がもつ個別的性質を引き出す指針となるよ
うな枠組なのである。したがって，我々が志向
すべき「文化の社会学」は，パーソンズが考究
した演繹法的な一般理論からは距離を置かざる
を得ない。
　かつてギアーツは，「文化の研究はどうして
も法則を探求する実験科学の一つにはならない
のであって，それは意味を探求する解釈学的な
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学問に入る」（Geertz	1973a＝1987：6）と立言し
たが，パーソンズによる「文化の社会学」の批
判的吟味をとおして，解釈や意味の分析が通奏
低音をなすような「社会科学の文化理論」を確
立する課題は，越境化と流動化が加速する後期
近代ないし「高度近代（high	modernity）」（A.ギ
デンズ）の文化と社会をとりまく状況に鑑みれ
ば，なおのこと重要であろう。そもそも「概念
は活動に対する道具的な有効性を持つという
こと」，つまり研究者による実践的な「活動を，
効果的にしろそうでないにしろ，方向づけする
ものでもある」（Blumer	1969=1991：216）以上，
本稿での取り組みは，そうした課題に対処する
ための端緒をなすものなのである。　
　

注

１）パーソンズが文化にとりわけ大きな意義を付
与している点については，後期の「一般行為シ
ステム（general	action	system）」を構成する下
位システムのなかで，文化システムが最高次の
L次元に据えられている事実からも明らかであ
る。つまり文化システムは，「制御要因のハイ
アラーキー」において，上方からI次元の社会
システム，G次元のパーソナリティ・システム，
A次元の行動有機体をコントロールしているの
である（Parsons	1966,	1971）。

２）ボネルとハントは，10冊のなかでも，ギアー
ツの同著とM.フーコーの『監視と処罰』（1977），
P.ブルデューの『実践理論の概要』（1977）の3冊
に関して，社会科学における文化研究を根本的
に転換させた分水嶺的な著作として評価してい
る（Bonnell	and	Hunt	eds.	1999）。

３）パーソンズは，社会システムとしての「集合
体とは，共通の価値体系でもって，その成員た
ちを統合したものと定義されるであろう」（Par-
sons	and	Shils	eds.	1951＝1960：303）と言明し
ている。

４）パーソンズは，「偶然的な（contingent）再統
合」の一例として精神療法をあげる。それは
パーソナリティの側からすれば，純粋な治療を
目的としていても，社会システムの観点からみ
れば，「病人の逸脱性への動機づけが弱められ，
同調への積極的な動機づけが強められるような

ある状況へさらし出す」（Parsons	and	Shils	eds.	
1951＝1960：369）働きにおいて，社会統制のメ
カニズムなのである。

５）パーソンズによれば，文化と社会を「相互浸
透的なシステムとみなす考え方を発展させるこ
と」（Parsons	1961＝1991：118）によって，ド
イツ文化社会学（Kultursoziologie）の乗り越え
が可能になるという。パーソンズは，「実在的
要因（Idealfaktoren）」と「観念的要因（Real-
faktoren）」との「相互浸透」の問題を追求しき
れなかったことが，A.ウェーバーらの議論が困
難に陥った主な原因であったと指摘する。

６）芸術，科学，イデオロギーと同じく，ギアー
ツが「文化パターン」として宗教を強調する際，

「究極的な耐久可能性の肯定に関する問題」に
その意味論的関心が向けられている。彼によれ
ば，世界宗教であれ，土着的な民俗宗教であれ，

「人間は苦しむために生まれる」という命題を，
「一般的な存在の秩序の概念」（Geertz	1973a＝
1987：151）の根底に据えないような信仰体系な
どほとんどあり得ず，神聖なシンボルは，生を
いかに苦しむかを理解させることを通じて苦難
に耐え得る情調を人々に付与するという。一方
で，パーソンズが定式化した文化の下位システ
ムは，ハイアラーキー状に配列された四つの下
位要素からなるが，ギアーツの宗教概念に影響
を与えたと推測されるのは，実存的システムの
うち，最低次に布置する「遂行（performance）」
または「業績達成（achievement）」と，三番目
に布置する「宇宙の秩序の本質についての観念」
である。まず前者は，大なり小なり「献身的な
いしは禁欲的な営為」（Parsons	1961＝1991：32）
というかたちをとる，信仰上の命令遂行であ
る。例えば，カルヴァン派信徒が努めた「天職

（Beruf）」としての職業労働は，M.ウェーバー
のいうように，神の栄光を増すべしという命令
の実行であり，献身と禁欲が徳目の中心をなし
ている。しかもカルヴィニズムの説く「予定説」
は，富の弛まぬ蓄積を通じて救済の確信に至る
まで，「内面的孤独」という苦痛を信者たちに
強いることになる。また，「遂行」や「業績達
成」は，実存的システムの下位要素の二番目に
布置する「命令遂行のための場としての領域の
意味」を前提としている（「神の王国」を建設
すべくカルヴァン派信徒が天職に励んだ舞台は
世俗という，日常生活領域である）。そして，「宇
宙の秩序の本質についての観念」（下位要素の
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最高次に布置する宗教哲学的意味における「究
極的実在」が前提をなす）の場合，それ自体は，
やはり「生をいかに苦しむか」を根底的命題に
据える経験超越的な意味基盤であるが，「遂行」
という経験的な行為を正当化するような，つま
り，そうした命令遂行に伴う苦痛を規範的に耐
えさせるような，ギアーツ的な意味でのエート
スを生むのである。

７）ギアーツは，人間が自らの行動や生活環境を，
「象徴的に媒介されたプログラムに身をゆだね
ることによって」（Geertz	1973a＝1987：83）歴
史的に方向づけてきたことを強調する。彼によ
れば，人類の生物学的発展と文化的発展は，直
線的に前後したかたちではなく，むしろ相互助
長的に生じたという。我々の最も直接的な祖先
は，道具制作や狩猟を通じて運動機能を発達さ
せたが，同時にその経験が文化活動のさらなる
成長を促すことによって，大脳に劇的な進化が
引き起こされ，ホモ・サピエンスへと進化し
た。さらに係る遺伝的変化は，より組織的な狩
猟採集の方法や家族生活，宗教的儀礼およびこ
れに用いるところの絵画――古代のフレスコ画
は，W.ベンヤミンが「礼拝的価値」と表現した
ような，儀式的機能と不可分であった――の創
出と継承という文化的フィードバックをもたら
してきたのである。こうしたギアーツの見解は，
A.ウェーバーの名を出すまでもなく，文化と文
明とが混同されているきらいがあるものの，「文
化から独立して存在する人間性などというもの
はない」（Geertz	1973a＝1987：83）という姿勢に
関しては，終始一貫しているのである。

８）シュッツにとってシンボルとは，目印，指標，
サインのように，行為者がその身体を通じて「実
際的ないし潜在的に到達可能な範囲内の世界」
に属する事物の状況や他者の思惟を間接呈示す
るのではなく，そうした日常生活の世界を超越
した諸観念を喚起させる働きにおいて，「一段
高次の」担荷体に位置づけられている（Schutz	
1973b）。

９）シュッツは多元的現実のなかでも，十分に覚
醒した人々が自明性のなかで相互行為する日常
生活の世界を「至高の現実」と呼ぶ。また，限
定的意味領域間の越境（移行）は，劇の幕があが
る際に体験する気分や感情の昂ぶり，キルケ
ゴール的意味での「信仰の飛躍」，「私心のな
い」観察者としての科学的態度への切り換えと
いった「特定のショック」を契機に，至高の現

実に対する自然的態度が放棄されることで生ず
る。シュッツは，「これらの意味領域のひとつ
へのこうした相互主観的な参与が行われるすべ
ての場合に」，シンボルという「『物質的誘因ま
たは物質的基盤』の存在が前提にされている」

（Schutz	1973b=1985：181）ことを強調する。
10）従来の文化社会学者や表象の哲学者における

本質主義的な文化理解については，例えばラ
ンガーの場合，「情操教育」としての芸術教育
を通じて，「世界に表現性と情緒的趣意を与え
る，そういった芸術家の眼を養うこと」（Langer	
1957b＝1983：87）の重要性を説く点からも読み
取ることができ，社会化の担い手をアカデミズ
ムの外部にもつような事例を中心に扱う文化的
転回およびカルチュラル・スタディーズとは異
なるものである。
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