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社会機構と諸個人の社会的労働一生活過程

布施 鉄 治

A Study on the Change of Social Framework 

and the Social Labour-Living Process 

Tetsuji Fuse 

概 要

本稿は，私たち教脊社会学講~・生活教育研究グループがいま取組んでいる一連の調査研究が前

提とする方法論的「大枠jが有する内在論理の一端を提示する乙とを呂的としている。

私たちは，人びとの「生活Jを，その現実の「社会的労働一生活過程jとして把握するが，その

生活の営みが，社会の構造的発展と連鎖するに変る道すじを明確にし，それに経験科学的な論証を加

える ζ とが必要だと恩っている。かかる問題領域はたとえば地級住民の立場から，地域社会のあり方，

また，そ ζ での「教育Jの位置づけを考えるさいにも基底的に必要な乙とだが，現時わが国でも問題

とせられている「経済的社会構成体Jの前進的な移行の問題を事実にそって経験科学的に抱保するさ

いにも，不可欠K必要とせられる鎖犠を構成する。 r終済的社会構成体 jの前進的な移行とは，現に

与えられた「構成体Jの胎内において，あらたなる「構成体|の社会的土台が，人びとの生活のなか

で確証されたものとして生湾されているという碩実的過程を前提として，はじめて現実的課題たり弓

る。

与えられた社会の「生産諸関係Jによる規定性のー罰的強調，また「階級構成Jの変化の指摘を，

もう一歩ふかめたレベルの領域の開拓が，今日要請されていると私たちは考える。

私たちは，諸個人の現実の生活，すなわちその「社会的労働一生活過程jのレベソレにまでおりで，

そζを土台として，人類社会の構造的発展の問題を捉えなおそうとφ考えている。

そのさい，私たちは人びとの現実の「社会的労働一生活過程Jが，その生活として営なまれる現

実の経済・社会的構造の分析を前提とする。何故なら，人類社会は，少なくとも連綿とつづいた前世

代の「労働一生活Jの諸結巣を:累主量的に培うなかでの，ひとつの構造的発展の道すじをもっーており，

その土壌の中で，現実の人びとの「社会的労働一生活過程Jが現に展開し，そ ζ でのその生の確託，生

活の営為そのものが，もう一歩，人類社会の構造そのものを「経済的社会構成体jの前進的移行とし

て発展せしめざるを得ないものと措定されるからである。

本格において，私たちは，第一iζ ，序章で本稿での「問題の所在jを明確にし，第 1主主で，社会

科学の領域の中で私たちが当面の解析対象としている領域が如何なる位讃をしめているか，をあきら

かにする。そうして第 2主主において 私たちが提唱している社会の f機構一構造分析Jがもっ内夜論

理についてぶれ，さらに第 3:!lきにおいて，私たちのいう賃労働者腐の「社会的労働一生活過程分析j

の有する内在論理を解析する。
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序章 問題の所在

私たちの研究グループは，いま一連の大きな実態調きを研究にとりくんでいる1) 。近く，その成巣

を…速のシリーズとして公表するにあたり 2) 私たちが現lζ採尽している分析粋，その内在論理につ

いて，あらかじめ展開しておく ζ とが必要であると考えるむ。

私たちが採用している分枠論斑の大枠については，すでに，布施，岩城，ノj、林「生活過程と社会

構造変動iζ関する一考察J4) として公表しているが，そ ζ では，生活過程分析の方法を，兵体的iζ実

態分析のレベルにおろした場合の分析論理，また，そのレベルにおろした場合の「社会的労働一生活

過程j分析の意義については立ちいってはふれていない。

しかし，いうまでもなく，実証的社会学者の立場から，実態調査を土台において，現段階におい

て，私たちに要請されているあたらしい社会理論の創造を考えるさい，その社会E理論は，所謂グラン

ドセオリイではなく，なによりも，検証可能な，実在の人間生活レベルにまでおりたものとして擁立

されなければならない。本稿では，かかる点をその射程Kいれて，平Lたちが具体的に採用している分

析枠の，従前の「社会学j潟論との相違，また日本社会科学の発震にとってもつ意義，その内在的論

理の諸特徴の一端を提示する。

戦後のわが閣の実証的社会学は，それを主導した福武直にあきらかなように，社会の構造を，そ

の経済的土台から切り離して捉える，という ζ とはしない。そうした志向性の中から，少なくとも，

社会のもつ経済的土台との関連を射程に入れて，社会を，それ自体，史的な特定の発展段階を歩む

f経済的社会構成体jとして把握し，その中!C，社会の構造を位讃づけて，社会変動の過程そのものを， r経
済的社会構成体jの前進的な移行の滋程として把握しようとする方向がもたらされる ζとは容易である*。

* ζのととは.E言葉を替えるならば，わが留の実託社会学が世界にさきがけて，7 ノレクス社会理論との

接点をもちえたという ζ とになるが.事実，現段階において，ポスト・パーソンズ理論の擁立をめぐって，

7 ノレタス社会主張論との接点は，各国の f社会学Jの潮流の中iと看取されるの。

しかし，そうした前進的な志向牲にもかかわらず，その志向性を潔論として結実する乙とは容易

ではない。マルクスの社会理論は，しばしば「経済一元論j約に把握されているし，他方，r社会学J

源論は，偶人の社会的行為のレベルにまでおりて，問題を発掘するといっても，伺人の行為を導く価

係志向の連鎖をとおしての，操作的な社会像を，所講社会体系=社会構造として，描くという次元に

とどまっている。それ故，社会学者が，社会を理解するさい土台としての経済のレベルにまで下りる

といっても，それは「竹iζ*をついだJゅようなもので，理論的統一性をもちえていないという状況

は，今日の段階においても基本的に克服されていない。かかる点は早急、に克織されなければならない。

私たちが最終的に意図しているのは，何よりも経済的iζ 臼々の子弟の社会的再生産を含めて，特定の

階級・階層lζ!読するものとしてその生を全うしている諸個人の現実的な社会的行為を出発点として，

その生活の営み自体が，察室霊的な人類社会発展の運動の中で，総体としての経済的社会構成体の移行

と連動せざるを得ない，その間をいわば縦断的iζ貫ぬく論理の~I出である

もとより，かかる課題は容易に達成できうるものではない。また，マルクス主義の「経済一元論J

的傾向を「階級関争jの強調によって，iE常にもどすという形で，ただちに解決しうる課題でもない 7)

と私たちは考えている@経済的規定性と階級闘争の霊授という観点は，結局のと ζ ろ「生産諸関係と

生産力の矛盾」のシェー?の重視と同義であると考えるが ζのシェーマをより現実的なレベルκひ

きつけで考えた場合，そのシェーマ自身の内在論理の再検討(第 1主主で ζ れを行なう〉と共iζ，生
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産諸関係と生産力概念の聞に若干の基礎的カテゴリーをつけ加えて， ζ れを理解することが不可欠に

必要であると考える。そのもっとも基礎的なものとして，私たちは，諸個人の現実の f社会的労働一

生活過程Jを措定する日)。**

** 私たちの意図する方向を一一すなわち，資本主義社会の土台としての経済と，その上にそびえたつ社会

との関連を，権力の所在を中心において縦断的iζ耀解するという方向を一廿ゃくから力強く崩剥した社会

学者の一人として.C. W. Mills をあげるととは容易であるの。しかし，彼の場合，その豪壮な窓~iC 私か
かわらず，その作品から実証レベソレにまでおりた経験科学的な分析論潔を読みとる乙とは非常iCffj難であ

るo それは彼自身の，マノレクスそのもののオリジナノレな社会理論の根幹把探の弱さとけっして無線ではな

いと考えられるべ諸個人の現実的生活制呈がそζにはみえてこない。権力の分析は，筒時iC，その止場の

過程，その基底的単位をE当然に射程lC有する必婆がある 11L

他方，マノレタスの土台と上部構造論的社会主主解の中間iと諸鈎人の「社会的性格Jというカテゴリーを入

れて，その意味lとおいて，諸個人のレベノレまでおりて，社会を潔解する方向をユニーク lと追究した学者と

して， E.Frornrnをあげるととができる l九しかし，彼の場合においても「生産諸機係Jによる諸億人の

社会的性格の規定性の側面，つまり人格の階級約被告日性の側言語が過度に強調されていて，言葉の疋しい意

味でのマノレクスのいう「生産力J俣IJOOが欠落している。それ故.彼の社会理論は，人びとはその人格のも

っとも深奥の部分で.その階級的規定数をi上告書せざるを得ないという形で，いわば孤立した忽人という妃

擦が表蔚にでて.諸偶人の呉体的な行為そのものが社会構造一機憾変革と連動せざるを得ないし.その ζ

とと諮個人の社会的性格の変革が不可分に絵びついているという側面の論躍が欠落している。つまり，フ

ロムの場合においても，諸個人の現実の「社会的労働一生活過程Jが欠記事して，それが短絡的 lζf社会的

性格」へ結びついてしまっている放に，経験科学的な社会学理論の土壌から遊験し，彼が自らのうちiC包

摂する ζ とを考えた 7 ノレクス社会理論がフロイド左派としてのフロイド理論の中にとどまって，社会環論

としての有効性をもちえていない。

とζ ろで，近侍のわが国社会学における「生活構造論Jは具体約な生活のレベノレlとまでたちもどって社

会を把握するという志向性をもっ限り，私たちの f社会的労働一生活過程論」との接点をもちうるが，そ

とにおいても，マルクス社会理論の不理解から，その生活概念は操作的なものにとどまってしまっている1q

他方，マノレクス主義の3工場からも，現段階における「史的唯物論の再犠成」を生活のレベノレlと立ちもど

って根本的iC検討する試みが中野徹三の「社会的生活過程J概念を中枢にすえた『史的唯物論の再構成と

その課題』 にみるように立ちあらわれている。中野の論考における既成の「史的唯物論」の基礎カテゴリ

ーの批判的検討は，きわめて示唆的で十分な説得性を有している。しかし，乙ζで私たちが問題としている実

証可能な，経験科学的レベソレにまでおりた論理構築は，彼にとっても，今後の課題としてとり残されてい

る10e

前稿「生活過程と社会構造変動lζ関する一考察jにおいて，私たちは現時の社会学者による「生

活構造論J論疎の問題性を批判的に検討すると共に，さらに社会学の分野に限定する乙となく生

活jへの着目が早くから展開せられていた日本の社会科学(とりわけ経済学，社会政策学)においてのf生 活

構造論Jの批判的検討を行ない，私たちが摂取すべき f理論粋jについて若子の開題提示を行なった。

その中で，諮伺人の生活過程(社会的労働一生活逃程)からの追いあげのレベルは，それ自体，

まさに人類社会の累家的発展構造(すなわち経済的社会構成体の前進的発展構造)にとっての基患を

構成するという ζ と，しかしそれにもかかわらず，したがってそれ故に ζ そ全能の女神ではない ζ と

についてふれた。つまり，諮個人の労働一生活過程の諸結果は，それ自体「蓄積された労働jとして

社会のゆに累撃的に蓄積されるわけで，後世代の現笑の社会的労働一生活過程は，好むと好ままると

にかかわらず， ζ の構造に規定されて展開せざるを得ない。したがって，乙の繁教的構造の土台をな
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す社会的生産一流通一消費にかかわる一国の会経済過程がおりなす経済機構ー構造レベルでの分析領

域と，それによって続定されつつも，かかる終済過程を規定している生産諸関係、のあり方自体与を変革

せざるを得ないと乙ろの社会的労働一生活過程レベルでの分析諸領域は，分析にさいして峻別する必

要があるという乙と，さらに， ζ の両者を具体的に連動する分析領域として社会機構一構造分析の領

域が存する ζ とを私たちはあきらかにした。

諸個人の生活過程は，それ自体社会過程として営なまれているわけであって，いわば不可避的に

社会の構造と連鎖するものである ζ とは指橋するまでもないが，社会過程分析そして社会構造分析に

あえて社会機構概念を導入し，社会機構一構造分析レベルとして措定したわけは， ζ れまでの「社会

学J~C よくみられた諸偶人にとっての意味ある社会体系として社会の構造を措定するという仕方では，

総体としての社会の構造がみえて ζ ないからにほかならない。 ζ 乙で用いている構造概念と機構概念

の相違については本論で詳述するが 諸倒人の現実的な社会的相互作用のレベルから幾ら追いあげて

も，全体としての社会の構造はみえて乙ない。そ ζiζ看取できる社会は，いわば倒l.lIJなインフォーマ

ルなものであって， ζ のレベルからすすんで社会的な力として，彼らの生活過程からうまれた諸要求

がフォーマノレな機構として定着する射E誌を社会分析の方法はもたなければならない。分業体制をとる

資本主義社会では，諸傍人のが会的労働一生活過程の諮結果は，パーソナルな形で結実するのではな

く(賃労働者態の無所有性をみよ)，伺よりも総体としての社会的富の増大として(たとえ転倒された

形態であるにせよ)累重されざるを得ない。その社会は 先資本主義社会lζ特徴的にみられた局地的

な自主的な自治組織として把擬される段階はすぎて，少なくとも一回レベルで組織された社会機構

をその骨組として有するものとして把握されなければならない。そして社会的な生産諸カの発展とは，

呉体的に何よりも乙うした意味での機構変容として，機構内iζ フォーマノレlζ体現されたものとして把

握される必要がある，と考えている η

とζ ろで，以上の指摘のあと，前稿 f生活過程と社会構造変動lζ関する一考察jでは，諸偶人の

社会的行為，またそれlζ もとづく社会変蒸を考えるさい，r価値」の問題領域が解決課題として提示さ

れざるを得ない ζとに言及した。乙の領域は，経済学での使用価値，交換価値の鵠題を含むと共lζ，

社会学における社会的価値の問題，両者のふれあいの問題を当然に提起せざるを得なし、。本穏では，

ζ の価値にかかわる諸問題には直接ふれない。 ζ の問題は，本稿で私たちが採用している「資本の価

値増殖の論理 Ir生活の論理Jという対償概念のもつ意味をあきらかにする上でもきわめて重要な領

繊を構成するが， ζ の問題iζ関してはl.lIJ稿を用意する。

本稿で，私たちが問題とするのは，すでにみたように前稿での一定の問題提起をふまえて，前稿

ではなお未整潔のまま残さざるを得なかった諸点(たとえば，国家権力と地方行政の関連，諸倒人の

社会的労働一生活過程と経済機構…構造との関連，さらに，社会機構一構造との関連，また機構概念

と構造概念の相違，等々)を具体的に実態調まをのレベノレにまでおりたさい，どういう分析枠の中で整

理するのかという点，そうしでかかるさいの現段階での私たちの分析論理の提示である。

私たちは以下，第 1主主で私たちの研究方法自身のもつ，社会科学理論の中での位置づけを行ない，

2主主以下において，具体的な分析論現iζ入る。

く注>

1 ) ζの一連の調査は，ii1[接的には，文部省科学研究費(総合A)昭和48-49年，代表者，布施鉄治「地

主主住民の生活過程と地域社会構造変動iと隠する基礎的研究JIと基づいている。私たちの研究グノレープは，

その後継続して幾つかのプロジェクトに取組んでいるが，私たちがとりわけ意点をおいているのは都市

ヴ
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部では，夕張市の地域総合調査であり，差是村部では様茶器I襲名農民の労働一生活調査である。さらに，十

勝の酪農民の労働一生活調査，根室長の水産加工労働者の労働一生活鶏査も，地域社会とのかかわりあい

の中で続けている。

2) 当00.夕張調査研究にもとずく小林帯，岩城完之，中JII勝雄.I賃労働者の生活史分析に関する一考察J.布

施晶子「賃労働者の労働過程と家族J.1酒井喜喜美子「貧尉陪題と主婦の賃労働者化jの成稿が用意されてし喝。

①農村地域社会，そうして農民腐の労働一生活j@稜分析の方法については布施鉄治 f戦後日本農村社

会学の展開と農民腐のく生産・労働一生活過手豆>分析の視角J (布線・岩城ほか『社会・生活構造と地

主主社会』時潮社 1975.7.所収)ですでにあきらかにしてある。

そうして，そうした方法にもとづいての実態分析としては布施鉄治，白樫久，安倍恒雄「資本主義の

く高度成長〉と<家〉及びく村務社会〉の構造変動の論型車一一北海道専業酪農地帯・標茶町虹5llJ1部落

における実証研究一一 J(村溶社会研究会編『村記事社会研究』第11築 御茶の水害房 1975.10所収)があ

るo なお近時における ζれらの論考は，布施鉄治 f現代における『むらiと農民の変容過程J (村落社

会研究会編『村務社会研究i第 l集格言書房 1965.所収入布施鉄治ほか「機業村落の構造変化と農民運動J

(上，中，下の 1.下の 2) (r社会労働研究』第15巻 4号~第16巻 3・4号. 1969 -70年所収)等

々の論考を土台として構成されている。

②本稿で問題とするのは，都市賃労働者層の現実の f労働一生活過程」レベソレにまでおりての「都市

地域社会構造変動Jの論理の射出であり，そのための方法論の吟味である。なお，私たちの立場からの，

戦後のわが国都市社会学の方法的吟味としては，岩城完之「戦後日本都市社会学の分析視角lζ話題する一

考察J (前掲 f社会・生活構造と地域社会J所収)がある。

(事)なお，私たちの現時のわが国の地域社会の構造変動を分析した論考としては次のものがある。

布施鉄治「地主主J(Jヒ大教育経済研究会編『経済と教育』東洋館出版社 1964所収)

布施欽治「都市の形成・発展の盟主論J(岩芥弘融縞『都市社会学』有斐閣 1964所収)

布施鉄治「現代における主主主主社会変動の機造J(蓮免音彦ほか編 F地域・・産業J有斐隠 1972所収)

布施鉄治「地織社会変動と地域住民J (三浦文夫ほか編『地域活動論』全間社会福後協議会

1973所収)

布線鉄治ほか「地域社会変動機造把握iζ関するまま縫的分析方法J(上)( r~七海道大学教育学部紀婆j

19号 1972年所収)

布施鉄治，岩城完之，小林甫ほか，向上〔中).( r北海道大学教育学部紀婆J21号. 1973所収)

布施鉄治，岩城完之，小林甫ほか「現段階における都市ー農村の機造的変容に穏する一考察J (村溶

社会研究会編『村落社会研究i第9集，塙書房 1973所収)

岩城完之，酒井;恵主要「現下の都市零細規模事業体の生成過設と労働力構成J (r北海道大学教育学総

紀婆j24号. 1975所収)

4) 布施鉄治，岩城完之，小林菊「生活過程と社会構造変動IC関する一考察J (日本社会学会編『社会学

評論J99号有斐閣 1974所収〉

5) かかる点iと関しては『新しい社会学のためにj 7号，現代社会研究会 1975.特築「現代社会学の動向

をめぐってjが参考になる。

6) 布胞鉄治「村落社会分析方法についての若干の考察Jr社会学評論J50号 1962.P. 5 

7 ) 不破哲三「社会機成体論争と史的唯物論J (r前衛J1975年8月号所収)は.I経演的社会機成体j

の経済一元論的把援のー菌性をするどく批判したものだが，それでは階級闘争というファクターを入れ

て「社会Jの発展をどう把握するか，というと ζ ろに私たちの患者心はある。

8) マルクス，エンゲノレスが，諸億人の社会的労働一生活過程を，人類社会発展の基底i亡すえていた乙と

については，布施欽治『行為と社会変革の理論』青木誉回 1972.参照の ζ と。

9) C. W. Millsの所調階級三部作.The New Men of Power 1948. White Collar 1951. 

The Power Elite 1959.はあまりにも有名だが，その方法論的基礎は.The Sociological Imagination 

1959. Iとより明確にあらわれている。
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10) c. W内 MiJlsの業積の喜平f簡については，わが国でもかなり行なわれているので，乙れ以上ふれない

が，たとえば.Herbert Aptheker;The world of Wright MiJls. 1960 (邦訳『ライト・ ミノレズの役

界j段井三郎，青木議!舌 1962)は参考になる。

12) Erich Fromm (1900 - )については.1941年のEscapefrom Freedom以来，彼の作品のきわ

めて多くがわが国iと紹介されているので， ζζ であえてふれる必要はないと考えるが Fromm自身が

諮るように「修正された精神分析学を，マノレクス主義と社会主義の問題に適応する ζ とJを試みた論者

はきわめて少ない。 Frommは. 1932年の『キリスト論教義の変遷J. 1941年の『自由からの逃走j • 

1955年の『正気の社会ム 1962年の『疑惑と行動ー?ノレクスとブロイトとわたし一-jと一覧して ζ の

主題を追及し. r自由からの逃走』では人びとにとってのく愛〉とく仕事〉の意味弘WA気の社会』で

はく共肉体的社会主義室〉の跨麹を論じているが，そ。、方法論的特徴をコンパクト lζ語ったものとして，

彼自身が編集した 1965年の SocialistHumanismの中の「マルクス理論iζ対するとュー?ニスティッ

クな精神分析の適用Jがある。

13) 現時のわが国の「生活構造論JIと関する私たちの評価については前掲論文，布施，岩波，小林「生活

過程と社会構造変動lと関する一考察」参照の ζ と。

14) 中聖子徹三「史的唯物論の再構成とその課題JO現代と思想j21号，寄木香庖 1975所収)

第 l輩諸個人の社会的労働一生活過程と実体としての社会の発麗

第 1節 社会的行為と社会的労働一生活過程

社会の変動ないし発撲の問題を考えるさい，その社会を構成する諸個人の社会的行為の問題，そ

のさまざまな社会的契機をとおしての社会的態度変容の問題が，重要な基礎のひとつをなしている ζ

とはいうまでもない。しかし多様な価値判断を含みながら，現に展開している諸他人の社会的行為を

マックス・ウエーパーの要望解社会学のように 個々人の社会的行為の観念的意識の文脈の中に解消し

てしまうのではなしに，基礎的にもっともたしかな諸偶人の客観的な社会的生活過程レベル(諸偶人

の金生活の社会的再生態過程レベル)にひきおろして問題をふかめる ζ とが必要である，と私たちは

考えている。当然に，そ乙 iζは，諸偶人は何よりも物質的に生存しなければならないし，また現iζ ，

経済・社会的にその生存を全うしているという経験科学的にどく単純な事実が，そのまま底にすえられ

ている。

たしかに，マックス・ウエーパーの社会科学方法論が示唆するように，個々人の行為のもつ儲儲

志向の文脈の中から，彼らにとっての社会を「社会過程jそれ自体として把握する分析レベルが存する

ζ とは事実である1)。しかし その行為がもっ価値文脈は 個人的 慾意的なものとして存するので

はなく，それ自体社会的なものとして，社会の実在的構造の中lζセットされたものとして存する ζ と

を長oら苧ければならなし、nζζ で社会的という場合，それはこ様の意味をもっている。第一は，個々

人の税実の社会的生活過程自体(現実的行為自体)が あくまでも一定の実在的客観的社会の構造の

中にセットされて援関しているという ζ と 第二には その構造8体が有限な俄々人にとっての構造

として存するのみではなしに いわば緊主主的な人類社会の発展構造として存しているという ζ とがそ

れである。乙の構造は，所謂経済的土台lζ基礎づけられているものである乙とは指織するまでもない

が，個々人の現実的行為，その余生活の社会的再生産主過絞は，少なくともそうした構造の中に規定さ

れたものとして把擬する必要がある。言葉を替えろならば，個々人の社会的行為は， f添;意的な行為と

しての「自由な行為jとして展開しているのではなく，人類社会の発展が累霊的に構築したと ζ ろの

特定の際史的規定牲をうけた様迭の中につねにセットされた行為として展開している。特定の生産諸
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関係、の下での階級・階層的規定をうけたものとして展開している o

かかる意味において，個々人の現実的行為，その現実の余生活の社会的再生産過程は，つねに史

的な規定性をもった社会の構造(特定の史的発展段階をあゆむ生産諸関係によって規定された)との

対応の中lζ位欝づけられなければならない。つまり行為E理論 そしてまた私たちが ζ こで提唱する社

会的生活過程分析は，かかる意味において全能の女神ではない。前述した意味での特定の生産諸関係

の下での経済・社会の鋳造という実体的対応をつねに伴っている乙とを知らなければならない。

と乙ろで， ζ のζ とは，諸個人の金生活の社会的再生産過程自体がマルクス主義における所謂「経

済一元論Jのよう lζζζ でいう社会の終淡構造に一方的に規定されたものとして把握すべきであると

いう ζ とではなし、。ましてや，エミール・デュノレケームの指摘する如く特定の生産様式として特徴づ

けられる経済の構造を維持するために諮俄人の労働一生活の営みが社会として機能していると把探す

べきである，と主張しているわけではなし例。 むしろ逆に，かかる意味での社会の矯造と人々の社会

的生活過程との慌には，社会の構造が諸俗人の全生活の社会的再生産過程を規定しつつ，しかも諸偶

人の社会的行為の諸結果がその社会の構造を規定しかえす すなわち全体としての人類社会の構造を

f経済的社会構成体jの前進的な発展として，紫意的iζ展開せしめざるを得ないという弁証法的な関係

がそ ζ には存するという立場を私たちはとっている。そして，その運動の選法は，せんじつめるなら

ば，あきらかに社会的存在である諸偶人の全生活の社会的再生産過程一ーすなわちその生のあかしー

の中に求める ζ とができると考えている。

さらに，ふれなければならぬζ とは， ζζ でいう社会の構造を，私たちは，たとえばタルコット・

ノfーソンズのいうように，それ自身矛盾をもたないひとつの価値体系によって一元的に律せられた社会

体系論的構造としては姶定していない ということである 3)。つまり，その構造を私たちは，人類社

会が階級的状況に入って未だその f前史」を止揚しえぬ間，諸傍人の物質的全生活の社会的再生産過

程を土台において，その中に階級的矛盾が顕在化せざるを得ない客観的・実体的構造として措定してい

る。その:意味で，そのヰqζ階級的状況を刻印した社会の構造，儲儀体系論のレベルで、みるならば，現

資本主義的生産様式下においては，あきらかに資本の価値増殖の論潔iζ主導された価値体系と，それ

を止揚せざるを得ない人間的立湯(生活の論潔) tζ立劇lした価値体系の籾魁の中で，それ自体，弁証

法的に運動せざるを得ない実体的な構造として それを把援する。そして諸俄人の全生活の社会的再

生産の諸結果は，その生活史の iねに個人的に刻印されるのみでなしに，何よりも社会的なものとして，

かかる意味での総体としての自らの社会の構造それ自体の中に紫雪まされざるを得ないものとして位置

づける。

第 2節 「協働様式j としての社会と諸偲人の社会的労働一生活過稜

私たち実設的社会学研究者が，日頃，体験しているどく素朴な事実ひとつを仔IJにとっても，所謂

「高度経済成長J期以降の，わが盟社会の構造は，先資本主義社会に特有な「家J rむらJを蒸礎的

集団と措定して，そのからみあいの中から，実体としての社会の構造，その運動法員Ijを解きあかす ζ

とはできなくなっているの。もちろん f遺昔話Jを探しもとめる乙とは容易であるが，現下の高度に発

達した資本主義鴎家の枠内にあるわが国，国民社会の構造解明のためには，あきらかに，あらたなる

分析方法の確立が要請されている。しかし考えてみれば， r社会学Jにおいても，そうしてマルクス

社会潔論においても，それらが，その分析対象としたのは，ほかならぬ資本主義社会そのものであっ

た。オーギュスト・コント，そしてエミール・デュルケームらをもちだすまでもなく，初期の社会学
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は，それ自体，分業体制をとることによって成立している資本主義社会を，個々人が個々パラパ

ラにその生活を営むにもかかわらずなお社会としての統一?生を保っている ζ と，そうした実体とし

ての社会把握を土台において産業社会体制(資本主義社会)維持のための「政策科学jとしての「社

会学jを創設した。しかし，彼らにとっての実体としての社会秩序維持の観点の優越性は現実に霞労

働者階級として実存せる諸個人の余生活の社会的再生産過程のもつ創意性を著しく軽視した人間一

社会観をもたらす乙ととなった日 O さらに，マルクスの『資本論』はそれg体，資本主義社会のもつ

階級社会としての特震を，経済法制そのものとして射出したものである ζ とは指摘するまでもなし、

しかしマルクスの社会理論は，社会の「経済一元論j的把握を主張したものではない。 ζ の乙とはエ

ンゲjレスの次の言葉 r.…・・唯物史観にしたがえば，歴史における窮級の規定的安因は，現実の生命の

生産と再生産とである。それ以上の ζ とは，マルクスも私もかつて主張した ζ とがない。いまこれぞ

経済的要因が唯一の規定的要函であるというようにねじまげるものは さきの命題を無意味な抽象的

な不合理な空語にかえてしまうものである J6) に何よりもその一端が示されているが， rドイツ・イ

デオロギー』の中で「人間の存在とは 彼らの現実的な生活過程の乙とである J7) と述べるマルクス

zエンゲ、ルスは，つねに，人類社会の累霊的構造的発授という，その構造の中で，それに対応して

「諸個人の現実的な労働一生活過程Jを位置づけていた ζ とを看過しではならない。

マルクスとエンゲルスは， rドイツ・イデオロギー』の中で，人類社会発展の「根本的な際史的

諸関係の四つの契機」を指摘しているが，私たちの立場からみるならば，乙の解釈は，乙れまで，け

っして十分なものであったとはいえない。私たちは， ζの「啓史的諮関係、の四つの契機JK含まれる

内夜論理はマルクスの総体としての「社会理論」との関連ぞ考慮lζ入れると次のようにま理解すべきで

あると考えている。彼らは，乙 ζ で第一に，人間は何よりも主きなければならぬ以上，衣・会・住

宅を確保しなければならないし，くさらに，自然があらかじめ人間の生活に適合するように構成されて

いない以上>，そのために生活手段の生産が必要不可欠なものとなるという ζ と，つまり，生きるとい

う行為は，何よりも衣・食・住の縫保にみられるように物質的レベルで確保されることが土台である

が，その乙とは，同時に，生活手段の獲得という目的意識的な社会的生産労働の過程，すなわち精

神的生産過程を不可欠に伴なっているという ζ とは，言葉を替えるならば，自然的人間としての人聞

の生きる営為は，必然的iζ対象としての"自然、、をその目的意識的な行為を伴って(目的意識と方法

意識く労働手段l乙結実される>を伴った)人間的自然として，自然の改造の中でのa然との共棲を人

類史の発展そのものが伴なわざるを得ないという指摘になろう。 r社会の歴史においては，そ ζ で行

動しているものは，ただまったく意識を賦与され，考慮または情感をもって行動し，一定の包襟を目

ざして努力すると ζ ろの人間のみであるJ.r諸倒人の意識された企盟・意欲された目標なしにはなに

どとも発生しない.1
9
) という，生きなければならぬ人間そのものの把鍔の論理が ζζには生き

ている。

ついで第二lζ ，彼らは「みたされた最初の欲製自体が，欲望をみたす行動と欲哀をみたすために

すでにえた用具とが，あらたな欲望へみちびく J (傍点布施)ζ とを指摘する。 ζ の指摘はマルクス

が『アンネンコフへの手紙Jの中で述べた次の論理とあわせ読む必要がある。 r一・・・・人時は彼らの生

産諸力一一人間の全経史の基礎をなしているものーーの自由な決定者ではない。何故なら，どの生産

力も一つの獲得された力であり，以前の活動の所産であるからである。乙のように生産諸力は人間の

実践的エネルギーの成果であるが，しかし， ζ のエネルギーそのものは 人関に諜せられた諸条件に

よって者また既得の生産諸カによって限界づけられている o 彼らは以前から存し，彼らのf!fT~主で、はな
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く，前の世代の所産である社会形態によって限界づけられている o 乙の簡単な事実，すなわち，どの

後続世代も先行世代によって獲得された生産設諸カを自分の前に見出し ζ の生産諸力が ζ の世代のた

めに新たな生産の原料として役立つ，という事実によって，人間の絞史のなかに関連が形成され，人

類の歴史が形成されるJ10) (傍点布施)。諸飽人の欲裂，それは少なくとも怒意的なものでは，けっしで

ありえない。それ自体，史的累素的な社会的規定性ぞつねに有している。

とζ ろで第三に，彼らは，人びとが同時に，自らの種を社会的lζ再生産しているという人類社会

発展の基底的事実についてふれ，それを可どる家族集団それ肉体が，はじめは唯一の社会関係であっ

たものが， r欲望の増大があらたな社会的諸関係をうみだし，人口の増加があらたな欲望をうみだす

ようになると，従属的な関係jになる ζ と，家族の概念では，人類社会そのものがもはや解明できな

くなっている ζ とを指摘するf

来 ζ とで若干のコメントを加えるならば，すでにエンゲノレスが『資本論』第 l巻の補注で述べているよう

lζf家族」という箆所は「種族jと解すべき ζ と11) また，と ζでのf家族」の社会的生産という指摘から

7 ノレクスが生活資料の社会的生産と種それ自体の社会的生産とニ臣室類lζ社会的生産概念を用いていると想

定する者もいるが r経済学批判婆綱』での?ノレクスの内在的論理と対応させてみると， ζ の!両者は向じ

次元ではあっかえぬととがわかる。すなわち，現実に労働し生活する人間にとって自然(大地)と霞族

(及び障の増加)は，労働がそれを創出したものではなく，まさに，労働し伎活する人間の「前提Jとし

て本源的iと存するものである。たとえば，生活諸資料の生産iとは，それ自身，何よりも客続的IC累重せら

れた労働手段が不可欠に必婆であるが，つまり対象;意識(目的意識)だけではなしに，すでに察室せしめ

られた諸力の客観的表現としての物的手段を前提としなければならないが，経験的にみても緩それ自体の

生産には，かかる労働手段は必要ではない。

しかし，生存の前提としての大地への諸個人のかかわりみのまつねに社会のあり方によって続定され，さ

らにその社会そのものが，そのJJ:~諸カを紫雲的 IC発展させ，自然を人間的 g然として包摂する度合がた

かまると，自然それ自体が燃史的所長主として社会的に再生産されるものとして検定され，また滋それ自

{本も樫史的所産主として社会的に再生産されるというととは事実である。

第四IC，彼らは，そうした「家族Jが従属的諸関係、になってから以降， r人類の歴史jはつねに産

業及び交換の歴史とのつながりの中で研究され，取り扱わねばならぬという指摘を行う O すなわち，

彼らが社会的という場合，それは「どんな条件のもとにあるにしても，またどんな目的のためである

にしても，幾人かの偶人の協働という乙とJを意味しているが，具体的には「一定の生産様式もしく

は産業段階は，つねに協働の…定の様式もしくは一定の社会的段階にむすびついているj ζ と，そし

て「 ζ の協働様式はそれ自体，一つの『生産力JJとして把握できる ζ とを前提とし， r人賠が到達

できた生産諸カの最は，社会の状態を制約し，したがって『人類の歴史』はつねに産業と交換との際

史に関連させて研究され論述されなければならない ζ とJ12)を強調するのである。

協働様式を，それ自体，一つの『生産力』として把握する視点からすると， r社会の状態jそのも

のが「生渡力|概念の実体的表出と受けとる ζ とができるが， ζ うして，諸倒人の社会的生活過程レ

ベルとは次元を異にする産業と交換の構造を基底におく，彼らの協働の一定の様式としての，実体と

しての「社会jの概念が提出されるのである。その根幹iζ ，生活資料そのものの社会的生産一分配一

流通一消費の社会的総経済過程が横たわっていることは指織するまでもない。

乙うしてマルクスの人類社会の分析のひとつの基軸として，諸個人の「労働一生活i遇税J，そうし

て他桜IC，生活資料の「社会的生産過程Jをおく ζ とは容易である。諸個人の「社会的労働一生活過

程Jは，それ自体，生活資料の「社会的生産|のあり方によって規定されざるを得ない。
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第 3節 「所有Jと諮個人の社会的労働一生活過穏

とζ ろでマルクスの人類社会分析の視角には，もうひとつの碁本的な視角が加わる。

それは，いうまでもなく「所有Jの概念によって拾象されると乙ろの視角である。**

** r貸幣の資本への転化が労働の客観的条件を分離し，労働者にたいして自立化さ#た歴史的過程を前提

とすれば一一他方では.すべての生産主を自らに従属させ またいたるととろで労働と所有とのあいだの分

離，労働と客鋭的労働条件とのあいだの分離を発展させるのは，ひとたび成立した資木とその過程との結

果である。Jゆ「資本の成立たあたって前提されている唯一の蓄積は郎自的にも向 8的にもまった

く不生産的としか考えられず，ただ流通から生じて，流通にのみ属するような貸幣財産のそれである。

符本がみずから一つの国内市場を急速に形成するのは，資2転がすべての農村両1J業をほろぼし，したがって

万人のために紡ぎ p 織り，万人lζ表せる等々によ「て，鰐単lζいえば以前には直接的な使用価儀としてっ

くり出された商品を交換価値の形態にする乙とによ「てであり，それは労働者の土地からの分離，および

生産条件にたいする所有(それが隷属的形態であろうと)からの分離によって，おのずから生じる一過

手呈である o J 14) 

すなわち，諸倒人の f社会的労働一生活過程jの累霊的発展そのものが，生活資料の社会的生産一

分配一流通一消費の社会的総経済過程のあり方を，先資本主義段階から，資本主義経済へと大きく変

容してきたというとき，そこには何よりも，痕接生産者のその労働の客観的条件からの分離という歴

史的過程が横たわっている。すなわち，先資本主義段階においては，少なくとも，労働主体そのもの

が，自らのものとして「所有j していた(その「所有Jの形態は共同体的「所有Jと，その胎内から

私的「所有Jが発やする段階iζ相応して幾つかの段階にわけられる)，15)その客鋭的諸条件から分離され

るという ζ と，すなわち，その意味で無所有になるという ζ と そうして「所有J者は資本家として

立ちあらわれるの 「資本iζ箇手まな ζ とは 資本の眼前にある大勢の手と用具とを結合する ζ とにほか

ならない。資本はそれらを，その支配下iζ容を集める。これが資本の現実の蓄積である。それは，労

働者を，彼らの用具とともに，諸地点に集積する ζ とであるふ¥16) しかも，そうした，諸偶人

の基本的な生活のあり方の変化は，まさに資本が社会的生産を自らの予lζ掌援する形で，言葉を替える

ならば，人類の「労働一生産Jの諸結果が蓄積したと ζ ろの富そのものを生産手段そのものとして私

的に所有するという ζ とによって歴史的に展開したという ζ と，少なくとも個々人の私的な「生活J

の掌援を慈然とはしていないという ζ と，その意味において「家族J，ま，まさに社会変動にとっては，

従属変数とならざるをえない。そうして，その背後には r直接的な使用価値としてっくりだされ

ていた商品Jの「交換価値の形態」への転換がまさに「貨幣Jを媒介して存しているという ζ と η

ζ うした歴史の展開は，好むと好まざるとにかかわらず客観的に認めなければならない現実である。

つまり，との ζ とは社会的生産のあり方 すなわち 生活資料そのものの社会的生産一分配一流

速一消費の総経済過程の中で，現実の諸伺人のあり方が規定されるといった場合の，その内実，その

規定のされ方の質的な変化が，巨視的lζ人類史の発展をみた場合，まさに資本主義的な生産主様式と共

に訪れたという ζ とを意味する。乙うした段階下での，資本と質労働者の問題，それは言葉の正しい

意味での「交換価値JICもとづく合意，すなわち，等価交換の際刻では展開されていない。そζには，

所謂，階級的搾取一被搾取の問題があきらかに存する O その装擦に，前述の意味での生産手段そのもの

の「所有Jの問題が介在している ζ と，さらに，その根拠が「社会的生産j過程そのものの中に，呉

体的lζ カクサレテいるという ζ と，逆にいえば，諸偶人の f社会的労働過程Jそのものの中に，実は

存しているという ζ と，それ故，そうした生産諸関係のあり方自体が問題とされざるを得ない，とい
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うことになる o したがってまた，資本主義社会分析は，まさに， ζ うしたレベルにまで下りて，そう

した総体としての経済過程を土台において，その中iζ ，諸個人の現実の「社会的労働一生活過程」を

位置づけて，把揮しなければならない，という指摘は，どく自然iζ うける ζ とができる，という ζ と

ができる。

とζ ろで， ζ うした意味での生産諸関係による規定性は，たしかに実体としての諸関係、としてrL

ちあらわれている。資本主義的生産諸関係は，その関係をとおして諸個人の現実の「労働一生活過程J

そのものを現実に臼々規定している。そして，資本の価値増殖の過程そのものが，かかる実体として

の諸関係を臼々再生産する。そして，その担い手はあきらかに存する。

「資本家と賃労働者との役践は，資本のldfi儀場嫡j遇税の業裂な産物である。生:)1主されたものしか波中lとお

かない普通の経務学は，乙の乙とを完全に忘れている o ζ の佑ili車増瓶過程においては，対象化された労働は，

間待iと労働者の非対象性として，労働者lと対立した主体の対象性として，労働手4・1ζ無縁なある;窓怠の所有とし

て措定されるから，資本は間終iζ資本家でもある。……資本の概念のなかには労働の客観的条件一一しかも，

ζれらは労働自身の生産物であるーーが，労働にたいして入絡の形をとる ζ と，あるいは同じ乙とであるが，

それらの条件が労働者iζ無縁な一人格の所有として措定されている ζ とが，はいっているパ 18)

f資本の概念規定にあたっては，貨幣の場合lとあらわれないE盗難IC出逢う。資本は本質的には資本家であ

る。しかし隠時lζ ，資本家とは区百1)された資本家の存立の婆索として，あるいは生産一般としてもまた資本で

ある。かくしてわれわれはさらに，資本の観念l討議院しないように思われる多くの ζ とが，資本のもとに包摂

されている乙とを見いだすであろう。たとえば，資本は貸付けられる，資本は蓄積される，等々。かかるいっ

さいのよび方においては資本はたんなる物であるようにみえて，また資本を構成している質料と完全に合致し

ているようにみえる。だがー…貨幣は，向ーの質料lとあってはつねに問ーの形態にとどまる。それでたんに物

として把揮されがちである。しかし，商品，貨幣等々という同一物は，資本または収入その他をあらわしうるο

かくして，貨幣が手iととるように明白なものではなく，同一物があるときには資本の規定のもとに包摂された

り，あるときには対立するほかの規定のもとに包摂される ζ と，そして，それにしたがって資本であ円たり，

資本でなかったりするということは経疾学者にさえ明らかである O かくて，資本とはあきらかに一つの関係で

あり Lふ4ニろる生産藷長そ仁志五らえまし¥」削

第 4節 「生産主力」概念の実体的把握について

と乙ろで，かように資本を一つの関係，すなわち一つの生産関係として把援し，しかも，資本の

価値増殖過程そのものが，資本家と鐘労働者という相対立するこつの階級を階級関係そのものとして

生ぜしめるものとして把握する綴点は，マルクス社会理論を分析するかぎり，次の問題意識との結合

の中で，さらにふかめられる必要がある。

すなわち，それは一口でいうならば， ζ うした意味での生産関係と生産力とが矛盾するという場

合，その「生産力jとは呉体的に何を意味するか，という問題である。

マルクスによって，生産力という概念が用いられる場合，私たちは，それをしばしば高次の抽象

レベルの高い概念と捨定する一方，具体的，実体的な潔解としては，労働力，労働手段，労働対象と

いった労働過程の三婆索に還元する形でそれを飽解させられてきた。しかし，前述の中聖子論文のよ今に，

最近では生産主力概念を，労働過程におしとどめるだけではなしに より広義の形で把握する試みがあらわれ

ている2日)。けれども，マルクスの「労働者階級乙そ最大の生産力である J (r哲学の貧困j)という

指摘にみるように，マルクスの生産力概念を，単lζ諾要素(たとえばA.Aクージンの指摘のように)

にわけで理解するのではなく，それら諸要素の有機的統一体として，もっと生き生きと，現実的に資

本主義的生産諸関係自体を変革する諸力として，どう主主議するかという， その生産力概念の中に含まれ
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る内在論理をさらにつきつめて促える必要があると考える。

さらにマルクスが生産力概念でさししめした呉体的実体を，日々の生活の中での確証されたもの

として。刻出する ζ とが必要であると，宅Lたちは考えている。たとえば『経済学批判要綱』の中でのマ

ルクスの次の言葉「自然は機械を作りださないハ・・一，それらは人需の勤労の産物である。〈言し、かえ

るなら〉自然を支配する人間の器官，または8然における人間の意志、の実証の器官iζ転化されている

自然の材料である。それらは人間の手によって創造された人間の頭脳の器官，対象fとされた知力であ

る。盟定資本の発展は一般的社会的知識がどの程度まで一般的知性の支配下lζはいったか， ζ の知性

にしたがってどの程度まで改造がお ζ なわれたか，をしめしている。〈画定資本の発展は〉社会的生

産力が知識という形態ばかりでなく社会的実践の現実的な生存過程の直接的器官として，どの程度ま

で生産されたかくをしめしている>J}l)ζの言葉を前掲の f労働者階級 ζそ最大の生産力であるJと

いう指摘とあわせ読むとき，統一的な内在論混として如何に把擬されうるか。

私たちは ζ 乙ですでに前述の『ドイツ・イデオロギー』の「四つの契機jの分析のさいあきらかに

したように，伺よりも，マルクスが「生産力Jそのものを人びとの f協働形態の総体j としての「社

会jとして把握している点lζ ，再度，喚起をうながしたい。さらに前掲のマルクスの「アンネンコフ

への手紙Jでの論潟を再度注目されたい。 ζ 乙には，あきらかに諸倒人の現実的な「労働一生活過程J

を土台においた社会的な「協働形態の総体」を「社会j として，それを「生産力Jそのものとして把

握する論理が貫徹している。しかも同時に看過しではならないことは，それがたしかなる確証しうる

累重的な人類史の重みを現iζ有したものとして把握している点である。

とζ ろでマルクス社会理論における「生産力J概念が何よりも呉体的に，実体そのものの現実的

運動形態そのものとして，それg体，史的に~Æ的な(乙れまでの人類の蓄積された労働の諸結果を

体現しての)人びとの社会的「協働様式Jとしての「社会Jそのものとして把握されうる，という私

たちの「提言Jは，おそらくマルクスの論理にそっての若干の論証を必要とするえあろう。

たしかにマルクスは，前述のごとき生産諸関係概念によって r社会Jが，そしてその構造的運

動法員Ijそのものが，把握されるべき点を次のように指摘している。

「生産において人間は，自然に働きかけるばかりでなく相互にも働きかける。彼らはただ一定の仕方で共

働し，また彼らの活働を椋互に交換しあう ζ とによってのみ生産する。生産するためには彼らは，格互に一定

の諸関逮および、諸関係を結ぶのであって，との社会的諮関連および務関係の内部でのみ，自然にたいする彼ら

の働きかけが行われ，生産が行われるのである。/生産者たちが相互にとり結ぶζの社会的諸関係，そのもと

で彼らがその諸扇動を交換し，また主主皇室の全行為iと参加する諸条件はもちろん生産手段の性格iと応じて裕違す

るであろう……。/だから，そのうちで鱒々人が生産する社会的諸島高係，すなわち社会的生産諮関係は，物質

的生産手段の生康諸カの変化および発展とともに変化し変動する。主主主主諸カはその全体において，社会的諸関

体・社主主づけられるi6i.Cかも，ーが豚史的品展段針おける一社会を，独自な・別偲な性格

をもっ一社会を嘉義子2。古代的社会・封建的社会・ブルジョア的社会は，生産諸調係のかかる全体であっ

て，その各々は同時 ~C，人類の臆史における特殊な一発展段階を表わす。 J 22)(傍点布施)。

ζ 乙で私たちが注目すべきは，生産諸関係、が，全体としての社会と名づけられるものを独自な性

格をもつものとして規定をしていること，と同時に生産手段及び生産諸力の発授と共に，それ自体変

容せざるを得ない，という周知の指摘である。開様の指摘は『アンネンコフへの手紙』の中での次の

マルクスの 中により鮮明にあらわれている。

「フ勺レードン氏は，主として歴史的な認識の不足のために，つぎの ζ とに気がつかなかった。すなわち，

人聞は，彼らの生産諸カを発展させる ζ とによって， つまり生活する ζ とによヲて彼ら相互閣の一定の諸関係
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を発展させるのだ，という ζ と，そしてこの諸関係、の様式は，生産諸力の変化と場大とにつれて必然約に変化

するのだ，というととがそれである。彼は，経済常的諮範鴎はとの現実の諸関係の抽象でしかないという ζと，

それらが真理であるのは，ただ乙の諸関係が存続するかぎりでの ζ とだ，という乙とを環解しなかった。乙う

して彼はブルジョア経済学者たちの犯している誤謬におちいる。というのはフツレブョア綴済学者たちは， ζ の

主主品主主語らららみ主ら告訴せを見ていて，艇史的な諸法員立を見ていないからだ。J23)(傍点布施)。

かようにみてくるならば，資本主義経済にかかわる経済学的諸範鴎のうちに，マルクスが永遠の

諸法員Ijを見出してはいなかったとと，さらに，所謂「経済一元論j的立場をとっていなかった乙と，

があきらかとなろう。それを止揚すべき婆因として，生態手段及び生産主諸カの発展をマルクスが措定

していた ζ と， ζ の生産力概念が示す総体としての実体を，すでに述べたように私たちは，諸個人の

協働稼式そのものとしての「社会」の中lζ求める。

ζ の「社会 iの構造分析に関して，マルクスが生産諸関係概念だけに頼るのではなく，そのほか

に交通諸関係概念，交換諸関係概念をそれぞれ使いわけで，その総体としての社会的諸関迷，そうし

て社会的諸関係の発展犠造を分析している，という ζ とに関しては，別lζ指摘したが 24) 考えてみれ

ば，生産諸関係iζ規定されながら，しかも乙れを続定しかえす構造の刻出が問題なのだから生産諸関

保以外の関係概念をマルクスが用いていたという ζ とは，当然といえば，当然すぎる ζ とである。

第 5節 「社会j把握の義康について

とζ ろで，マルクスが「社会jを諸個人の協働形態の発展として，それ8身総体としての「生康

力jの発展として把握し，それを実体としての社会的諸関途，諸関係の発展として把握したというとき，

そうした諸関迷，諸関係自身が現になりたつところのいわば土台としての諸他人の物質的精神的諸過

程を，彼が何よりも主主授していたという ζ とについて次にふれなければならないの乙の点を見務すと，

関係概念だけが自立化し，関係の操作をとおして，実体としての土台のコントロールが可能になると

いうような誤った考えを導く乙とになる o

マルクスが「社会Jそのものが，もはや「家族」の概念からだけでは解析できないというとき，

私たちが見落しではならない ζ とは，前述のように生活資料の f社会的生産Jの総体としての校総み(資

本はまさに「社会的生産Jの過税を掌援する乙とにおいて，あらたなる生産様式を創出したという指

織を看過しではならない)の変容をとおして人類社会を構成する諸偶人の所有関係そのものが社会の

あり方それ自身として大きく質的に変容しているという ζ と，かかる点からの分析視角がなければ

「社会分析Jは分析としでもありえない，という ζ とを指摘しているのであって， ζの ζ とは{阿も懸

の社会的再生産過程をふくめての諸個人の現実の「労働一生活過程Jのもつ意味が一億々人にとっ

て，また総体としての人類社会の発展そのものにとって一，意味をもちえなくなったというととを

指摘しているのではないということをまず認識する必要がある。したがってまた，そ ζ に分析の築点

をおく研究の意義が薄れた，というような ζ とを言っているのではないということ，むしろ逆に，マ

ルクスの社会分析の基点は，まさに，乙の諸俄人の現実の「労働一生活過程J!乙分析の土台をおいて

いるという ζ とを知らなければならない。私たちが マルクスのいう f生産力j概念の実体を fネ士

会Jとして把握するというとき，それは， ζ うしたマルクスの，社会分析の論理にまでおりての立論

である ζ とに，次にふれなければならない。マルクスの論現，それは次のように読みとる ζ とができる。

第 1，ζ，諸俗人のその全生涯にわたる生活過税は，それ自身，生成一発展一消滅のいわば有限の過

程を歩ゅんでいる。 ζ の過程は f観想、jの過税ではなく， r自然的人間jが歩ゆむ向よりも検証され
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た社会過程として存している。しかし，かかる過税を歩む人類が生物一般にかかわる「自然的存在J

と異なる所以は，それがたんなる「社会的存在」であるということではなく.(現下の科学は， 1哀をは

じめ，動物が同士会Jをもっている ζ とを立証している)むしろ人類が，その労働の諸結果を，

された労働として，客観的物質的な形態での労働手段，生産左手段として怠らが再生産した後世代のた

めに繁霊的に伝承し，しかもそれを発展せしめるという点にある。マルクスが社会という言葉を照いる

場合. r自然的人間jがかかる意味での「人間的自然Jとして，自然そのものを自らの社会の中に，

たゆまず包摂してゆくという意味が含まれていると解さなければならない。その何よりもの原動力を

マルクスが諸偶人の，現実の労働過程における，その尽的意識(対象意識)と司時にその方法意識(手

段意識).さらに，そのさい，対象(手段を含めて)自身が，あらかじめ人聞の意にかなうように編成

されていない以上，多くの試行錯誤を重ねながら，かかる過程が達成されるという ζ と，その ζ

との rtで，人間としての諸カが Personalityそれ自体としても，社会的人間として発展せしめり

れるという ζ と，かように労働過程そのものの中に求めていた ζ とは r資本論Jで例証され

る)。

諸倒人はそれ自身としては有限である。しかし，その労働の諸結果は伝承される。後世代の生活

はそ ζ から出発する。

第 2Iζ，かような形でもたらされる諸倒人の労働一生活過程の諸結果は，個人的なものとして，

されるという性格をもつものではなく，あくまでもそれ自体，社会的な性格をもつものとして累

霊的に蓄積されざるを得ない。そうして人類の史的に培った諸力は，人類が8然そのものを. r人間

的自然Jとして包摂する度合をより一層高めながら，何よりも客鋭的lζ人類が保有する社会的な「富j

として，その社会的労働手段，そうして生産手段そのものとして，物質的κ蓄積されている。(客観的

に累主主的に蓄積されたかかる生産手段それ自体，その中lと当然の ζ とながら，人類が縫った英知の結晶として，す

なわち，それ自体，精神的な産物として存する。それ故lと，後役代は，その生j寒手段をとおして，自らの生活を

全うするためにも，その主体を，人類史の鳶:みをもった社会的主体としてのカ能を，内在化する必婆がでてくる)。

ζ うした人類がその「富j として現に保有する生産一生活手段，また絶えず~ß霊的 lζ発展せざるを得

ない生産一生活手段の発展段階iζ杓応して，人びとの協働形態は当然に実体として変化するし，それ

が社会の有機的編成そのものを変化させる。かかる意味で，社会の保有せる生産諸力=人びとの協働

形態としての実体としての社会編成は，うち消すことのできない人類史の重みをその中lζ宿しつつ，

自ら運動しつつある実体として把握しなければならない。

もちろん ζζ で私たちが，実体としての社会を人びとの協働様式というとき，それは所謂，資本

主義的な企業組織をさしているわけではけっしてない。

「社会にもその分業があるという点で，社会全体は工場の内部と共通点をもっている。近代的工場におけ

る分業を典型とみなして， ζれを一つの社会全体iζ適用するならば震の生産にとってもっともよく組織されて

いる社会は，むろん，たった一人の企業家だけが頭lとたち，その人があらかじめ定められた規定にしたがって

共同社会のさまざまな成員に仕事を分配する社会であろう。しかし事実は，けっしてそうではないのであるの

近代的工場の内部では企業家の権力によって分業が綿密に規定されているのに反して，近代社会lとは，労働を

分配するにあたって自由競争以外lとはなんらの規定も権力もないのである。家父長制のもとでもカースト制度

のもとでも，封建的開業総合制度のもとでも，協定した諸規定にしたがって，社会全体lζ分業がおとなわれて

いた。 ζれらの諸規定は一人の立法者によって定められたのであろうか?いな，そもそものはじめは，物質的

生産の諸条件から生まれたのであって，それが法律iと弊絡したのはずっとあとの ζとである。 ζのようにして，

とれらのさまざまな分業形態は，いずれもみな社会総織のまま礎となったo ……われわれは一般的につぎのよう

η
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な定義を下すζ とさえできる。権力が社会の内部の分業を支配する ζ とが少なければ少ないほど，分業は工場

の内部でますます発達し，そして，そ ζ でただ一人の権力に服従するものである，と。だから，工場にお

ける権力と社会における権力とは，分業については，相互に反比例しているのである。 J26¥傍点，

布施〉。

こうした，実体として人類が累君主的に培ってきた物質的基盤，乙れは客観的に社会的lζ実在するも

のであり，そのつみあげの中に，現実の諸偶人の社会的労働一生活過程は実在する。諮社会関係，そ

うして生産諸関係自身，このたゆまず累霊的に発展する現実的基盤をもっている。そしてかかる諸関

係のネットワークをとおして， ζ の現実的議然，そうして諸過程は，余生活の社会的湾生産としてa
らを立ちあらわず。

第 8節結 び

すでにみたように，私たちは，マルクスが f主主gEカJ概念を用いる上品合，何よりも実体としての

社会そのものぞ，その現実的対応として想定していたと想定するが， ζζ で「社会」という場合，

もちろんそれは「社会一般」ではない。つねに 特定の「経済的社会構成体jとして自らを体現して

いる社会である。生産諸調係概念で抽象されうる実体が つねに特定のひとつの f経済的社会的有機

体」として特徴づけられるのに対して，それに規定されて，その飴内でしか自らを表現できない特定

の史的発展段階を歩む実体としての社会は，すでにみたように，各「綴済的社会構成体」を，いわば

貫通する紫霊的な，たしかなる社会的「富jの段階的発展をつねに有している。

私たちは，かねてから，マルクスの社会分析視角そのものが，複眼的であると指摘してきた。つ

まり，分業の発援の中に，人類社会の繁華主的発展を，その生産諸力自体の発展として直視し，したが

って，資本主義的な生産様式にもとづく社会を，人類のζれまでの カの最高の発展段階として措

定すると共lζ，分業の発展そのものが，私的所有の生成一発展一展開としてもたらされてきたが故に，資本

主義社会を，最高度の階級社会として，マルクスが把握していると述べたが， ζ の乙とは，乙 ζでの文

脈にそうていうならば，分業の発展を土台においた，人びとの社会的協働綴式の発展 z 生産諸力の発

展自体が，それに紹応すると乙ろの生産諸関係にもとづく「経済的社会構成体」を，特定の「終済

的ネ士会構成体jそれ自体の歩みとして生成一発展一死滅の運動としてしめしながら，しかもその「経

済的社会構成体Jの前進的な歩み自体として，共問所有(社会的所有)の中から，それ自体，分業の

発生・展開の基点となった，私的所有それ自体の，生成一発展一死滅の過程を歩んでいるということ，

を示すということになる。私的所有の生成一発展一死滅の過程は，それg体としては，共同所有(社

会的所有)への回帰という乙とになるが，それは，古い原始共産制への回帰ではなし、。私的所有その

ものを経過したという ζ との意味は，われわれ人類を幼年期から少年期に成長させずにはおかない。

「しかし国重量は訊ギリシアの芸術や叙事詩が一定の社会的発展の諸形態にむすひFついている乙とを箆解す

る点にあるのではない。鼠難は，それらがわれわれにたいしでもなお芸術的事楽をあたえ，またある点では，

規範としての.また至:IJ速できない模範としての意義をもっているという ζ とにある。

大人は再び子供になる ζとはできないし，できればせいぜい子供っぽくなるだけである。だが，子供の無

邪気さは彼を喜喜ばせないだろうか? そして，より高い段階で自分の真実さを再生産するために，再び自ら努

力しではならないだろうか?……人類がもっともすばらしく花咲いた，その歴史的幼年時代が，二度とかえらぬ

その段階として，なぜ永遠の魅カをあたえてはならないのだろうか?……正常な子供はギリシヤ人であった。

彼らの芸術が，われわれにたいしてもつ魅力は，それがおいたつ蕊礎をなした未発途な社会段階と矛!還するも

のではない。〈魅力は〉むしろ乙ういう社会段階の結果であって，むしろ芸術がそのもとで発生し，しかもそ

のもとでだけ発生する ζ とのできた未熟な社会諸条件が，けっしてふたたびかえってきはしないというととと，
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不可分に結びついているのであるJ27) 

とζ ろで?ルクスが『ドイツ・イデオロギー』の中で人類社会の歩みを分業の発展=私的所有の

発生・展開として捉えたとき，私たちは，そ乙 iζ 7Jレクスの複眼的な社会分析の視角をみたが，その

ζ とは，もう一歩ふみ ζ んで考えると分業の発援のゆに「生産力」カテゴリーを，私的所有の発生・

展開の中に「生政諸関係」カテゴリーを対応させていると読む ζとかできないだろうか。 r分業と私的所

有とは，おなじ乙とをいいあらわしているのであって一一一方で活動に関していわれている ζ とが，

他方では活動の所産に関していわれているのである。 j たしかに，マルクスは複限的iζ人類社会その

ものを分析する。しかしその後娘的な視角と私たちが呼んだものは f生産力と生漆諸関係jの矛盾の

シェー?を土台においている ζ とがわかる。

私たちは『行為と社会変革の理論~ 2のにおいて マルクスが人数社会の発展を大きく三段階iζわ

けでいることをあきらかにした。 第一段階は，諸偶人がつまりその個人の人格的独立性が{共同体j

iζ包摂されている段階，一日・・それは次のように表現せられている(マルクス Kよって)0 r人格的依

存弱係(最初はまったく自然生的)は最初の社会形態であり，そこでは人間の生産性はどく小範囲で

また孤立した地点でだけ発展する。 j第二段階，それはあきらかに近代資本主義社会であり， r物的

依存伎のうえにきずかれた人格的独立性jをもって特徴づけられる段階である o しかしこの段階にお

いては「一般的な社会的物質代謝，普遍的な対外諸関係，全額約な欲望，そして普遍的な力能といっ

た体制jがはじめて形成される o J ζ の意味で…・・…・第二段階は，第三段階の諸条件をつくりだ

す。こうしてマルクスが諮る第三段階は「諸個人の普遍的な発展のうえに， また諸個人の社

会的カ能としての彼らの共有的，社会的な生産性を従属させる ζ とのうえにきずかれた自由

な個性j の展開に慈礎をもっ社会段階である。いわゆる社会主義→共産主義社会像がそこに

ある。

ζ のマノレタスの人類社会発展の三段階の区分け自体の中にも当然のことながら前迎の後録的な社会

把握が貫ぬかれている。しかし，それは，生産力のカテゴリーと生産諸関係、カテゴ 1)ーによって整理

しうるものである31)ζ の点は 実は現時において展開せられている「マルクスにおける所有理論」

にかかわる論争坊とも不可分にかかわる点だが，子短かに波べるならば，マルクスの人類社会発援の

論環のヰ1では，私たちが解釈する「協働様式Jとしての社会の形で表現せられる生産カカテゴリーと

しては，先資本主義社会の段階と，資本主義社会以降とをあきらかに区分している。そして後者に隠

しては『ドイツ・イデオロギー』 での指摘をまつまでもなくく市民社会>という概念でしばしば ζ れを

表現している。これに対して生産諸関係カテゴ 1)ーでみると，先資本主義段階において，原始共産制

の段階を思IJとすれば，その後の人類社会の発展は，階級社会への移行期としての全般的奴隷制(rア
ジア的生産様式J段階)，それ自身階級社会として刻印される古代奴隷制 crお典古代的生産様式j

の段階入封建制(rゲルマン的生産様式Jの段階〉の区分けをなしている。また資本主義社会(r所
論「市民社会 I)以降の段階においては，階級社会としての資本主義社会と，そうした状況を克服し

た，あるいは止揚する過程としての社会主義の段階，そうして共産主義の段階とをあきらかに峻別し

ている。

かように，マルクスの社会把握は複眼的である。かような基底にまで立ちもどらなければ，たと

えば，マルクスがこれまでの人類史の中での生産力の発展の最高水準として資本主義社会を位積づけ，

そうして開時に，階級社会化状況の極限状況としてこれを位霞づけ，それ故iζζ そ，その胎内で，人

びとは階級社会化状況を止揚しうる構造を階級闘争をとおして，そしてその諸結泉佐構造としてっち

29-



教育学部紀委第26号

かう ζ とをとおして，現実的，実在的な社会のあり方そのものを変革せざるを得ないと把援したその

患恕を理解する乙とは際難であろう。

実体としての社会， それは実体として存する生産諸関係によってあきらかに規定されている O

しかし緊主主的な史的重みをもった実体としての社会の構造的発展そのもの，その分業の進展iζ ともな

う，社会的「協働形態Jの構造的発疑そのものが，特定の生産諸関係の存在形態，特定の「経済的社

会構成体Jそれ自体を変革せざるを得ない。それはほかでもないその特定の f経済的社会構成体Jを

支える社会そのものの発展として，その胎内から生ずる。

「生産力j概念を，その表出された実体として，人びとの「協働様式」としての社会としてま理解

する私たちの立場は，もっとはっきりいうと，人びとの現実の社会的労働一生活過程にまでおりで，

その協働様式としての実体としての社会を分析するという立場である。 r社会的編成と民家はたえず

特定の諸倒人の生活過程から出てくる。ただし諸傍人といってもそれは自他の表象のなかlζ表われるよう

な諸仮人の ζ とではなく，現実的に存在しているような諸偶人，すなわち働き，物質的に生産してい

るような諸個人，したがって特定の物質的な，そして彼らの意志からは独立な諸借り阪，諸前提および

諸条件のもとで活動しているような諸飼人の ζ とである n J 33)* 

* 7)レクスは，たしかに f資本論J第 l版序文で「経済的社会構成の発援を一つの自然的過程と考える私

の立場は，ほかのどの立場にもまして，他人を諸島喜係lと資任あるものとする ζ とはできない。J34) と述べ

ている。しかし続けて彼が述べている「というのは，彼が主観的にはどんな諸関係を超越していようとも，

社会的には，儲人はやはり諸関係の所産なのだからである。 Jという言葉とあわせ読むとき， ζの言葉は

諸個人の現実の階級的規定性，その階級的矛盾のいわばくるつぼ>の中で現に展開せられている生の営み

としてのその社会的労働一生活過程が，まったく経済的社会構成体の前進的移行とかかわりがないという

ことを述べているのではなく，むしろ，その営みg体が，人類社会発展の中での累霊的な規定性ぞうけて

いるという ζ と， そうして協働様式それ自体としての社会的諸鑓係の変革をとおして，はじめて，かかる

規定伎を止揚できるものとして把握した言葉として受けとめるべきであると私たちは考えている。 r物質

的生産過程の姿は，それがElE8 ，ζ社会化された入閣の所産主として人間の;意識的，計爾的な制御のもとにお

かれたとき，はじめてその神秘のヴェールを脱ぎすてるのである。しかし，そのためには，社会の物質的

基礎または一連の物質的存筏条件が必要であり， ζの条件そのものがまた一つの長い苦悩にみちた発展史

の自然発生約な所産なのである。J35) 

とζ ろで，かような立i拐に立つ私たちにとっての当面の問題は，すでに序章でその一端Kふれた

ように，かかる意味での人類社会が緊重的に培った「協働形態」としての「社会Jそのものの構造が

とりわけ高度に発達した資本主義社会としてのわが鴎の現実にそうでは， トオタルな;意味で，まった

くといってよいほど経験科学的認識に耐えうる形では構成されていないという点にある。わけでも，

私たちのいう緊霊的構造のもとで現にその生の営みを臼々の営為として展開している現実の賃労働者

層の社会的労働一生活過程レベルにまでおりて，その人間としての営みが社会の発展構造，そうして

f経済的役会構成体jの前進的移行と如向にかかわっているのか といった綴援に関する射皇をもっ

た論考がきわめて数少ないという ζ とである。

環論「社会学Jの分野では 機能主義的lζ社会構造を社会体系として把握する者も少なくない

しーまた実証的研究においても分析のフレーム自身が確立していないのも少なべない 3九 他方，マ

ルクス主義の分野でも， ζ の銀波は，未だ未開拓といってよい。「生産主諸関係、j的視点lζ立った分析が

主流をしめていて，乙 ζ で私たちのいう意味での f生産力J側面における社会変動構造の分析は立ち

おくれている。

マルクス主義における「国家論Jの務業績も当然に紅たちの分析館長去にふかくかかわってくるが，
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ζζ では，とくに，マルクス，エンケ、ノレスが有していた，それ自身一つの権力機構である国家の，社

会的成立土壌の問題 38)また，彼らの「国家の死滅Jの視点を大切にしたい。というのは，前掲の吋士

会的編成と出家はたえず特定の諸偶人の生活過程からでてくるJというマルクス，エンゲルスの指橋

にもあきらかなように，国家はそれ自体，諸個人の生活過税iζ根ざしているものであり，闘当支が死滅

するという ζ とは，当然の ζ とながら，権力機構としての国家が死滅するという意味であり， r掴家j

がその成立土壌とした住民の生活の共間防衛，その共同維持という行政の機能が，その死滅後，いよ

いよ本来の機能を発簿するという意味lζζ の命題はうけとらなければならないからである。しかも乙

のさい私たちは，諸他人の生活過殺と臨家とを直結してま理解するのではなしに，その賠iζ ，諸個人の

生活過税が有する繁意的な生産力水準の高まり，すなわち，協働形態としての社会編成のあり方，そ

の社会の機構一檎造のあり方の累霊的発展という事実を入れて，乙の問題を捉えたいと考えている。

乙ζ では以下，次のエンゲノレスの言葉を引用するにとどめよう。

「最高の民家形態たる氏支主義共和国は，わが近代の社会関係のなかでは，ますます避けがたい必然事と

なり，プロレタリアートおよびフソレジョアジーの!市の最後の決戦が劉いぬかれうる国家形態をなすものであ

る。ーー ζの民主主義共和国は，公式にはもはや財産のまを別をま勺たく問題にしない。 ζζでは窓はその権力

を間接的IC，しかしそうであるだけに一機篠実に行使する o …・・最後に，所有階級は努通選挙によって直接の

支配を行なう o 被抑圧階級が，すなわちいまの場合，プロレタザアートが，まだ自己解放にまで成熟していない

かぎり彼らの大部分は，現存する社会秩序を唯一可能な秩序と認め，政治的lζは資本家階級のJJLJ己であり，そ

の最左翼であるだろう。しかし彼らがその自己解放にむかつて成熟するにつれ，彼らは，しだいに自らを独自

の党として結成し，資本家たちの代表者ではなくて，彼ら自身の代表者を選出するようになる O だから普通選

挙は労働者階級成熟の測定器である。 J39)

く注>

1) Max Weberの方法論に関しては，近時のわが国においては.K.Marxとの対比において異常なまで

IC，その評価，また検討がなされている。 M部 W巴berの諸業綴の中には学ぶべき点も少なくないが，

たとえば大塚久雄 f社会科学の方法J C岩波書応 1968)にみる如き， K.Marxのもちえていなかった

社会的行為殉論に関する射量をWeberが有していたという評価には私たちは組みしていない。私たちは，

K. Marx の社会理論そのものの中lζWeber を陵駕する社会的行為理論が内在しているという ~'r場を

とっている布施鉄治『行為と社会変革の理論J参熊の ζ と)。

2) E . Durkheimの評備については，布施，前掲脅，総論，CE.Durkheimの総会泌総)を参照の ζ と。

3) T. Parsonsの論理がもっ問題点については，後述する。

4) かかる点に関しては，前掲論文，布施鉄治 f戦後 B本農村社会学の展開と農民!替のく生産・労働一生

f.5遜程〉分析の視角j参照の ζ と。

5) 乙の ζ とに関しては，布施欽治『行為と社会変革の懲論』補論参照の ζ と。

6 ) F. Engels r J .ブロッホへの手紙JC国民文庫版『フォイエノレパッハ論』所収P87)

7) K. Marx何 EEngels rドイツ・イデオロギ-j] C会築第3稔P22)

8) 前掲書 PP23-26 

9 ) F. Engels rブォイエルバッハ論J C国民文庫版 PP60-61)

10) K. Marx， F. Eng巴Isr資本論評鰐J1 C国民文庫版PP55-56)

11) K. Marx r資本論』第 l巻，第 4鰐，第 4ffP rマニュファクチュアのなかでの分業jにおけるEngels

による第 3版への注。 C全集23a巻 P4621。

12) K. Marx， F. Engels rドイツ・イデオロギ-j] C全集第 3巻PP25-26)

13) K. Marx r資本主義に先行する諸形態』大月番底 1959. PP 68-69 

14) 前掲欝 P69

15 ) にの段階わけとして，アジア的生産様式，古典古代的生産機式，ケツレマン的生産様式が存する。

噌

a
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16) K. Marx r資本主義lと先行する諸形態J大月舎成 1959 P62 

17) ζζiと「社会的価値jの問題がでてくるが，前述のように本稿では ζの問題にはふれない。

18) K. Marx r資本主義に先行する諸が慾』大月会成 1959P70 

19) 前掲書 PP71-72

20) ζ のととについては序章ですでに述べた。

21) K. Marx r経済学批判要綱』第 3分間，(大月j'1t/万 P655) 

22) K. Marx r賃労働と資本~ (者波文庫版 1974 PP 46-47) 

23) K. Marx， F. Engels r資本論書簡.11 (国民文庫版 PP61-62) 

24) 布施鉄治 F行為と社会変革の斑諭』参照の ζ とO なお『行為と社会変喜立の王町命』においては， ζ の三

者，すなわち，生産諸関係，交通諸関係，交換諸関係概念の?ノレクスの内在論理にそっての分析は，な

お不十分である。

25) K. Marx r資本論』第 l部，第 3rnL第5家参照

26) K. Marx I哲学の貧rn.l (会室長第 2巻 P156 ) 

27) Ko Marx r経済学批判嬰綱』第 1分冊(大月設!苫 PP33-34) 

28) K. Marx， F. Engels rドイツ・イデオロギ-J1 (合同出版 P65)

29) 布施鉄治『行為と社会変革の理論j寄木努!百 1972

30) 布施鉄治，前掲議，第 7主主PP78-80

典拠 K.Marx r綴済学批判要綱j第 1分間 PP78-80

31) 布施鉄治『行為と社会変lj1eの理論』においては， ζ の点の解明にまで論述はおりていない。

:12) その論争の一端lとついては，林直道『史的唯物論と所有理論j大月主主!苫 1974をみよ。なお私たちは，

かならずしも林直遂の説に組みしているわけではない。

33) K. Marx， F. Engels rドイツ・イデオロギ-J1 (全集第 3巻 P2I)

34) K. Marx r資本論J (大月版第 l巻 PPlO-11) 

35) K. Marx前掲苦言 P 106 

36) この ζ とはi!i持取絞された『社会学者毒座J(全18巻〉第 1巻『主主論社会掌.10巨大出版会)， 

また『社会学セミナーJ(全4巻，有斐!翁)，第 I巻の『社会学理論jを爆開みただけでも，ただちに指摘

しうる点である。そ ζ では，あたかも「機能主義」以外に社会学理論はありえなし、かの感を呈している。

37) その中で，犠武箆綴 F地域開発の構想、と現実~ 1 -m.東大出版会 1964-65は，私さちが学ぶべき

ものをもっている。

38) かかる点に関しては.F. Engelsの『家族，国家，および私有財産の起源』 における論述をみよo

39) F. Engels r家族，国家，および私有財産の起源JI (全集第21巻PP171-172) 

第2章社会構造と社会機構

小序

前述のように，私たちは，マルクスのいう「生産力j概念の実体的表出を，諸傍人の「協働様式j

としての社会の中に求める o その社会は，これまでの人類の労働…生活の諸結果を緊素的，発展的lζ

自らの中に内包している社会であって，しかも，社会一般として自らを表出するものではなく，つね

に，特定の生産諸関係による規定性与をうけた特定の「経済的社会構成体Jとして，自らの有機的構成

のあり方を，独自的な形で総務しつつ，その「経済的社会構成体Jのあり方自体を，前進的lζ変革せ

ざるを得ない，そうした発展過程を自らあゆむ社会として把保される。人びとの労働一生活の諸結果

は，何よりも社会的な形での生産手段(それ自身，人類の知力が創出した物質的形態をとる)の緊霊

的発展として， r社会的物質的な富 j として蓄積されているが，その発展過絞そのものが，諸例入

の協働様式としての社会のあり方を変容せざるを得ない。
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とりわけ，労働主体者の労働の客鋭的諸条件に対する関係，つまり f所有 i概念で抽象されうる

と乙ろの諸際係において それを変容せざるを得ないものとして， ζ れまで人類はその昨季史を刻印し

てきた。資本主義生態様式下における，その「転倒性Jも，それが偶々もたらされたというものでは

なく，かかる客観的累霊的な人びとの営為そのものが総体としての社会にとっては，自然発生的な形

で発緩してきたという ζ と その重みをもつものとして現に存しているということを知らなければな

らない。しかし人びとの生活の営為そのものがもたらす「自然的人間Jが有する諸力能の察室的発展，

すなわち，とりわけその目的意識性そのものが，こうした「転倒jの形態そのものぞ，人々の現実の

労働一生活過程の諸結果の累霊的発援の中で 協働株式そのものの発展として変革せざるを得なし、。

私たちは，この問題にアプローチするにあたって， まず本主主において，現代に生きる諸俄人の

現実の社会的労働一生活過私1自体が 如何なる構造の中に存するか かかる点号をあきらかにする。い

うまでもなく現実の諸個人の社会的労働一生活逃程自体，それは累室長的lζ主まった社会の構造の中にあ

る。

その社会の構造は，どう把綴さるべきか。私たちは，その構造を理解するために「社会の機構J

概念を提示する。

第 1節地域産業と地域社会

第 l項経済機構と地域産業

私たちは，本稿では，賃労働者砲の現実の社会的労働一生活過程在念頭において論脅すす

めるが，ヱド稿で私たちが問題とする社会の構造は，今日の段階では，賃労働者鼠がもはやぬceto face 

の関係で実感するレベソレを ζ えた，まさに弘たちが経済機構，社会機構概念で始象しうるものを，そ

の骨組として，幾重にもからみあった多段的構成をもって構成されている ζ とをまず指摘しなければ

ならない。

乙のさい，私たちは，まず少なくとも一国レベルでの資本の総運動ーーすなわち，その生活資料

そのものの(当然κ生産財そのものの)社会的生産一分配一流通ー消費にいたる全経済過程を掌擬す

る機構(経済機構)を大きな基本構造として措定する。この経済機構は，大きくいって，生産財部門

と生活財部門との重層的機構として構成されているが，最終的には，世帯(家族)を単位とした諸偶

人の経済生活過程を包摂する乙とによって，その経済の拡大再生産の過程を全うする機構である。し

たがって，家族などは ζ の機構概念の中には入らない。さらに，乙の経済機構を具体的に支える機関

の中では，資本一賃労働関係が支配的となっているo

資本主義的生産様式下では，当然に局地的g給自足的経済闘は崩壊しているし，対極lζ世界市場

が形成されている乙とも事実であるが，少なくともー圏レベルでの器内市場をこと台としての経済関係、

によって，その社会が一国(国法のカをかりで)単位での統一性を保っている。資本の総運動は，そ

の経済機構を介して，今罷津々浦々の住民を包摂している。

私たちは，全母各地減の住民が， ζ うした資本の総運動の中で，一定の地位と役割をうけもたさ

れている ζ とを前提としなければならなし、。具体的にはそれは，資本lζ よる主主~用具と人員の全国各

地峻への配分という ζ とを意味するが， ζ の場合，それはまったく慾主主的になされるわけではない。

資本の価値増殖の運動は霞を喰う猿のようなものではなく つわに具体的な人間活動を介して自らを

増殖するものである以上，労働し生活する人閣の前提である大地との結びつきを重視しなければなら

ない。 ζζlζ地域産業という概念が重要な意味をもって立ちあらわれてくる。呉体的には地域産業組
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織を介して人間の生活の営みは展開される。労働を介した人間とa然との統一は，資本主義社会にお

いても基本的に重姿な意味をもっている o

しかしながら，先資本主義社会とは異なって，生産諸カの飛躍的発展の中で産業分化が多綴iζ進

展しているから，直接的生活資料をうる生産組織 また生産財を生産する生産組織だ、けが重姿な意味

をもって立ちあらわれるわけではない(もちろん 乙れら社会的生産組織において価値一経済的な意

味でのーが創出せられる以上， ζ れら生産組織の活動が基底的lζ重要な意味をもっている乙とを前提

として乙 ζでは論を緩関している)。資本の価値増殖の運動が拡大再生産するためには，乙れら生産機

関のほかに，エネルギー産業機関，運輸・通信機関の発達が不可欠に必要であるし，また社会的lζ生

産された商品が需婆者の手iζ渡って商品として機能するためには種々の結節機関が必姿である。

を替えるならば， ζ のととは資本はその本性からいっても，たゆまぬ自己拡大をgらの運動そのもの

として麗らざるを得なし、から，そのrtで，運輸・通信機関の発達を伴って，また流通組織としての諸

結節機関の社会的拡大を伴なって，商品の流通燭そのものを拡大再編せざるを得ない，という乙とで

ある。それらの諸機関は，当然のζJてながら自らに似せて，つまり資本一賃労働関係、をその組織原則

としたものとして再編される。

かような意味で，かつて生産と生活機能が未分化のまま自らを生活組織として立ちあらわしてい

た「家jは，社会的諸機関(資本主義的企業としての)と，生活の場である世帯(家族)とに分離す

る。そうして「家jの不可欠の補充物であった局地的な共同体的社会は資本のかような営みの中で，

資本主義的に解体させられざるを得なし、。替って，資本の増摘の論理lζ従って，地域社会はたゆまず

所謂「地域J (リージョン)として蒋編される ζ とになる1)。

第 2項 経済機構と社会機構

ところでかくいう場合，私たちは社会的諸機関は，前述の社会的生産と流通・結節の機関のみで

はないという乙とを銘記しなければならなし、。それとはあきらかに社会的機能が異なる諸機関もf家J

または「むらjの胎内から分離し，現に創設されている。すなわち 生活(生産)諸資料の社会的生

産一流通一消費の所講基本的経済過程を渇どる諸機00/:'けではなしに，たとえば教育機関，夜警告機関

の社会的独立にみられるように，何よりも物質的(肉体的)に，また精神的(主体的) Iζ ，その生を

いきぬく倒体の保全，偉人の社会化を司どる諸機関の「家JrむらJからの分離も進行する。そして，

かつての「むらJが有していた自治的諸機能は地方自治体のもつ諸機能の中に蘇生されざるを得ない

ものとして継承される。

生活諸条件の生産一流通にかかわる生産，結節機関が「私的jな色彩が強いのに対して，行政機

関はもちろんの乙と，エネノレギー産業機関，運輸・通信機関，そして教育，医療機関がより「公的J

な性格が強い ζ とをみてもあきらかなように ζ れら諸機関のもつ諸機能は開ーには論じられない。

さて r家jあるいは fむらJから分離したこれら諸機関の社会的活動なしには，今日の段階に

おいては，私たちの生活はそれ自体維持できなくなっている。一国の経済機構は乙れら諸機関の有機

的な結合の中K自らを立ちあらわしている。 ζれを諸俄人の側からみるならば， ζれら諸機関は彼ら

にとっては生業の場としての「職場」として存し，この職場と世帯(家族)を連結する環《その基本

的な経済・社会過程として存している。そして職場での賃金，世帯での生計費によって諸仮|人の金生

活の社会的再生産の物質的基礎はかたく規定されている。そして，かかる段階においては，いうまで

もなく ζれら諸倒人の現実的労働過程は，社会的生産労働のみではありえなくなっている。

第 3項 地域産業の不均等発展と地主義階級構成

川
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とζ ろでー闘の経済機構それ自体が資本主義的生産綴式によって規定されている場合，地域産業

a体の発展も不均等lζ展開する故，当然， ζ れら産業諸組織の地主主的有機的構成のあり方も地域特性

において異なってくる。乙の ζ との中で地域産業のあり方は，かつての先資本主義段階における産業

組織のあり方が，いわば郎自的に大地(自然)に結びついていたのに対して， (もちろん，社会のあ

り方，その特定の生産綴式を介してだ、が)かかる根っ子を有しながらも，より間接的に，すなわち資

本の価値増嫡にとってより有利な地点iζ ，特定の産業機関がその必要に応じて設賀される，という ζ

とになる。言葉を替えるならば，少なくとも，もはや世界市場の中にそれ自体位置づけられた一国レ

ベルでの分業体制のより一層の進展の中で，地域産業自体が，その地域の8然的SL地条件と共iζ，経

済的立地条件iζ見合った形でより一層再編されるということであるが(乙の場合，運輸・通信機関の

拡大が決定的に重要な意味をもっ人 ζのζ との中で， ζれら地域的に分化した産業編成与をコントロ

ルする諸機能を掌援する地域が，所講，管理中駆機能をもっ都市として自らを立ちあらわし

てくる。今日のわが国においては，かかる構造は首都東京を頂点として，衆落社会(都市)相互間

の上下支配の機構として診多段階的に構成されている。金融機関，また行政機構がζれに相却し

ている。

さて，かかる形で進展する産業の地域的再編lζ応じて，当然の ζ とながら，それぞれの地域にお

ける階級編成のあり方も異なっている。産業部門iζ応じて資本一賃労働のあり方も異なっているし，

また同一産業怒内においても，それら機関の資本規模によって労資関係は異なっているとみなければ

なるまい。かかる意味において，地域における階級の存在形態は独立変数ではなく，地域産業組織の

資本主義的企業としてのあり方によって，しかも今日の場合，独占資本との関連においてそれら地域

の産業組織が如何なる地位をしめているか という ζ とによって基底的に規定されているという ζ と

ができる。そして，かような意味での地域産業の一国の中でしめる地位によって，地域社会のあり方

は暴底的iζ輿なっているという ζ とができる。

第4項 地域社会と地域社会機構

とζ ろで， ζζ で私たちが地域社会というとき，それは上述した意味での産業議総織を「職場J

とし， rt設帯J (家族)を生活の本拠とする地域住民の金生活の社会的再生産過程がおりなす地践的

な総体としての統一体を意味している。したがって，地主量産業のあり方がその骨格をなしている ζ と

はいうまでもないが(地域産業が死滅すれば当然に地成社会も死滅する) それだけではなしに rt陸
揚;J (家族)の構造，また産業総織の資本主義的進展の度合が当然うみださざるを得ない賃労働者層

の「労働組合J組織， r地方自治体j組織等々の諸組織，さらに各種の地縁組織，生活組織，そして

親族のネットワークの地域的ひろがり等々，諸個人命労働過程以外のあらゆる生活過援を包摂する諸

関係を含むものとして借定する(始源的に考えるならば，大地く自然>がその生の対象として労働し

生活する人間の前提として存したように，親族もわれわれの肉体を，私自身が自ら創造したものでは

ない乙とにあきらかなように，現存する私たちにとっては，その生存の前提として存する ζ とを看過

しではならない。)

もとより，それは，かつての先資本主義社会のように，血縁，また地縁的な諸関係が特定地域の

上lζひとつの生活組織体として制度化された局地的な共同体社会としてあるわけではないから，かか

る窓味での地域社会構造は，それ自体社会的組織体としてあるわけではない。かつては，人びとの生

存の前提としてあった血族組織(臼本の場合でいうと，同族組織'が永い期間にわたって，とりわけ意

蓉な意味をもったが)も，現段階では主要な労働・生活互助組織として機能しているわけではない。
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しかしながら， ζζ で地域社会という概念でいいあらわす実体がまったく無定形なものとして存する

という ζ とではない。たしかに親族のネットワーク，また近燐の諸関係、等々は，それ自体フォー?}レ

な形では自らを顕在化してはいない。しかし，地域の経済構造が少なくとも一国レベ、ルで現lζ形成さ

れている経済機構によって支えられているよう κ，乙れら地域社会を貫ぬく社会機構は，厳然として

そζlζ存している乙とを看過してはならない。しかも それぞれの地域社会は今日の段階ではそれ自

体孤立した自給的な社会として存ずるものでもなし、私たちが，ことで社会構造の概念のほかに，あ

えて社会機構概念を用いるわけは， ζζ でいう社会機構をとおして，まさにそれぞれの地域初会が全

国的な連鎖の中iζ セットされているという事実を窓視するからであり 現実の階級的諸問題を地峡住

民それ自体がその生活諸過程をとおして，一歩づっ止場する行為の諸結果は，多くのインフォー 7 ル

な根っ子をもちながら，少なくとも ζζ でいう社会機構の rplC構造的に定義せざるを得ないとみるか

らである。社会構造概念と社会機構概念の相違についてはあと(本章第2節)で詳述するが，私たち

が社会機構概念を用いるさいとりわけ重視する地域社会組織は，労働組合組織と行政組織(地方自治

体〉である。(さらに，教育諸組織，マスコミ機関，また運輸・通信機関，生活必組織のあり方が問

題にならざるを得ない ζ とはいうまでもない) 0 労働組合組織，地方自治体，さらにまた教育機関の

あり方は，局地的地域的なものというより，全国レベルでの社会機構の中lζ セットされて，その中で

のT貴重喜な社会的骨粗をなすものとして 同時に地域社会機構そのものとして現に存している。もとより

乙れら諸社会組織のあり方は基本的に地域産業構造の資本主義化の進展の度合によって，そのあり方

が規定されるものであるけれども，それら中核的lζ機構化せざるを得ない謡組織は，産業J:tf総織が，

資本の価値増殖の論理iと支えられて活動するのに対して それと対決せざるを得ない労働者の生活の

論理に笠つての諸活動を展開せざるを得ない志向性をもっていると ζ ろにその大きな特徴が存する。

かかる窓味において地域の労働組合総織が如何なる価値志向にもとづいての活動をなすかは，好むと好ま

ざるとにかかわらず，地域の労資関の階級的力関係lζ 君主要な怠味をもたざるを得ないし，またその力関

係の中での地方向治体のあり方によって，地主主住民の全生活の社会的再生産のあり方が大きく異なら

ざるを得なし、。地域の労働組合の諸活動，また地方自治体の諸活動自体，それは大きく一回レベルでの生

産諸力の発展水準，とりわけ労資問の力紛係によって基本的lζ左右されるものである ζ とは言をまたな

い対，それにもかかわらず，前述の如き資本主義経済の地域的不均等発展lζ支えられて，その力関係

は不均等に顕在化し，地域独自の社会構造として，その地主主の社会機構の仁わにそれは構造化せざるを

得ない。そうして，とりわけ行政機関の諸活動は，的域への z卒業誘致活動，また住民街祉活

動等々の併をもちだすまでもなく，地域廃業諸組織のあり方から，甘t，域住民の一人一人の生活

の社会的再生産i路程のレベノレにまで，それらの現実的活動κ一定の水滋を設定するものとして

現に機能している。乙れら二つの主柱を軸として，地域の教育制庭，医療告IJ度等守，地主まにはあ

きらかに地主主住民にとって必要な社会機構が構成されている。そしてそれは一国レベルの機構に

連鎖されている。

第 5袋 地域住民にとっての地主義社会

さて，地域路業が存する以上，上述の如i聖地妓科会は死滅しない。と ζ ろで，資本にとっての地

域社会のもつ窓味と，地域住民(費労働者関)にとっての地域社会のもつ意味とはあきらかiζ異なっ

ている。資本にとっては，特定地踏みのもつ自然的・経済的立地条件がその側値矯殖にとってより有利

であるならば，当然そ ζlζ生産あるいは結節機関を設置する。地峨産業自体を拡大，新設する。ある

いは逆に，資本の価値増殖にとって，そ ζ が意味をもたなければ産業諸組織そのものを撤収する。と
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乙ろで，賃労働者にとっての地域とは，そ ζlζ就労の場(生業の場)がなければ無意味なわけであっ

て，その;意味において資本(地域産業)を介してしか特定地域と関係をもっζ とはできない。かかる

意味において，賃労働者間の大地(特定の地域)との結びつきは，基本的iζ資本(地域産業)を介し

てしか存し得ぬものとなっているかにみえる。事実かかる側面は基本的lζ看取しうる。かかる意味に

おいて，賃労働者層は特定の地域lζ線づく ζ となく地域間を放浪する群学にも似た性格をもっている

ということもできる。全国各地域の農業，またかってからの所謂， 自営業的地場産業の資本主義的分解

の結果，とりわけ若年腕に強くみられる労働者の地域開移動にも乙の一端は垣間みる ζ とができる。

しかしながら，もう一歩ふみ乙んでみると，資本がつねに具体的人間活動(労働そして商品とし

ての生産資料の消費)を介してしか自らの価値増殖を簡れない以上，そして賃労働者慢が特定の産業

組織を「職場Jとして他極につねに「世得(家族)J.を生活の本拠として生活している以上，地域住

民隠(地域賃労働者層)の全生活の社会的再生産過程をとおしての大地(特定地域)との結びつきは

地域社会の活動そのものとして基本的に存しているといわなければならない。地域の賃労働者艇は，

地域産業(職場)が有する賃金水準，その他の労働条件を介して，特定地域での生活を全うする ζ と

になるわけだが，その ζ とは同時に，地域社会自体が有する文化度(それは当然に，労資の階級対立

の中で，その対立の水準をなす，全国的な意味での生産力水準の発展lζ相応した人類がまさに累霊的

lζ培った文化度という意味であるが)，したがってまた地域社会機構自体がもっ発展水準を介して特定

地域と関連をもっという ζ とを意味する。つまり職と生活を求めて群学lζ も似て放浪する賃労働者の

地域開移動は裸の大地と大地問の移動ではなくして あきらかに地域社会機構自体がもっ特定の発展

水準に支えられた地域社会相互間の地域移動としてそれは現象している。そして， ζのさい重要な ζ

とは，かかる意味で地域社会が保有する構造は，いわばその地域の産業がそれなりの伝統の累意的つ

みあげの中iζ ，その現在を歩ゅんでいるように，地域住民の生活文化の紫電的つみあげの中にその歩

みを刻しているという ζ とであろう。その中で地域社会自体の資本主義社会としてのより一層の高度

化がもたらされているという事実であろう。つまり，人びとは，資本にとっての労働力として地域簡

を移動し，また ζの移動率は所講都市化がすすめばすすむほど高まる乙とは周知の事実であるが，そ

れにもかかわらず，地域社会自体は前述の地域社会機構8体がもっ発展水準を高めざるを得ないし，

また高めているという乙とであろう。しかも全国的な機構の連鎖として かかる社会機構的定着がな

されている点を義過しではならない。

第 6項 地域における階層構成

さて，乙とで私たちが地域社会という場合，一国レベルでの資本の価値増殖の運動に支えられた

地域産業のあり方，その全国レベルでの客観的な地位と役割を土台においている。それに規定された

特定の階級構成をもっている。さらにまた資本主義の高度化に伴い前述した社会機構の特定の発展段

階をもつものとしてその地域社会は把接される。

前述からの論理寝間であきらかなように ζζ では，地域社会を地方自治体単位で考えているが，

その池波社会の慈底を構成する産業諸総織は一定の編成をもって構成されている。その役割において，

社会的生産機関は全国市場での あるいは特定の自治体の枠をとえる地方市場レベルでの役割を現iζ

果たしている。乙れに対して諸結節機関は，運輸・通信機関を不可欠の向伴者として，それら地域の

社会的生産家活動を全開各地域lζ結びつけると同時に 全国各地域で生産された海品としての講生活資

料をさ当該地域住民に供給する役割を果たす。そして サービス諸機関はあきらかにさ当該地域性民に対

する社会的サービス機能を果たすものとして位置づけられている。 ζ れら機能の異なる際業の編成の
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型lとよって地域社会のありえfは当然に異なる。

その中で，地域の社会的生産機関のあり方，そ ζ での資本の価{直i持殖の営み自体がi商接的lζ 日々

それら地域を全国各地域lζ結びつける主主底与を傍成している乙とは当然であるが，そとには，それら地

域における基幹産業と，その基幹産業を補完する原業とのゆjが自づと生まれている。と ζ ろでかくい

う湯合，その集幹産業の賃労働者胞の現実に獲得している箆令水準 そしてその労働諸条件一一それ

にもとづく世f存(家族)の生活水準等が暗黙のがj提とされていて，その主主幹康業iζ対する社会的評価，

それとの比較の中での他産業 f他康業従業員の生活) fζ対する評価が存している。

ζれは地域i1t業編成臼休の中での議幹会業その下請，再下請等々の企業間関遂としても客観的iζ

看取されるものであるが，と問時lζ，ζ れらは，それら企業の童労働者約の現実の賃令水準を土台と

した世，E?での生活指条件という平年観的な裏づけをもっている点を看過しではならない。そ乙にはたし

かにそれぞれの地域社会での各産業，そしてまた各会業の地位に応じた評価が存しているがs その評

価がつねに賃労働者間の現実の生活水畿を媒介としたものとして存している点が軍要である。 ζ 乙lζ

地域基幹産業における労働組合組織の役割と，それに対する一定の期待を含んだ地域労働総合評議会

等の役割がなちあらわれてくる。

とζ ろで，さらに現実の霞労働者a 肘の日々の社会的労働一一生活過程をみると，彼らの職場での

労働過程は，いうまでもなく一定の地位、にもとづく役割として与えられている。また世帯での生活過程

をみても，父ニ工夫としての位賎，また母=妥としての位廃にもとづく役割として，その現実的生活J!lIJ

F2は何よりも客観的になされている。労働組合の一員として彼が活動するi品合にも時様の地位と役割

の構造が看取される。そして，それぞれの織場(企業)の中での彼の地位によって規定された現実的

労働の椙途によって，その賃金は異なるし，当然それはそのi投書のE主計費水準を規定するという関係、

があきらかに看取される。とうした彼の取得する賃令とそれにもとづく生計費というもっとも築底的

なレベルで、の規定性によって，労働者階級の内部は幾つかの階層にわけられる。尚一企業lζ属する労働

者であっても階的区分は当然異なる。また企業が異なっても同一階約iζ}認するものが生ずる。乙 ζlζ

職業あるいは職療という概念での彼の現実的努働のほ分わけが階層区分と結びついて重要な窓味をも

ってくる。というととの意味の中には，現実的にひとつの地域社会の中に客観的に生きている(内夜

する)階肘の区分けは，かなずしも収得する賞金を唯一的般拠とはしていないという問題も含まれて

いる。

すなわち，賃金以外にそ ζ にはその賃金を取得するための職場での労働条件，その労働強度，仕

事の難易度，危険度等々，さらに電要なことはその職種をとおしての人の生涯の生活に対する評価

(たとえば労働強度が高い職種の場合，老後がiE常の肉体的年令K比して平く訪れざるをえないし，

その ζ とはさらにその子弟を含めての家族生活の製を規定する ζ とになる)が複雑にからみあってい

る。 ζ のζ ととのかかわりあいの中で，現実には，それはあきらかに標準化のえf向にむかっていると

はいえ，職業に対する社会的評価の上下の序列が階層区分の指標のひとつとなって，それぞれの地域社

会の中に存している ζ とは疑う ζ とのできぬ事実である。

かような階腐序列の中に個々の労働者の個々の労働一一生活過程は社会的に位置づけられてい

る。しかしととわっておくが， ζ のζ とは現実の階層区分が職業 p 職様にのみ結びついてなされると

いうことを意味するものではない。その職業の安定性lζ対する評価(乙れは賃金取得の継続牲に対す

る期待と結ひ、ついている)が所属企業の資本主義経済機構の中での安定性，成長性と共にその労働諸

条件の一般的水準と結びついてつねになされているという ζ とを知らなければならないし，かかる評
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価の中には，企業の資本構成規模iζ裏づけられた安定性と，その技術水準また労働総合組織をとおし

でもたらされる労働諸条件の水準等に対する評価も含まれている。

第 2節 f機構j概念について

第 1項 人と機関との関係、iζ関する認識

人びとの現実の全生活の社会的再生産過程を，総体としての社会諸関係、の~~L位讃づ、けた場合，経

験科学的にはすでに鈴木栄太郎が指摘している如く，ひとまずその社会諸関係を人と人との関係，人と

機関との関係，機関と人との関係，そして機関と機関との関係の問者にわける ζ とが可能である2)。人

びとの全生活の社会的再生産主の過程を総体としての社会諸島自係の中iζ位置づけた場合，それはけっして

face to faceの人と人との社会関係のみによってなり立っているわけではない。今日の段階は，

tJしろ基本的iζ，生産・結節・サービス機能をもっ諸機燃を介して，はじめて諸倒人の現実の社会的

再生産が可能になっているといえる。

家族の生計を維持するために，家族成長は，少なくとも 生業の場としての験場(機関)との関

係をとり結ぶ ζ とによって賃金をうる(人と機関との関係ーー人は自らの生存を維持するために機

関に働きかけて賃金労働者とならざるを得なし、。)その職場の中であらたなる fase'tofaceの人間関係

がうまれる。その関係の中で労働総合組織(機関)との関係も当然にうまれる。

教育機能も少なくとも家主奈の手を離れているから，子弟の教育lζ隠しでも学校集団(機関)との関

係がうまれる。また人びとは，賃金をフォンドにして諸生活資料をうるために，また自らの個体の社

会的再生産をはかるために諸結節・サービス機関との関係を不可欠にとり結ばざるを得ない。 (ζれ

を鈴木は機関と人との関係という。一一機関は自らの生存を維持するためにたとえば商品を販売する等

人に働きかけざるを得ない)。かようにみてくると，そ ζ ではあきらかに人と機践の関係，また機関

と人との関係、が主であり，それを介して人と人との関係も生まれる ζ とが自づとあきらかになろう。

もし今日の段階で即自的な人間関係、(つまり 「機関Jとの関係をへない人間関係)によって構成容

れている集団をさがし求めるならば，第ーにはそれは穫の生活の維持とその世代的再生産を現lζ困っ

ている家族そしてその絞族以外にはもはやあり得ないということにもなろう。そのさいにも親族のネ

ットワーク自体は，もはやフォーマルな間体を構成するものではなく，その意味では，あきらかに夫

婦家族形態をとる家族がかかる機能を果たす基本的な集団となっている。しかし ζ のζ とは，親族の

ネットワークが現に俄々の家族にとっての生活互助の機能を果しているという ζ とを否定するもので

はない。そうして第二IC，その居住の場をとおした近隣集団にかような性格を求める ζ ともできょう

(また同好の志のあつまりである各種の生活拡充集団の場合，多かれ少なかれ各穣機関そ介しての出

逢いという社会的契燃をもっている)。

第2項 機構と社会構造

さて，人びとの生活の社会的再生産過程の中で呉体的にとり結ぶ人と機関の関係，機関と人の隣

係，また人と人との隣係は，およそ以上のように王理解され oが，今日の社会は， ζれらの諸関係によ

ってのみ構成されているわけではなし、。 ζれらの諸関係、をひとつの有機休としての構造の中にとりま

とめると ζろの諸関係、が，少なくとも機関と機関との関係として存している。私たちが， ζζ で機構概

念で抽象する実体は， ζ うした機関と機関の関係をとおして現に構成されている有機的な統一体を意

味している。もちろん， ζ の場合私たちは ζ うレた機構自体が矛鱈をもたない一枚岩としての統一体

として理解されるという立場をとっているわけではない。機関と機関の上下支配の関係ひとつをとっ
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てもそ ζ には総i本としての資本のよりー胞の価値増殖過程の中でもたらされる矛盾が常に存するもの

とみなければならないし，何よりも ζ うした機構は，その絞っ子に現実の諸個人の「労働一生活過程j

を有しているO それとの関連を抜きにして機構自体の運動法員IJは語る ζ とはできない。

さらにまた，現段階においては，機能的lζ分化した，かかる機構自体が多様に立ちあらわれてい

る。それら，機構相互間の関連も当然に存する。いずれにしても p 機構は，その恨っ子iζ緊主主的iζ義

穣された9ζ れまでの人類の労働の諸給巣をもっと共に，その上1[jJ.って何よりも現実の諸個人の社

会的労働一一生活過程をその線っ子として有しているo その ζ との中で，ひとつの機構自体が，そう

して，また，機構相互間の隠速において，そのあり方は，たゆまず自らを発展一一(生成・発展・死

滅)させるそうした社会過程をあゅんでいるものとして把援しなければならない。

私たちが，社会構造という概念を用いる場合，それは ζ の険構概念で持]象されうる組織と組織の

関係を中核において，さらに上述した意味での，社会的機構にまでは体現しえぬ，人と人との関係，人

と総織との関係，また組織と人との関係を含んだ意味で， ζ れを用いている。かかる意味での社会構

造に，ーω そのζ との~IC，人類社会の協働様式の発展の線源がある一一規定されながら，機構は，自ら

を立ちあらわすものである ζ とは事実であるが，乙乙でs あえて私たちが，機構概念を提出する意味

は次の点にある。

第-1[， たとえば fむらJ (村溶共同体)が資本主義的iζ解体されたあと D そζ に人の共同社会

がなくなってしまったとみるべきではなく，それは社会としての協働様式そのものの変容をみるべき

であって，その変容は個々の生産総織内における協働様式の変化と共に その総経済過粍が園内 lti場

で統一され，また盟民社会そのものが「箆家j という枠内で統一されている以上，どうしても，その

理解には ζの機構概念が不可欠に必要となるという ζ とである o 協働様式としての社会の理解は乙う

した点にまでおりて論じなければならなし、

第ニは，かかる機構の形成自体，少なくとも人類社会の緊霊的発展の中で，その目的意識性にも

とづいて形成されたものであるという点である。たしかに資本主義的経済機構の場合，それは，資本

の価値増殖の論浬iζ支えられた自的窓識性であってB その意味では， r自然的人間性JIζ立胸iした問

的意識性ではなく，むしろ f自然的人間jの立場からみると，総体としての社会における無政府性をそ

の特徴としている。しかしながら 同時K払たちは 資本がまた「偉大なる文明化作用jをもってい

る点を無視しではならない。資本家階級と労働者階級をたゆまず再生産せざるを得ない資本の価値増

慰の営みは，同時iζ ，生産における目的合浬性，また，その効率性を同学の発展と共lζ，その極限に

までおしすすめる。その包的合理性は総織の形態，また組織と組織の連鎖によって構成される機構の

あり方にも体現されざるを得な七、かかる過程の進行の中で，それらの機構そのものも，たゆまず機

能分化するものとして把握しなければならない。こうした意味での 社会総織の資本主義的発援の特

質については，すでにマックス・ウェーパーがその「官僚制j論で論じた点であるが，そうして，かか

る意味でウェーパーの f官僚制j論の再検討は不可欠iζ必要であるが， ζζ で，私たちが提出する

「機構J論は，単純にウェーパーのSLl惑に立胸]しているわけではない。

第三に， ζ とで私たちが指摘しなければならない ζ とは，私たちはいま指檎した人類が紫重的に

培った諸カの社会的表現である「機構J自体カ靖する目的合潔性を，その資本の価倍増殖の論理に支え

られた「転倒jした形態のみを絶対視する立場には立っていないという ζ とである。私たちは，その

「転倒jした形態そのものが，その胎内での「自然的人関jの累豪的な諸ガの発展によって，変革さ

れざる安得ないものとして把傑する。そしてその営みが諸偶人の日々の「労働一一生活jの営為その
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ものとして展開しているものとして把擬する。ひとつの理論的な道すじとして，それを展開するなら

ば，次のように表環する ζ とが許されよう。すなわち，マルクス主義社会理論においても，かかる点

は，現状ではまったくアンタッチャフソレな領域として，残されている。しかし fJ理解社会学j的lζ

7)レクス社会理論の内在論理を追うと たとえば かつて柴原百寿が，マルクスの『資本主義的生経

iζ先行する諸形態j の惣解として，その『箆業問題入門J4) で述べている次の論理が:fH起される。すな

わち栗原は，人類史の発展そのものを生産手段の共同所有の中から，私的所有が発生・展開する過程，

その中で，私的所有一一小農経営様式の綬っ子与を人類史の発展がつねに保持してきたというその ζ とのそこ

での f自己実現jが資本主義的生産様式を確立したという ζ と，しかし，資本主義的生産様式の確立

そのものが，かかる意味での私的所有一つまり自己実現としての「小農経営様式Jを資本主義的lζ

分解せざるを得ないという ζ と，そうした意味において，人類の発展は，つねに弁証法的に展開せら

れ，また，かかる運動法員1Jの中で「小農経営様式jそのものがひとつの「生産様式Jとして自らを体

現できなかった ζ とを指摘する。

ζ の指嬬自体のもつ正当性を，夜、たちは十分に理解している。しかしながら，人類共同社会の累

重的発展のもつ怠味に関するマルクスの論理は，人類社会が資本主義的生産様式を止揚せざるを得な

い段階までその射設におさめている。そうした射呈の中lζ 乙の問題を佼護づけると，たとえばマルク

スは「ヴェラ・ザ、スーザッチへの手紙J5) に端的にみられるように，スラブ村落社会が，人類社会が

原始共ilE告1Jの段階において本源的に有していたその人関投会としての粋を，協同f生をむしろ立ちき

らずに，長い間，強靭iζ保持していた点lζ着目している。私たちが，そうした視点を，マルクスにお

ける現資本主義体制下の無産階級としての労働者階級の団結 つまり階級鶴争の中に実在するあらた

な段階での「自然的人間J性にもとづく協同校蘇生という視点と結びつける乙とは容易である。

私たちが，機構という場合，たゆまず発展する機構自体の中iζf転倒IJJした目的合理性ではなし

に，その f転倒IJJ自体与を，かかる意味での「自然的人間Jの緋にもとづいて，質的に転換ぜざるを得

ない発展論理が貫ぬいているものと把保する。しかもそれは 2 機構として，一国レベルでの有機的な

構成体のあり万自体として その船内に構造的に形成されざるを得ないものとして把握する。

現段階でのわが留においては，しばしば f個人と組織jの問題が問題とされる。しかしき f個人

と組織Jにかかわる諸問題はすくなくとも，かような意味での「機構j概念と結びついて把擬されな

ければならないと私たちは考えている。

第3項 三種の機構について

前述のように，私たちは，人類社会が累霊的に培った諸力は，所講社会構造概念のほかに機構概

念を不可欠に必要とする協働形態を創出していると考えるが そしてその機構は多様に分化している

が，大男1Jすると，それは次の三種iζ区分けする ζ とができょう。

(1)経済機構

第一は，まさに与えられた社会の骨組をなすと ζ ろの経済機構概念で抽象可能の生産・生活諸資

料の役会的生産・流通・消費の総経済過程を有機的に掌握すると ζ ろの生産・結節諸機関における機関

相互間の関係、である。(生産財・生活民主の双方において結節機関 6)，ζ問屋的機能をもつもの，小売的

機能をもつもの等いくつかの階梯にわかれ，それら結節機関をへて，諸サービス機関iζ生産機関で社

会的lζ生産された諸島すがゆきわたる。)

乙れら機関と機関の関係は，独占企業体本社一支社一出張所の関係もあれば，また資本系列をと

おしての支配の関係、もあれば，さらに商品流通の階梯的機関賠の関係も存する等，多様な形での有機
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的な構成をもっている。そして，その中枢部を金融機関が掌擬している。しかしいずれにしても，商

品としての生産・生活諸財は，それに密着した諸情報と共に機関相互間の関係、をとおして臼々流動し，

乙の社会的生産一流通ー消費の総経済過程を支える機関松五時の関係が一国社会を支える骨組をなし

ている。これら機関と機関の関係をとおして現に構成されている骨組と，前述の人と機関，機関と人，

人と人との諸関係によって構成されている諸関係、，諸構造は峻531]しなければならなし、

私たちが経済構造という場合，前述の経済機構がよって立っと乙ろの世帯を単位とした生計費構造，

消費過程までを含んだ、総経済過程のもつ構造を意味する。そうして，それは一民レベルでの経済構造

と地域レベルでの経済構造という形で，実態lζ応じた部分分析も可能だが， ζ の場合においても，機

構概念で抽象すると ζ ろの機関相互間の骨組的構造を抜きにしては部分分析も不可能である。かよう

に機構概念で地象するものを社会的なという意味でフォーマルな機関関の関係構造と措定すると，乙

れら機関関の関係、をとおして，議個人の私的なその意味でインフォーマルな消費過程iこまで変って完結

し，さらに再循環(拡大)をはじめる総経務過程のもつ総体としての関係構造を乙 ζでは経済構造と

称している。

( 2 )社会機構

とζ ろで，諸俄人の余生活の社会的再生産過程を土台において，社会を分析する場合. r職場j

での賃金を不可欠の生計のフォンドとして 設帯単位で その生活の再生産(労働力の再生産)が

計られるという意味において 経済構造がまさにその基底を鋭借りしているという ζ とは容易に指摘で

きるが，そして現段階においては，それはまさに資本主義的経済法員Ijをもつものとして具現化してい

るが，機関相互臨の関係、は，前述の経済機構概念で抽象されうるもののみではない。

第ニiζ指矯すべきは，前述の経済過税そのものを支える機箆(職場)自体が資本主義的余業とし

て構成されている以上，そ ζでの資本対賃労働の階級対立は，企業組織の対極iζ労働組合組織を賃労

者層・の人権，権利，生活を守る組織として不可欠に生みださざるを得ないという ζ とでああ。そう

して，この労働組合組織は少なくとも局地的なものではなしに，全国的組織として篠立されている。

ζ の賃労働者層の形成する労働総会組織は，企業の組織隊員Ijが資本の{制菌培殖の論斑lζ主導されてい

るのに対して，あきらかに費労働者艇の生活の論理にそれ自身立脚している。しかも，乙の組織は，

それ自体私的なその意味でインフォーマルな組織ではなしに，社会的なフォーマルな組織(機関)と

して，機関と機関の関係、をもっ機構として会留的iζ確立せられている。前述の経済機構で抽象した機

関と機関との関速がすぐれて資本主義的経済法郎iζ主導されているという意味において，経済機構と

して措定されるとするならば， ζ の機関の形成する機構は，賃労働者艇の生活の論潔iζ主導されると

いう意味において，社会機構として措定しうると考える。 ζ れを社会機構として措定しうる乙との理

由の一端は，いうまでもなく， ζ の機構が，経済機構と無縁であるという意味ではなく，むしろ経済

構造レベルにおいて，そζでの階級的矛盾にふかく規定されながら，それ故にζそ，資本主義的生産様式の

もつ諸矛盾を資本主義的経済法則iζ規定されっぱなしではなしに，社会…経済的にそれを止揚しうる

原動力となる土台的機構として客観的には存しているからにほかならない。かかる意味での社会機構

は，乙の側面に限定しでも農民層の形成する農民組合組織をあげることができるが，問時にさらに，

たとえば農業協同総合組織の如き，農民}留の形成する諸組織(経済一社会機構).さらにまた中小企業

者層の形成する経済一社会機構をあげる ζ とができる。これらの諸経済一社会機構は，あきらかに，

独占資本にその遂行を主導された総体としての経済機構との階級的矛盾を，それが社会機構である限

り深めざるを得なくなってきている。
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と乙ろで，社会機構として刻出できる組織は，前述の組織のみではない。いうまでもなく，諸個

人の余生活の社会的蒋生産過程は，それ自身，階級的矛暦のれるつぼ仙の中にある。したがって，そ

の「職場」での社会的労働過程だけではなしに， r家族J(世帯)を本拠とした残余の金生活過程に

おいて，その階級的矛盾止揚の社会過程は，それ自身 私的なものとしてではなく，フォーマルなも

のとしての綴織化，その社会機構イヒを函らざるを得ないものとして与えられているということができ

る。別の言葉でいうならば，労働組合総織が，それ自体，職場における「賃金水準Jr労働諸条件j

の変革を中核としての組織化の過程であるとするならば，消費者生活協関総合，また各種の地域住民

運動組織にみられるように 特定の地域に根を下ろした「家族」をベースにした私的な生活の公的顕

在化が現になされているという ζ とができる。

乙れらの組織も，現段階では，組織対組織の関係をとおして，少なくとも一国レベルで・の社会機構

として定着している ζ とを無視しではならない。 ζ れら機関の社会機構化は，大衆運動のレベルから

発生する。

さらに，また，個々人の精神的・肉体的保全を図る医療機関，また子弟の社会的教育機能を司ど

る各種教育機関等も， ζζ でいう社会機構の中 iζ位霞づけることが許されよう。

そうして，私たちは，何よりも地域住民が参与し，形成すると ζ ろの「地方自治体」機構を，か

かる意味での社会機構の中心として位霞づけるが ζ こには 国家機構(田家権力)の問題が不可欠

にからんでくるので，項をあらためて論ずる乙とにする。

ζれら，社会機構(また経済一社会機構)概念で抽象しうる実体は，資本の価値増殖の論理に主

導されて，資本にとっての価値増殖においては まさに私的なインフォーマルなものと措定される諸

個人の労働一生活過殺を土台において，そこからいわば上向の形で，自ら具体的な生活上の諸要求を

フォーマルな組織として形成し，与えられた社会の中iζ ，まさに機構として顕在化，定在せしめてい

ると ζ ろに，その大きな特質があるの

(3) r~民家 J r行政j機檎

とζ ろで， ζζ で私たちが第三iζ指檎すべき「機構Jがある。いうまでもなく，それは掴家機構

であるが，乙の国家機構概念で抽象しうる実体はあきらかに前述の私たちのいう経済機構，また社会

機構概念で地象しうる実体とは異なった性絡をもっている。すなわち，前述の経済機構，社会機構概

念で抽象しうる実体は「留民社会/J概念で捉えうる社会の構造の骨級をいわば構成している。題民

社会怠体，これは今日のわが国の場合，高度lζ発達した資本主義社会として，すなわち，もはや国家

独占資本主義段階K到達した成熟した，つまりそれ故K，経済的社会構成体の前進的な移行をその胎

内に，社会の構造変動自体として，大きく内包せざるを得ない段階に到達している。その社会の構造

は，少なくとも前述の経済機矯，経済一社会機構，社会機機概念で拍象しうる骨組の，階級的力関係

の中での，それ自体人類社会の累重した生産力の，前進的な変動の顕在化過程として，自らをたゆま

ず発展せしめているものとして杷梶しなければならない。

乙の「国民社会」の力関係の変動の中に 「国家Jはまさに支配者階級の支配の機構として(政

治的支配，そうしてその根源は経済的支配)， を替えるならば，国家権力の実在的支配機嫌として

存している。 r国民社会J概念と「国家j概念は峻別して捉えなければならない。

しかしながら，私たちは，国家機構がそれ自体，中央集権的な国家権力として，常備軍，警察を

もち，徴税のネットワークを全国津々浦々にはりめぐらし，行政権，司法権を自らのものとし，一患

の総経済過程を独占資本のより-)替の価値増殖のために機能させるべく「体系的で階層的な分業の方
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式にしたがってっくりあげた諸機関J8) としてその権力を行使しているということを認めた上で，さ

らに f経済的社会構成体Jそれ自体の前進的な移行が，まさに資本主義的生産様式下の社会そのもの

の胎内で，しかも国家権力の機構的な構造の胎内で，地主主住民胞の生活の論理にもとづく「民主的地

方自治体j確立への志向性として，現iζ惹起しているという ζ とを認めなければならない。かかる現

実を直視すると， ζ 乙lζζ うした「国家権力機構Jの変質過程における内在的運動論疎を，如何に統

一的iζ把援しうるか，という問題がどうしても提起されざるを得ない ζ とになる。

「国家という形態において支配階級の人びとは彼らの共遜の利益を押したて，そして一つの時代

の全市民社会はその形態のなかでまとまる以上，あらゆる共通の制度は国家の子を介しでまとめられ，

なんらかの政治的形態をもたせられる ζ とκなる。 Jめという ζ と また「フソレジョア社会のあらゆ

る要求もまたーーし、かなる階級がこの社会を支配していようと，それには関係なく一一それが法律の

形で一般的効力をえてくるためには， b民家の意志を通過しなければならなし、。 /ωζ と，いずれもす

でに経験的事実である。そのことを前提とした上で 現にわが国に惹起している経験的事実をふまえ

ると，国家機構をたんに f権力機構 iとしてのみ犯援するという視点は，ある意味では，その機構の

官僚制的合理制の一面的強調と符号をーにするという乙とにもなる。過渡期における出家機構は，た

しかに「国家の死滅j後，立ちあらわれる本来の行政の機能，すなわち，乙 ζ で私たちのいう往民の

(国民の)生活の論理iζ根ざした それへのサービス つまりその生活の社会としての組織的共間維

持の機能ーーすなわちここで私たちのいう「社会機構Jとしての機能を，しかも乙の側面をより顕在

化せざるを得ないものとして，いわば，両者の機能のニ重写しの中で把採される必袋があると考えら

れる。乙 ζlζ二重写しというのは，国家機構の権力機備としての本質，他方，社会機構としての機能

の聞に，大きな階級的矛窟が運動として存するという乙と一一国家機構のあり方が変質せざるをえな

いという ζ とをしめしている。そしてその矛盾そのものの止揚過程は問時に機構それg体が有する所

謂，官僚制的合理制を止場するパネとして機能せざるを得ない，という ζ とも含めて用いている*。

* r国家，それとともに政治的権威は.本来の社会革命の結果消滅するであろう ζ と，すなわち公的諸機

育をは，その政治的性格を失い，社会的利害を監視するという単純な行政的機能にかわるであろうことはあ

らゆる社会主義者の一致した見解である。 J11) 

「国民の統一は被壊さるべきではなく反対にコンミュン斜によって組織さるべきものであった。そして

国家権力一一それは，国民そのものから独立し，国民そのもの1(，優敏して国民の統一を体現したものと称

しているが，忠良そのものからすれば一つの寄生した不用物にすぎないーーを破壊する ζ とによって，国

民の統ーはされるべきものであ「た。ふるい統治権力のもっぱら抑圧的な諸機関はたちきってしまうべき

ものであったが，他方，その正当な機能は社会そのものより優越している権利を縁ったものから ζ れをも

ぎとって，社会の震任ある機関の手にもどすべきであった。 J12) 

f租税を廃止するという ζ との背後iとは，国家を廃止するというととがかくされている o 共産主義者にと

って鼠家の廃止という ζ とは.ただ一つの意味.すなわち階級を廃止する乙とからの必然的な結果として

意味をもつにすぎない。 J13) 

マルクスは『国際労働者協会創立宣言jの中で次のように指摘している。

fわれわれは乙 ζ にニつの偉大な事実を指矯するにとどめよう。もっとも感嘆すべき堅忍さをも

ってたたかわれた30年賠の闘争ののち，イギリスの労働者階級は，土地震族と貨幣貴族のあいだの一

時的分裂を利用して， 10時間法案を遜過させる ζ とに成功した。それ以来，工場従業員に生じた莫大

な肉体的，道徳的，精神的利益は，工場監餐官の報告に半年ごとに記録されているが，いまやあらゆ

る方面でみとめられている。・…・・10時間法は，偉大なる実際的成功であったばかりではなし、。それは
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原則の勝手IJでもあった 0 ・・ u ・・しかしながら，労働jの経済学の，所有の経済学にたいするもっと大きな

勝利があとにひかえていた。われわれは，協同組合運動，とくにニ三人の大胆な『労働者』が入手を

かりずに努力して設立した協同組合工場の ζ とをいうのである。・…・・勤労大衆をすくうためKは，協

同組合は国民的規模に発展させるべきであり，したがって，国家的手段によって育成されるべき

である。 Jω

ζ のマルクスの言葉は，労働者階級の諸カが，その階級闘争の諸結果が，出家機構の中 lζ国法と

して定着することの意味の霊安性を語ると共に，それ自体支配階級の権力機構として存する国家機構

のあり方自体が，資本と賃労働の力関係の中で変質しうるという変革}切における国家機横のあり方を

示唆しているという ζ とができる。

るならば，このことはとりわけ変革期において， r出家機構jのISH乙果たす「役割」

それ自身のLjIIと，その階級的力関係において， ~I支の生活擁護のために果たす「役割j がより顕在化

せざるをえないという ζ とになるが，そもそも 第 l章で指摘したように，支配者階級の権力機構と

しての「役割Jをもっ出家機構は その蕊底に凶民の共同生活の保持という五立少限度の社会的機能，

「役割IJJを有することによって成立しえたものであり，その意味Kおいて，危機の段織においては，そ

の役割すらも果せぬ故iζ，ζ のベースにおりた「役割」がより顕在化せざるを得ないという ζ とになる

が，と問時に， ζの危機の段階において，支配者階級は出家機構をその反動としてファシズム的にまさ

に武力をもって再編する危険性を常に有すふ ζ とを看過しではならない。

さで，経済機構と異なる ζ の福家機構は，かように広義の意味においては，社会機構概念の中 lζ

包擦できるとしても，基本的に社会機構概念と峻耳IJして佼霞づける必要があろう。何故なら，それは

留氏自治のためのたんなる行政機構ではなく 権力にうらづけられた「支配機構」として存するから

である。しかし，ここでの問題は，それにもかかわらず「出家一一行政j 機構のあり方そのもの

が，過渡期においては，人びとの「協働形態jの変容それ g体として，与えられた生産関係，そ

うしてまたそれにもとずく支配機構を変容せざるを得ないものとして，運動しているという点にある。

さて，以上私たちは，社会構造概念とは峻日りされた意味での，私たちのいう社会機構概念のもつ

意味についてふれてきた o それは上述した意味での国家機構，経済機構とは異なった性絡をもつもの

として拾A定されうるが，今 8の段階における民民社会の機造のE理解は，少なくとも， ζれら機構概念

の助けをかりなければならぬといえる。それは いわば一国社会の骨粗をなす構造であるといえるが，

それが骨組的構造であるゆえんは，第ーにそれら機構概念で捉えられえる実体が，フォーマルにひと

つの立体的構造をもって自らを立ちあらわしている点にもとめる乙とができる。経済機構が一国レベ

ルでの諸産業を，フォーマルiζ編成するとするならば，社会機構はそれら諸産業を，生業の場とする

すべての富良の金生活の社会的再生産を確保する営みを社会的に フォーマルに体現せざるを得ない

機構であるといえる。そして第ニに 経済機構概念で把擦できる実体が いわば資本の価値婚姻の論

現に支えられて，それ自身無政府的にきわめて貧慾lζ 自らを拡大せざるを得ないという本質をもつの

に対して， (独占は所謂，自由競争を排除するものではなく，それを土台にして自らを拡大する)，社

会機構概念で把握されうる実体は，かかる意味での無政府的本質安もつものではなく，むしろ逆IC，

そうした動きを社会的にコン下ローノレする目的意識性をその中に内包しているといえる。国家権力が

支配階級 iζ 写主催されている場合，国家機構は，あきらかに総体としての資本の鋭債増殖をよ

り計画的K実現するために， r目的意識的J1ζ機能せしめられるが かかる意味での狭義の社会機

構としての国家機構を53IJとして，社会機織それ自体は，あきらかに，国家機構のそうしたあり方を，
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また経済機構のそうしたあり方を国民の生活の論理に立腕して， 目的意識的に変主主する志向性をその機

構内iζ フォーマノレlζ体現せざるを得ない志向性を内包しているといわなければならなし、。かかる意味

において，現資本主義経済下における経済機構と社会機構の果たす機能，またその社会的性格は巽な

っているといわなければならない。

第 4項 社会機構とマス・コミュニケーション

ζ れら諸機構は，一回レベル，また地方，地域レベノレにおける社会の骨組をまさに構成している。

他方，地域レベルにおける社会は，住民腐の直接的生活空間だけをみると，まさに高地的特殊的であ

る。しかしながら機構の連鎖をとおして，全国的機構の中lζ組みζまれるζとによって， まさに全国的

普通性を社会それ自体としてその内部に獲得しているといわなければならない。そうして， ζ のさ

し、一国レベルで構成されている諸情報 文化伝達機関としてのマス・コミュニケーション機関の果たす

役割は重視されなければならない。マス・コミュニケーション機関は だんに情報・文化伝達機能のみ

ではなしに，世論形成，国民的合意形成のための中枢点を担っている。 ζ の社会機関の役割によって，

諸機構をとおして. (つまり，機関と機関の関連をとおして)松互に有機的に社会的統一体に結合せ

られている諸倒人は，その総体をいわば faceto faceの関係にも似た諸領域として共通体験の場とし

て体得する ζ とができる。かかる意味において，乙のコピィーの世界は 諸倒人の余生活の社会的再

生産過程にとって，いわば不可欠の領域を現に構成している。それ故lζ ，マス・コミュニケーション機

関の社会的あり jjがつねに問われることになる。 ζのマス・コミュニケーション機関の果たす役割につ

いて，ここでさらにふれておかなければならないことは，そこで選択され，加工され，そうして創造

された諸情報は，それ自体，資本の価値増殖の論蝿lζ主導された所謂，虚偽意識としてのイデオロギ

ーとして機能するものと，これに対して，かかる資本の価値増殖の論到に対決せざるを得ない住民(菌

民)の生活の論煙iζ立紛lした諸情報との粉魁の中で，たゆまず，国民社会における総体としての生産

諸カの発展水準の進展に主導されて，その現実の階級的対立を反映した形で凶弐的合意形成の水準を

総体として，こ乙で私たちのいう生活の論開lζ立腕iして高めざるを得ないものとして ι 現に運動して

いるという ζ とであろう。つまり， ζ のマス・コミュニケーション機関は， 何よりも，現実的には阪ら

れた地域的範域において，引に展開せられている住民艇の余生活の社会的再生産にとって，その生活

体験を比較し，評価する水埋葬それ自身をたえず全国レベノレでの水準にもとづいて高めざるを得ないも

のとしての機能を現に果たしているといえる。

しかしながら，いうまでもなく，社会的機関としてのマス・コミ機関が構成している世界，それ

はその独自の領主査をもっとはいえ，自己閉鎖的に自ら自立化した飯域ではない。それ故，当然のζ とな

がら，その巣たす総体としての社会的役割は，現実の諸個人の余生活の社会的再生産過程のレベル，

言葉を替えるならば，その社会的労働一生活の現実的あり }jの中に消化されたものとして，社会構造

の中に，その金属的レベルでの合意の水準そのものが累霊的に定着されるものであり得るか否かによ

って縫託されうるものである。乙うした現実の労働一生活過程というフィードパックを終て，マス・コ

ミュニケ…ション機関は，自らを生きたものとして真に社会的に機能せしむる ζ とができる。マス・コ

ミ機憶の伝達するコピーの世界は，たんに乙 ζ でいう経済的機関，社会的機関，あるいは機関として

の国家，機関としての行政 2 さらに機関としての諸政党の決定のみではありえない ζ とはいうまでも

ない。前述の諸機関の諸活動をフォ…マノレなものとして位置づけるならば それらフォーマノレな諸機

関の諸活動には十全には体現しえないインフォーマルなものとして議定しうる諸関係，諸集団をとお

した現実の諸傍人の金生活の階級社会化状況下での，その矛盾11::揚過程をも当然の乙とながら体現せ
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ざるを得ないものとして現に機能している。

第 3節 「社会機構一構造j分析視角と社会狸論

第 i項 「社会学J理論における諸概念検討の必裂性

さて，以上みてきたように，私たちは機構概念と連動させる形で，社会構造という言葉を用いる。}jIJ

の言葉で言えば，それ自体フォー?ノレな諸経済・社会組織，その有機的な統一体としての機構は，その存立

のために不可欠に，インフォーマノレな諸領域を，自らの運動の中iζ包摂している。たとえば，築関レベルで

とりあげても，家族〈世帯)，親族，近隣，各療の生活拡充築国等々をただちに私たちはあげる ζ とができる。

集落レベルでいっても，都市社会，村落社会等を指摘できる。都市，村務はそれ自体フォーマルな

組織体ではなし、。乙うしたレベルにまでおりで，私たちが社会を記録しなければならないことは当

然である。

事実，現代社会学においては，とりわけ社会心理学の発展の助けをかりて，インフォーマルな社

会関係レベルでの，具体的κは小集問レベソレで、の研究がすすんで、いる ζ とは周知の事実である。しか

しながら，小集団レベルでの同士会の構造」が如何なる形でフォー 7Jレなレベルでの組織，そうして

機構へと連鎖し，経済的社会構成体自体の変容を，経済，社会機構臼体の変容としてもたらすかにつ

いての射毘を，小集fillレベルでの研究は十全にもちえていない。そればかりではなく，与えられた体

制をいわば所与のものとして前提し，その枠内に諸個人の行為そのものをはめ ζむために，ノj、集酪レ

ベルで発見された操作概念の重要性という発想iζ基づく研究も少なくないように見受けられる。所讃

f地位と役割JJ'果論にもその一端はみられる。

しかし，考えてみると，すでに f社会学Jの古典的概念となっているゲマインシャフト，ゲ、ゼ、ノレ

シャフトの対概念にしても，また碁礎集団，機能集団という対概念にしても，さらにコミュニテイと

アソシエイションという対概念にしても，前近代社会に対応しての近代資本主義社会の解明という発

想、がその蕊底にあるにもかかわらず，それら集団概念、規定8体，きわめて不十分なものをもっている

といわざるを得なし、たとえば，家族，村落が基礎築屈であって，企業組織が機能集団であるといく

ら f規定j しでも， ζ の「規定Jからだけでは，現代資本主義社会の構造は解く ζ とはできない。む

しろ，資本主義社会の現実を直視するならば，事態は逆なのであって，資本主義的企業組織のあり方，

そのものが資本主義社会の基礎を構成しているという ζ とができる。そして「機能Jと「慈機jの転

倒の中に ζ そ，資本と賃労働の秘密がかくされているといわなければならない。人類社会の発展段階

規定を明確にして，その上での関係，集団，組織，構造概念等の再検討が必要である‘。本稿では ζ の検

討は行なわず，後日 lζ廻わしたい，と考えているが，そのさい，私たちは，前述からの論述にあきら

かなように，諸個人の余生活の社会的再生産過程を土台lζおいて，彼らの社会的生活過程のおりなす，

ζ どでいうインフォー 7 ノレなレベルから，フォーマルなレベルへの社会諸関係の連鎖，そして，それ

が機構として定在する関係を いわば立体的においあげる論涛!の中に この問題を位霞づける必要が

あると考えている。私たちは，現段階における社会の構造は，機構概念を骨組みとしなければ潔解で

きないと考えているが，私的なインフォーマルなといわれる生活領域にみられる階級的諮矛盾の解決

は，少なくともフォーマルな諸組織の中に顕在化し，しかもそれらが機構的連鎖をもつものとして，

自らを体現するという方向性をもたざるを得ない，と考えている。

第 2項 分析用兵としての「地位と役割Jの概念

(1)客観的な「地位と役寄iJJの梼造
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とζ ろで，私たちは l節でみたように，現実の労働者家族の社会的労働一生活過程を地域

社会の構造の中に位置づけるにさいして，まずー湿の経済機構の中でその飽域がしめる地位と役割，

さらに地域社会の中での各産業(職場)がもっ地位と役割 そしてまたその職場の中で個々の労働者

がしめる地佼と役割，さらに，その労働者の企業内における浅実的役割としての労働の型(職種)に

よって，その労働に対する評錨がひとつの企業内での地位と役割ぞ離れて社会的に存しているという

ζ と，さらにその場合，取得する賃金額のみではなく，労働の強度をはじめとする労働諸条件，そう

して当然に，その人の生活の社会的再生産の継続への展裂を含めてかかる評価が，企業(職場)のも

つ安定性と同時1<:，そ ζ での労働組合活動水幾への期待を含めてなされていること，についてふれた。

そとには企業(職場)への帰属窓識のみではなく労働組合への期待， dらにその基底1<:Elらの，そして

そのう三弟を含めての家族の生活の将来へわたっての安定的再生産への展望がつねに存する点を看過し

てはならないと指橋した。

ところで，誤解をふせぐために，ここで私たちが採用している私たちの「地位と役割Jの論潔に

ついてふれておく ζ とは，どうしても必要であろう。

すなわち， ζζ で私たちが採用している上述の論潔展開は，あきらかに「地位と役割Jの概念を

主戦的分析用具としている。一国レベル，地域村会レベル，職場レベル，そしてさらに家族レベルと

いう形で順次その分析レベルをおろし その中に労働者の現実の社会的労働一生活過程を位鐙づける

という方法をとっている。

しかし， ζζ で私たちがかような形で地位と役割の概念を主要な分析用兵として用い，しかも，

全体から順次小規模な部分lζ分析視点をおろしてくる場合，そうして，その部分が全体によって規定

されざるを得ないと措定する場合，それはタルコット・パーソンズらの所謂，社会体系論的分析視角と

してそれを用いているのではない，という ζ とを仰よりも確認しなければならない 15)。

第ーに， ζζ で用いている地位と役割は，行為者g身の行為の志向性を導く価値体系として機能

する地位と役割，言葉を替えるならば行為者自身に内在する認知粋の内側から把援する価値レベルで

の地伎と役割，したがって行為者の行為を社会的に誘導する役割期待の概念iζ短絡的iζ収赦してしま

う地位と役割ではなく，何よりも資本主義社会の中iζ，経済レベルを基底において客観的に実在して

いる構造としての地位と役割を意味している。 ζ の客観的iζ実在する地位にもとづく役割は，たとえ

ば企業組織そのもの，またその職場における地位と役割を17IJにとっても，同ーの地位でありながら，

資本にとっての役割と賃労働者層のその生活の社会的蒋生産にとって果す役割(言葉を替えるならば，

人類社会の発展，その奮の増大を客観的に実現する役部)といったいわば二つの役割をその地位は現

実的Kは果している。また労働組合組織，その中での地位と役割jをみても，その地位はあきらかに賃

労働者腐の金生活の社会的再生産を労働者の立場に立って全うするために存している。かように地位

と役割といっても，それを私たちは，資本主義社会における支配的な価値志向，より呉体的にいうな

らば資本の価値増殖の論理iζ主導された地位と役割といった形で，いわば資本主義社会における秩序

の側からの形式論斑として記事手:することはしない。構造的姿素としての地位の果たす機能は，それが

資本の俄値増殖のための構造としてある限り，その地伎にもとづく役割は，実体として賃労働者層に

とっては階級的矛盾をもつものとしてあり，また構造的要素そのものとして，資本主義的な価値志向

とはあきらかに対立する機能をもっ組織(たとえば労働組合組織)も現に構造的に創設されているこ

とを看過してはならない。かかる意味においても，乙 ζで私たちが会体と部分との関係を問題とする

かぎり，その関連はタノレコット・パーソンズのいうような systemとsub・systemの関係、，つまり
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単純に体系としての全体の主嬰な価値を分有する限りにおいての下位体系という形で把援されるもので

はない。さら1[，機能主義的lζ，操作的にそれをひとつの体系として設定するというような形で，分

析主体者が慾意的iζ区分できるという意味で各段階が設定されているものでもない。私たちがいう地

位と役部，そうして全体と部分との関係は，何よりも実体が現iζ有する客観的な地位と役割に応じて

現実的に段階的に区分されうるものとしてある。そうした構造の中lζ賃労働者層の現実の労働一生活

過程は好むと好まざるとにかかわらずセットされているものとして私たちは把握する。

(2) r地位と役割jと二つの価値体系

とζ ろで，第二に私たちがふれておかなければならない ζ とは，かような意味で用いている客観

的に経済・ 4士会構造として現に存する地位と役割の構造のほかにタノレコット・パーソンズらの指摘す

る所謂，価値体系として把握できるレベルで，諸個人の行為の儲健志向lζ内在的lと働きかける領主主が存す

るζ とを私たちがけっして無視してはいないという ζ とであろう。しかし，私たちはかような領域の

もつ運動法員IJをタノレコット，パーソンズのように把握する乙とはしない。

すなわち，パーソンズのかかる領域の把援の論理は，一口でいうならば，全体社会レベルにおい

てその社会を統一づける支配的な価値があって，そして資本主義社会の場合，それは結局のと ζ ろ，

財力(資本)と権力の獲得に象徴される業積主義という ζとになるが，つまり，ある特定の偶人が人びとを手段

として利用しうる財力を土台においた権力の獲得は，それがすべての人びとにとって可能というわけではなく，

それがきわめて稀少な価値であるが故に，各個人はカセクシス的情熱をかたむけて競争しあいながら，その獲得

を行為の志向の対象とする。しかし各伺人のもつ業積の相違の結果，特定の個人しかそれは獲得できない。そし

てそうした現実の不平等は，<何よりもそれは，現実的な役割の不平等となってあらわれるが>それを獲得し

た人びとの「威信Jという社会的装穫によって会環化されてしまうという ζ とになる。しかしさらにその論理を

追いつめると，結局のと ζろ，それを獲得しうるかどうかは，財力(資本)の差という ζとになる。その支配的な

価f践に統一づけられる形でそれぞれの社会体系， Cたとえば全体社会を体系<system>とおけば，地域社会

も職場も，また家族も，その主要な価値を分有する限り，操作的Icsub・systemとしての社会体系と灘解され

る)の有機的に配列 3れた役割は，その構造的iζ設定された地位IC相応する形で機能するという論理構造

をその特徴としている。いうまでもなくその場合，それらの役割を担う労働者!習は生きた偶人として

ではなく，役割的個人として措定される。彼らの社会体系論にとってもっとも重要な嬰素は，生きた

傍人ではなくて役割である。ましてや，人類社会の特定の歴史的発展段階に，現実的に生をうけた倍

々人の日々の社会的労働一生活過程(諸個人の全生活の社会的再生産過程)ではない。

るならば，その社会体系論の論理は，少なくとも資本主義的生産様式下の社会では，資本

の価値増猫の論理にそう形で，各人が如何にその現実的「役割jをζ なすか，またそれを ζなすよう

に，諸偶人の行為の動機づけレベルにまで入って諸傍人の Persona1ityを教化するか，という「政策論J

にそれは収数せざるを得ない。かかる意味において，パーソンズらの役会体系論は， A・コントの社

会学のもつ限界を ζ えるものではない 16)。

ところで，すでに前述からの私たちの論理展開であきらかなように，現実の資本主義社会の運動

法員Ijは，けっしでかような形では展開されてはいなし、。資本の価値増殖の論潔iζ主導された価鍍体系

と，閤民社会が資本主義的生産様式下にある以上，それに主導されざるを得ないにもかかわらず，資

本主義社会のよりー障の高度化の中で，現実の賃労働者層の余生活の物質的社会的再生産過程の変容

安土台において，いよいよ顕在化せざるを得ない， ζζで私たちのいう生活の論理に支えられた価値体

系とが，あきらかにそれ自体中甑立するものとして立ちあらわれている。しかも今日のわが障の経験
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的事実が示めすと ζ ろは，前者は，後者の価値体系を先どりする形を装って，自らに似せて人びとの生

活を再編，そのヰlで自らの立場を維持，しかし，終昂的には変容せざるを得ない段階に入っているという

cとであろう。私たちが， ζζ で社会科学という場合，とりわけ社会学的分析方法に立つという場合，

当然の乙とながら，かような現実を正しく反映する分析方法でなければならない。つまり，ここで私

たちが価儀の体系という場合，それは，無矛盾的な単一の支配的な価値体系があって，それによって人

びとの現実的行為が律せられるというよう K表閥的に考えるのではなくて，少なくとも今日のわが患

のように高度に発達した資本主義社会においては，資本の価値増殖の論理iζ主導された価値体系と，

それとは対決せざるを得ない賃労働者層の生活の立場lζ1Lった価値体系の紹刻として妃援すべきであ

る，と考える。(当然、iζ主要なる価値体系の相魁といった場合，歴史的に ζの二つだけではありえな

い。たとえばきわめて巨視的にみた場合においても，資本主義社会のあけぼの期においては，先資本

主義社会に特徴的な価値の体系が存し，それに対して，資本の価倍増殖に立腕した価値体系がそれ自

体，近代的な価値体系として対寵された。現在においても先資本主義社会に特徴的な価値体系が残存

している ζ とはいうまでもない。)

ところで，そうした棺桔抗する価値の体系は，当然にその現実的な根っ子をもっている。つまり，

具体的，客観的な人びとのさを生活の社会的再生産過程(とりわけ物質的レベルでの)そのものが階

級的矛腐にみちた社会過程として存するが故に，その観念的反映としてかかる価値の体系は創出され

るものとして把握されなければならない。と ζ ろで， ζ の場合，重労働者慰にとって，その賃金とそ

れによって支えられる家計維持の物質的規定性によって，いわば短絡的にその物質的基底と，価値の

体系とが相応するというようなことを ζζ で私たちは主張しているわけではなし、。その障には，それ

自身ひとつの社会過程として展開する人びとの金生活の社会的再生産過程を，まさに社会過税として

刻印づけると ζ ろの社会的な節， 替えるならば，その全生活の社会的再生産過程自体が不可避

的iζ 白々くりかえし経過しなければならない諸社会組織，務社会集段1，その中での地位と役都の構造

lζ規定された現実的な社会諸関係を介した社会的行為が介在しているものとして把握する。しかも，

ζ のさい金業組織(職場)における彼の矧実的労働行為を規制する地佼と役割の機造が，たしかに資

本の価値域殖の論理iζ主導されたものとして構成されているのに対して，労働組合，家族の中におけ

る地位と役割の構造を主導する価値の体系は，少なくとも生活の論理に基礎づけられている，といわ

なければならない。かように，乙 ζ でいう樹結抗し，矛盾しあう価儲の体系は，もちろん，言語をと

おして，また各積のマス・メディアをとおして，価値の体系それ自体としても自らぞ立ちあらわすも

のであるけれども，それは何よりも上述の如き意味における諸総織，集団を介した地位と役割lの構造

として，客観的iζ社会の構造そのものとして顕在化しているものとして把援される。

( 3 )社会的労働一生活過程と「地位と役割Jの変容

第三iζ ，私たちがふれなければならぬζ とは，地位と役割といっても，私たちは，それを絶対不

変な構造的要素として措定してしまうのではなしに 地位と役割の構造それ自体がその役者jを現実的

に担う人びとの現実の社会的労働一生活諸結果をとおして たえず変容するものとして犯援するとい

う乙とである。資本主義的生産様式を維持するためには，たしかに T.Parsonsらの指織するような

意味で，とりわけ企業組織において，人びとは定められた役割を的確に果すことが畏ましいことはい

うまでもない。その意味において，彼らの「地位と役割JJ:竪論からする社会体系の蒸底的単位がひと

ではなく「役都jである，という形で措定される乙とには一環はあろう。しかしながら私たちの生活

過程論の読点に立っかぎり 逆に ひとの金生活の社会的再生渡過程を慈軸において，企業内での
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彼の労働行為を規定づけるものとしてその「役割Jを佼霞づける。企業内で，まさに構造的iζ セット

された彼の「役割jそれ自体は，彼の企業内での現実的労働過程を規定するものであっても，彼の全

生活過程をおおいつくすものではけっしてない。そこ iζはどく経験的にみても，その彼iζ期待された

「役割行動JIC対する主体としての彼の悩み，また矛腐，葛藤が常 iζ 存する O 人びとは，けっし

て機械のようなたんなる役割人間ではあり得ない ζ とを知らなければならないの ζ のととを土台とし

て，人びとはたとえば労働総合を組織するとか彼の生活にとって一定の役割を果たす組織をつくりそ

の中での一定の位置にもとづく役割を自らの生活の中に組み ζみ，そ ζをパネとしての「職場jでの

役割行動のあり力-をたとえば労働諸条件の改善に呉体的iζ示めされるように改変するというような，

社会的i菌根は，現実にあきらかに進行している。 ζ の窓味においてもT.Parsons らの地伎と役割の

埋解と，私たちのそれとは異なっている。さらにまた，資本主義的生産様式のふだんの高まりの中で

たとえば技術革新にみられるように，それに伴なって，企業内での地位と役割の構造は，ふんだんに

変容している。 ζ れらの変容の端緒は，偲々の企業でお ζ るとしても伎術発展の水準がつねに社会的

になされる以上，かかる変容は一国社会レベルで，まさに構造的になされているとみなければならな

い。 ζ のζ とは別の言葉でいうならば，職場での，それ臼休職場の地位と役割の構造κ規定された形

でフォー 7 )レには展開している諸偶人の現実的労働の諸結果が 少なくとも一国レベルで構成された

分業にもとづく生産主体制下では，不可欠に常iζ総体として自らを立ちあらわすという ζ とである。か

かる意味において，職場での現実的な労働行為は，二重の意味において，すなわち第ーには，前述し

た意味におけるフォーマノレな地位iζ規定された役割にもとずく労働行為は けっしてたんなる役~J行

動としては展開していないという ζ と，第こには，その労働行為の諸結巣が，総体として，フォー 7

1レに規定された役割行磁をその織場におけるフォー 7 ルなレベルKおいて，つねに変容せざるを得な

いものとして立ちあらわすという ζ と。賃労働者層の現実的な労働行為が現に展開する職場における

地位と役割傍造との関連について，とりあえず私たちは，かような点を指鏑できる。

(4 )生産力概念の実体的把握と「地佼と役割 iの概念

とζ ろで，第四IC，私たちの「地位と役割j理論は，より積極的に と生産主諸関係、の矛

盾」という人類社会発展のシェー?を具体的に現実的に解くものとして位鐙づけられるという点につ

いて，ふれる必要がある。

すなわち，そもそも私たちは， r生産主力と生産関係の矛盾j という考え方の中の，生産力概念を，

たんに工鉱業生産指数によってのみ表示されうるものとしては捉えていなL、。

私たちが，生産力，そして生援諸カの社会的発展という言葉を用いる場合，官官ーに，諸他人の諸

力能の発展を，第二に，人類のこれまでの労働の諸結果の繁霊的発展の客観的指様である生産諸手段

(とりわけ労働諸手段)の高度化の中iζ客観的に現存し，それとひとに内在化した生きた労働力能と

の結合を，第五lζ ，それを現実化せしめている織場(社会的労働組織)における地佼と役割の構造の

具体的変容を意味するだけではなしに，ここでいう社会構造，社会機構の具体的変容のレベルにまで

おりでζれを有機的に把握する必要がある，と考えている。そうして，本稿第l掌で私たちは， 人びとの f協

働形態j としての社会という妃援の中iζζ そ マルクスのいう生産主力概念の実体的表出を読みとるこ

とができるという仮説を援出した。つまり，上述した如き意味における生産諮カの発展は，資本主義

的生産様式下においては，その生産諸関係iζ規定されて，少なくともそれ自体，資本のより一層の{高

値増鏑の過程として展開されるから r生産力と生産諸関係の矛題Jはより一層顕在化せざるを得な

いということになるわけだが ζ の場合 乙のシ£ーマをどう実証レベルlζまでひきょせられるか，
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という問題が当然の ζ とながらつねに提起される ζ とになる。

ζ のさい，私たちは，何よりも現実的な諸飽人の全生活の社会的再生産過程のレベjレにまで分析

レベソレをおろす必要がでてくる。そして，そ ζ 1(.，賞労働者層の「職場Jでの具体的労働諸条件，そ

の中での現実的労働過程の問題，さらに「家族jを単位とした現実的生活過程の問題，さらにそのまま麗K，賃

金一生活費水準という経務的規定性を措定するζ とは容易である。賃労働者層のこの現実的労働一生活過程

と彼らのその社会過校長社会過程たらしめる総体としての社会諸関係との関係が，少なくとも「生産

力と生産諸関係の矛盾Jという、ンェー?を私たちが用いる場合，具体的にあきらかにされる必要がある。

言葉を替えるならば，人びとの金生活の社会的再生産過程を士会において.r織場Jのみではなし

に「家族」のあり方，また労働組合への綴織化，地方自治体の役割，教育の役割等々，すべての側面

にわたっての諸組織・集閣の人びとの生活にとって現K担う地佼=役割 集団のもつ諸社会関係の構

造があきらかにされ，その中iζ，生産諸カの発展とは具体的lζ何を意味し，またそれと生産諸関係の

矛盾とは，具体的iζ立日開なる形で観察しうるかを，あきらかlζするととが必要となる。このさい，私

たちは，人びとの社会的労働一一生活過程にとっての偲別の社会関係ではなしに，少なくとも現段階

においては，総体としての社会関係が問題とならざるを得ない，という ζ とのもつ;意味をかみしめる

必嬰がある。つまり，そもそも生産カ概念は，少なくとも一国レベソレで、構成された生産諸品目係概念lζ

対置された概念であり，それ故，それは一国レベルでの「協働形態出社会j として把握される乙とは

どく自然であると私たちは考えているが，その ζ とiζ粉応して，総体としての社会関係、レベルlζ ，諸

傍人の現実的労働一一生活過程を位置づける必要がでてくる。 ζζlζ社会構造概念とは峻月IJされた意

味での私たちの提唱する社会機構概念が生きてくるととになる。

「生産力の発展Jという言葉の意味する内容を，諸個人の労働一一生活の社会的再生産退校を土

台において追いあげた場合 現実的に日々，その余生活を社会的に再生産する人々にとって，その主体

的力能の発展とは，たんに自己完結的なカ能の発展として，それがもたらされると把握すべきもの

ではなく，人びとのさ校生活過程にとっての社会的節としての諸組織，諸築閣の全体社会内における構

造的変化，そうしてそれら綴織・集閣の個々の個人にとっての地位と役割の変容を具体的にともなって，

かかる意味においての，社会構造の発展そのものとして立ちあらわれるという ζ とができる。 ζ うし

た構造と生産諸関係概念で撒象しうる社会関係が矛盾するという ζ とになるが， ζ の場合，生産力と

生産諸関係、の矛盾のもつ意味を形式論理的に捉える乙とはつつしむべきである o 生産力の構造それ自

体が，その中lζ階級的矛盾を手ました形で発展するのであり， 一一当然にそれは諸個人の金生活の社会

的再生産過程自体が階級的矛盾をもつものとして現に再生産されているという ζ とを意味する。した

がって，また総体としての社会関係そのものが，その中 lζ諸個人にとって階級的矛腐をもつものとし

て発展するという乙とになる。そしてその発援にともなって矛!雷の表現形態はあきらかに変化する。

諸個人の階級的矛癒を止揚する主体的力者をにおいても，したがってまた社会の構造的あり方において

も，それは変容する。 るならば， ζ うした発展の中で社会の中に，その諸組織，諸集部安

貰ぬく価儀志向として，資本の価値増磁の論理にそれ自体対決せざるを得ない生活の論理に根ざした

価値志向が着実に漸次定着していっている過程，それが看取しうるという ζ とになる。

く注>
1) 現段階における資本に主導された地域再編は，あきらかにかかる形でなされている。前掲，布施鉄治

「現代における地域社会変動の構造J等参照の ζ とo

2 ) 鈴木栄太郎「都市のニ元的機成J (1968)，著作業 VIr都市社会学原理J未来社 1969.PP 539-559 
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3) K. Marxの社会理論がかかる視点を内在していた ζ とについては.布施鉄治『行為と社会変革のf嬰

論』とりわけ第 714t.第 1館参照のとと。

4) 柴原否寿『農業問題入門』予言受関. 1955. 

5) K. Marx rヴェラ・ザスーリッチへの手紙J前鎚『資本主義に先行する諸形態jPP87-119. 

6 ) 乙乙で弘たちが「結節機関」という言葉を用いる場合，それは鈴木栄太郎と同様の窓味では用いてい

ない。その F郎市社会学原理j (1958)，とあきらかなように，鈴木の場合，在日市的諸機関をすべて結節

機関として一括している。乙れに対して私たちは「主主ff機関jと，その生産機関で社会i亡生主主された商

品を，消費者の手へ渡す機能を来す「結節機関Jを区日IJして月]いている。また上記の生産機関，結節機

関，サービス機関と機能が異なる遂事会・通信機関，エネノレギ-ff業機関も，乙れと区分して用いている。

7 ) 実託的社会学者の立場から. r国家J及び「国民投会jの概念区分をなしたものとして，夜、たちは，

鈴木栄太郎『国民社会学療J:1flノート』著作集VIL未来社， 1975をあげる ζ とができる。鈴木栄太郎は乙

乙で，マッキーパーの「多元的国家主主Jを批判すると共に，商問{米烏の riEi本社会j級念を批判し，

経験科学的に犯援しうる概念としての「国家」及び「国民社会jの概念を提示する。この鈴木の「国家」

及び「国民社会」の概念については，学ぶべき点が少なくない。しかも鈴木は「国家jは権力機僚と理

解している。しかし，その「国家Jが死滅せざるを得ないという ζ と，しかもその過程が，実は資本主

義社会の「国家jの胎内で「悶民社会」そのものの協働様式の発展に基礎づけられて，言者個人の生活過

程それ自体に根ざして，そうして，社会機構の変容それ自体として進行しているという点にまで，その

分析は及んでいない。それはひとつには，遺稿としての，この論考が，私たちの記憶にあたらしい「安

保闘争」すなわち 1960年を中心として，結晶している ζ とと無縁ではないと平ょたちは考えている。しか

し，その後 1970年代を綴過しつつある程、たちは，国民の共通体験として，経験科学的に「終済的社会

構成体」の前進的な移行期における「民家J機機の変容過程について，すなわち，その「遜程の論理J

について，終験的な体得を得ている。

8) K. Marx rフランスの内乱j (全集第17.Qi P 312) 

9) K 0 Marx， F. Engels rドイツ・イデオロギ-j (全集第 3ぞき P55)

10) F. Engels rフォイエノレバッハ論j (民民文蔵版. P67) 

11) F. Engels r権威の際獲についてJ (全集第18巻 P304) 

12) K. Marx rフランスの内苦u (会築第17主主 PP316-317)

13) K. Marx rエミーノレ・ド・ジラ Jレダンく社会主義と相税>会評J(全集第 7巻 P296) 

14) K. Marx r悶際労働者協会創立宣言J (全集i'fi16@PP8-10) 

15) T. Parsonsの諸業績については， ζζ でふれるまでもなく.わが国において，とりわけ所講「高度

経済成長期」以降，おびただしく導入されている。私たちの立場からする T. Parsons評価の一端につ

いては.iIIj絹布施欽治『行為と社会変革の燃論j総論 T. Parsonsを参照のこと。

16) A. Cornteの社会学体系の批判的検討については，布施鉄治，岩城完之「政策く科学〉としてのく社

会学〉の体系一一オーギュスト・コントJ(回原音和ほか編『議~ 社会学史j会4巻)第 l主主『社会

学の成立j (人間の科学社 1976.所収)参照の乙と，私たちは， T. Parsonsの社会学体系は，まま本

的に A. Comte社会学の現代版として把握している。

17) 乙の ζ とは.アメリカ社会学においても，すでに 1920年代のメイヨ一一派のホーソンザサーチにあ

きらかである。職場における労働者は，たんなる企業にとっての f役割Jをζ なす機械ではなく，そ ζ

で人間集団を形成し.チームの一員として労働している。メイヨ一一派は， ζ の「発見Jから，生産主性

向上のために，労務管銀における f人mJ関係方針Jを提唱した ζ とは周知の事実である。

第 3輩 社会的労鶴一生活過程分析の視角

小 序

以上，夜、たちは，現実の賃労働者胞の労働一生活過桜，その余生活の社会的再生産が営まれる校
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会の構造的側副をどう理解するかについてふれてきたが，以下，そうした構造の下で授に展開せられ

ている，生活の営み自体が有する. (上述の社会の機構一構造を変革せざるを得ない)J賃労働者層

の社会的労働一生活過程分析の論理jについてふれよう O

社会が，それ自体，累霊的な発展の構造をもち，その史的議みのEわに現段階が特定の経済的社会

構成体として運動しているように，諸倒人の現在の労働…生活過程はそれ自身，生成一発展…消滅す

るその生活史の紫意的発展の中で把録されなければならない。

私たちの賞労働者隠の社会的労働一生活過程分析はこつの柱をもっている。一つは，現段階の彼

の全生活の社会的再生産i遇税を兵体的に分析するレベルであり，もう一つは，彼の ζれまでの労働一

生活過程を史的においあげる生活史レベルの分析である。こうした彼の生活史の文脈は，生活の年輪

として，彼の生活の中iζ繁君主的iζ蓄積されるだけではなしに，それは彼自身が参与して形成するとこ

ろの社会のあり方にとっても大きな意味をもっている。私たちは 現段階における階級・階層分析は

当然かかるレベルにま T下りなければならないと考えている。

第 1節 「労働一生活過程j分析の論潔

第 l項 分析単位としての偶人及び家族集団

乙ζ では，はじめに第一の柱における分析論潔から問題としよう。

在、たちは，賃労働者層の現実の労働一生活過程を分析するにさいして，当然のことながら，その

分析の単位を諸偲人の社会的労働一生活過程におく。しかし乙の場合，それら諸個人は少なくとも孤立

した倒人として現存しているのではないのであって，現実的には家族(世{tt)を，その生活の本拠と

して，そこで自らの生活の社会的湾生産を図ると共iζ ，人間にとっての本源的な営みであると乙ろの

種の社会的再生産を闘っている。その生活のあり方l立法麗的lζ ，家族の生計費によって規定されるも

のである ζ とはいうまでもないが，その家主矢の中で. f腕々の成員は当然にある役割を現iζ果たしてい

るO その役割j遂行の中での諸矛盾は当然に存するものとして把傑しなければならない。そうして，そ

れはむ階級・階!凶的規定牲をそれ自身うけているものであって，会労働者にかかる過程が向ーにあら

われるというものではない。

かかる意味において，俗l人を分析の単位におくといっても，それは具体的に家族集閣のゆの個人

として配援する。かような形で家族の中lζ伺々の賞労働者を位麓τゴけるという ζ とは，家族が生活の

社会的再生産の単位として，また何よりも人類社会のまさに基践を構成する種の再生産の母給として

現iζ機能している ζ との中にその現実的妥当性をもっ。

しかし，家族を単位として人びとが穏の社会的再生産を含めて現実の生活の社会的再生産を図っ

ているというとき，それは，賃労働者騒が何らかの社会的生業に従事して，そ ζ での分業体制のもと

で資本主義的生産機式下の「労働力J売却の「対価jとして， r賃金Jを取得して，それを生計の糧

としているという ζ とを物語る。 ζ の意味において賃金は種の社会的再生産費を含めたものとして現

に機能している立とを知らなければならない。と同時に， ζ のζ とは，側々の家族成員が，その「生

業の場」での，現実の社会的労働過程をとおして，社会的生産を中執にした社会それ自体の累霊的発

展への営みに不可欠lζ参与しているという ζ とを物語る。つまりこの ζ とは家族そしてその成長であ

る個々人が，所謂私的なといわれる生活領域を，その生活の再生産過程として営んでいるのではなく，

むしろ逆に，家族集団を拠点としての人びとの現実の労働j一生活過程，その金生活の社会的再生産自

体，本焼、的iζ捉えるならば，何よりも種の社会的再生産，そうして社会的生産を主軸とした人数社会
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の累霊的発展という，まさに人類社会発展の大道を歩ゅんでいるということを意味する。かかる意味

において，賃労働者腕の金生活の社会的生産震にとって，その「職場Jでの労働過程が現実的lζ大きな

意味をもっている ζ とは指織するまでもあるまい。事実，人びとはその職場での自らの労働のもつ意

味，その役割をf可時も，その生活の誇りとしようとする。 ζれは社会的l乙自らが現lζ果たしている社

会的役割の確認とうけとられる。

第 2項 「職場j と「家族J

しかし，資本主義的生産様式下においては，かかる人びとの労働一生活過程がもっ本源的な営み

が，それ自体，容易に所講公的なものとしては表現されえぬと ζ ろに実は大きな問題がある o 家族を

単位とした諸成員の生活の社会的再生産自体が，賃金を生計源として営まれていることに端的に示め

されるように，家族は，職場の従属変数となっている o r...家族ははじめ唯一の社会的関係であるが，

のちに，増加した諸必繋が新しい社会関係をつくりだし，そして増加した人口が新しい諸必要任っく

りだ、すようになると，…...一つの従属的な社会的関係となるのであって，そうなるとすればこの家族

は現存する経験的諮資料にしたがって・・・・・・取り扱われ説明されねばならない。J1) 

人類社会の発展が，産業の発展によって刻印され，また条件づけられるようになるに従って，そ

の発展そのものは，つねに f産業及び交換の歴史とのつながりのなかで研究され論じIIられなければ

ならなくなる。具体的には，産業諸総織のあり方lζ規定されて，それを介して，諸個人の社会発展へ

の参与，また生活様式そのものも規定される ζ とになる。そしてその産業総織自体が，資本主義的企

業として，資本の価値増猫の論理iζ主導されて，その社会的生産活動を展開する場合，言葉を替える

ならば，諸個人の剰余労働が資本の価値僧慰として蓄積されるという生産様式下では，その富は，資

本として諸倒人lζ対立したものとしてあらわれざるを得なくなる。

賃労働者1習にとって，その「職場jでの現実的な労働過程は，その労働諸条件によってかたく規

定されている。個々の賃労働者は，好むと好まざるとにかかわらず，企業組織として存する「職場J

の中での定められた地位にもとづく役割を与えられた労働条件の中で遂行しなければならない。ここ

には，数多くの役割葛藤が存する乙とは指摘するまでもない。そうして所謂「職場jでの資本による「合

理化jの進展は(その多くは技術革新を伴うが)あらたなる労働の型，役割の型を設定するが，その

中での矛盾の進化は， f也記，労働者層の結合を増大せざるを得ない経済・社会的土壌を用意する ζ と

iζなる。

かかる意味において，私たちの震労働者!留の労働生活過程分析は，何よりも「職場」での労働過

程分析と， r家族jでの生活過程分析をその中心におく。現実の賃労働者間の金生活の社会的再生産

過殺を社会的生活時間という枠内iζ位震づけた場合 生業の場である職場での労働の型，その拘束の

あり方Kよって，あきらかに家族成員の家族集団での生活の諸形態は規定されているが，家族集団が

人びとの全生活の社会的再生産過程にとって一つの本拠である ζ とはかわりない。共稼ぎ家族の場合，

いうまでもなく委それ自身が震労働者化しているから，所謂主婦専業の家族lζ比べて，家族の構造が

大きく異ならざるを得ない ζ とは指摘するまでもないの

第 3項 f職場Jでの社会的労働過程

私たちの f社会的労働一生活過程j分析は，賃労働者層の「職場Jでの社会的労働過程を，当然

のζ とながら企業組織としての職場の f地位と役割IJJの構造，そしてまた企業としての所謂「合理化J

施策の進展の中での， 彼の f役割Jとしての現実的労働過程として位霞づけ分析する。賃労働者!替

の現実の労働過程の分析は， は単位」にもとずく彼の「役割jだけを，その会業組織の全体から切り

-55-



教脊学部紀委第26号

はなして捉えても，それはそれで大きな意味をもつわけであるけれども，夜、たちは，全体としての企

業組織という構造の中での，それぞれの「地位J，そして，それにもとずく「役割」として，何よりも

ひとつの構造の中にその現実的労働過f'f'を位置づけようとしている。賃労働者間の中でも下級とはい

え， r管理的地位」にもとずく「役割Jぞ遂行しなければならぬ労働者総も存するし，また彼らの「労

務官斑」の対象となる労働者にしても，それはその会業での f地佼J{ζ対応して各!討に区分されうる。

そうした構造のゆlζ ，私たちは現実の貫労働者肘の労働逃れを位鐙づ‘ける。

と乙ろで，さらに しなければならぬことは，そのさい私たちは，それをたん にお

ける「役割の遂行」という観点からのみ捉えるという )j針を採用してはいないという ζ とである O 言

葉を替えるならば，私たちは，賃労働者艇の現実の労働逃紅で発現する労働力能を，たんなる労働力

として，すなわち，資本によって拾定された，まさ lζ資本の価値増殖を体現しうる「役割」のみを

遂行する労働力として措定するという方針を採用していないということである。主体としての賃労働

者胞の本源的な意味で、の労働力能が発現する社会的労働ui曲松として 「職場Jでの諸似人の労働過税

を位置づける。当然にそ ζ では，もろもろの f役害IJ.td;藤j もあるし，また{j'>業の労務施策lと対しての

批判としての労働諸条件iζ対する改善主主求，そしてまた資本の「労働力j評価に対する批判のひとつ

のあらわれとしての「賃金水数」向上への諸要求が 「物価上昇JIζ対応した「生計費J水準との関

連で立ちあらわれざるを得ない。そうして，自らの労働lζjりする誇り，その村会的な意味づけの過税

がつねにその底に存することを看過しではならない。

ζζ で肝要なことは，そうした現に展開せられている賃労働者肢の諸要求の構造自体が，宣言本に

よって措定された f労働力」という次元を ζ えた まさに人類史の発展を貫通せる本滅的な労働力能

を，それ自身の生grカ能の発展として発源する労働力労働者を土台として現に発現しているという

ζ とである o

次lζやや難解ではあるが，マルクスの f経済学批判要綱jの言葉を引用しよう。

「交換倒産を法礎とする生産ーその表面iでは，かの自由平等な等価交換が行なわれるーは，

根底においては，交換価値としての対象化された労働と，使用価値としての生きた労働との交換で

ある O あるいはまた，乙うも表現できる。それは他人の所有としての労働の客観的諸条件にたいす

る一一，したがって，労働j自身によって創造された客体性κたいする一一労働の関係行為，すなわ

ち，労働の譲渡である。他方では，交換価値の条件は，労働時間lζよる交換締結の総定であり，し

たがって，諸価値の尺度としての生きた労働一労働の価値ではないーである o あらゆる生産状

態において，生産と，したがって社会が，たんなる労働と，労働!との交換にもとづいているかのよ

うに考えるのは一つの幻想であるo 労働が自分の所有としてのその生産条件に関係している様々な

諸形態では，労働者の再生産は，けっしてたんなる労働によって措定されているものではない。な

ぜならば，労働者の所有関係は，彼の労働の結果ではなく，その前提であるからである J3)。

第4項 「家族」での社会的生活過程

と乙ろで，いうまでもなくかかる賃労働者慢の有する諸カ能は，たんに「職場Jでの社会的労働

過程にのみSLちあらわれるものではない。それ故，私たちはそれ自身 f産業Jの従属変数となってい

る「家族Jを分析のープiの軌にすえる。

現段階における階級的諸矛!首が職場での社会的労働過程の中lζ端的に示めされているとするなら，

同時に，それは生活の本拠としての家族祭出それ自身にも集中的におおいかかっているとみなければ

ならない。資本主義社会の中では たえず震労働者市腐は f家族解体Jの危機K見舞われている。(現
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段階ではれ生活保護、、という公的な繭止めがあると{れ、え，事実，家族の狩ーをもちえない賃労働者組

も少なぐはない〉。家族はあきらかにその諸成員にとっての生活防衛 相互扶助の集団として社会的

に機能している。夫婦の物質的，精神的全生活の社会的再生段ばかりではなく，その様の社会的再生

産を含めて，かかる生活の本源的な営みを展開している。子弟の教育が ζ 乙では当然に主要な関心事

とならざるを得ない。 取られた生計段を土台として その子弟を正常な社会人として成育するという

ζ とはすべての親の共通の願望となっている。

言葉を替えるならば，この営みは 全体社会における主主主主諸力の発援に見合った子弟の社会的・

文化的再生産への営みを，人類のまさに本源的な営みとして 賃労働者Wlは 1 それを強く意識すると

否と K拘らず，また，その窓識が資本主義的lζ歪曲されていたとしても，臼々の営為として展開して

いるという ζ とを意味する O さらに，現段階では，すでに社会的労働から「引退jをしいられたその

父母の扶養の問題も，多くの賃労働者阪はかかえざるを得ない状況下にある。

現代社会学者である T.Parsonsは，たしかに疋当lζ[=r，j家独占資本主義段階における家族築聞の

現に果たしている機能に着目した。そのレベノレにまでおりての「政策Jとしての家族分析を展開して

いるの。

しかし，私たちは， r家族j集団のもつ人類社会発展の本源的な営みに着目して，その分析レベ

jレを，もう一歩ふかめて「経済的社会構成体jの具体的移行の問題として，現代の家族集留が現に楽

している社会的機能と，その構造変容を捉えなければならぬと考えている。震労働者J留にとって「職

場」での労働過程が，生活の論理にもとずく階級的矛屈として体現するとするならば，家族をとおし

ての生活過程は，家族集団が内在的にもつ生活の論王壊に根ざしての諸成員の矛盾，葛藤をその中l乙有

しているといわなければならない。もちろん そζ には所謂 f性格の相途j という形で体現せられる

すぐれて心現学レベルで、の諸問題が存する乙とを私たちは否定するのではない。しかしかかるレベル

は，当然に人びとの生活過程自身がまさに社会的に営まれている以上，社会のレベル，すなわち社会

関係、レベルの問題へ連動せざるをえないし，むしろ，諸偶人の性格はそれ自体，社会的iζ形成され，

おそらく一生渡をとおしてたぬまず変革されるものである故，社会諸関係、レベルへの連動の射支の舷

rLζ そが，今日私たち社会学研究者にとって教育口学習それ自身の問題として提起されているといわ

なければなるまいお。

ζ うしたレベルにまでおりで問題を深めるならば賃労働者!習にとって「職場Jでの矛盾が，すぐ

れて直接的な形での資本と震労働の矛盾として現象するのに対して， r家族Jでの諸矛j雷は，家族が

本i際的lζ資本の論理ではなしに，生活の論浬lζ立胸]している以上， ifrJ者に相応して表現するならば，そこ

での諸矛腐は，家族集団が資本;の論理によって規定されるところから生ずる階級的矛盾という ζ とが

できょう。*

* 月号議， r教育投資論jは，かかる意味において，家族集団が本源的IC手まする鮮を、資本;の効率の論斑IC

もとづいて著しく傷つける「科学j となっている。

と乙ろで@問題は，そうした矛盾を p その生存を維持する生活の営為をとおして，総力を合わせ

て止錫する営みを家族，そしてその成員は日々展開しているというその矛腐の集中点が現実に存する

ことの認識である o かつてのわが倒天皇制国家体制下の「家Jにおいては，その矛盾の集中点と

して「嫁」の座がとりわけ問題とせられたが， 戦後 f家J制度が崩壊し，家族のあり方そのもの

も，直系家族から夫婦家族へ変質したとはいえ，とりわけ共働き家族の場合，婦の座にその矛盾は集

中的にかかってきている。**
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** かつての「嫁jの座は，それ自体，いわば「家jの枠によって閉されていた。それ故，その矛盾解決の

道は，いわば!おされた袋小路の中にあったというととができる。しかしながら現段階の夫婦家族の望書(紛)

の場合，その矛盾は!鶏かれた通路をもっている。そのことは，たとえば共的き家族の場合に典型的iとみら

れるように，その矛盾を打開するために「地域保育所Jあるいは「織場保待耳目を創設するという形で，

その矛盾を，たんに偲々の「家族j築関レベルの中で耐えて，消化してしまうのではなく，すすんであら

たなる機能をもっ社会機関を創設する ζ とをとおして，その打絡をあらたなる社会連帯をつくりながら，

現実的に腐るという行為志向に何よりも端的にあらわれているとの乙とは，より一般的lというならば

戦前と比較しての現段階での所講「日本文化Jの質的変容を物語る。)

私たちは，震労働者層の現実の労働一生活過程を分析するさい，当然iζζ のレベルにまで下り

る必要があると考えている。家族内での各成員の現実的な生活過程上での諸矛盾，またそれを現実的

に解決する上での各成員のふれあい，さらに他家族集団成長とのふれあい，その中での賃労働者間及びそ

の家族成長の社会的性格の変容の問題(当然に，家族集団のあり方の変容)等々は看過する ζのでき

ない鎖域を構成する。

第 5項 諸個人の社会的労働一ー生活過程と諸社会関係、

とζ ろでト賃労働者層の現実の全生活の社会的再生産過程は p 上述の職場，家族のレベソレで完結

しているわけではけっしてなし、夫婦は，それぞれにその出自家族との関連で，親族のネットワークぞ

している。さらにまたさまざまの契機，たとえば，かつての学縁かつての刈1縁かつての職縁等をと

おしての諮社会関係をもっている。

現在の地縁，職縁また子弟の学校をとおした諸関係、が， ζれに章稜している。各揮の生活拡充集団

のメンバーである賃労働者も当然に序する。 ζ れら議関係、が拐に巣たしている彼ら自身の生活にとっての

意味，また人類社会の本源的発展にとってもつ重みを私たちは発掘する必姿があると考えている。当

然iζ ，コピーのt世界も彼らの生活の中にくみいれられている。乙れらの諸関係、は今日の段階において

は親族，地縁等の関係を加にしてその多くが，家族と家族という関係ではなく，伽々の家族成員の有

する個別の関係、として存し，それを介して，いわばそれ自体インフォーマルな諸関係である家族と家

族の関係iとまで発展するという構造があきらかに看取される。と ζ ろで，私たちの社会的労働ーω 生

活過程分析がかかる個別なレベノレでの諸関係を重視するというのは，それらと王誌に形成せられている生

活諸関係が有するそれ自体，局地的な，インフォーマルな自己完結的な面lζ着目するのではなく，む

しろ逆に，そうした諸関係がもっ本源的な価値志向-すなわち 9 その多くは ζ こで私たちのいう

「生活の論理JIζ立脚した，人類社会のまさに本源的な発援を主導する土壌(当然にそこには階級的諸

矛盾がよりかかっている)をそ乙にみるからであり?第 2家で詳述したように，何よりも ζれら諸関

係、を現実的般拠として，そ ζ で培われた諸要求が， ζζ でいうフォーマノレな機構iζ定着化せざるを得

ない営みを本源的に有していると考えるからである。

インフォーマルな領域で培われた議要求は，その要求が袋求として，諸矛震の一歩の止揚過程とし

て実現されうるためには，少なくともフォーマノレなレベルでの機構への定着化，それを何よりも必要

としている。乙乙での夜、たちの賃労働者!習の「労働一生活過程J分析は，前述の如く，人類社会の

まさに累重的発展の結果しての「機祷一司構造j というそれ自体生産力の発展段階に相応したひとつの

有機的構成をもっ緩済的社会梼成体の矯迭を前提としている。

考えてみるならば，賃労働者層の現実の全生活の社会的再生産過程，すなわち，その生活過程は

問時にその社会過程・経済過程そしてまた政治過程として刻印されている。資本の現実的な価値増殖

過主主は，人類社会のそして，またその発展の，まさに中在さである社会的生産過程ぞ掌援する ζ とをと
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おして，残余のすべての諸過程を，自らに似せて再編しようとするが，そうして，かかる資本の価値

増殖の過程そのものには，対立すべき何者もないように，一見看取されるが，人類史の発援を臣続的

にみた場合，そしてそうした射設の中に，現下のわが盟における経済的社会構成体の具体的移行のプ

ロセスを位置づけてみた場合，それを止揚せざるをえない本源的な営みが諸他人の(震労働者層等々

の)金生活の社会的再生産主過程そのものの中に内在しているという ζ とを看過しではならなし、。賃労

働者層の現実の生活過程は，何よりも物量的な慈、味で，その種の社会的再生践を含めて自らの生活の

社会的再生産を，まさに家族(世帯)を拠点として確保している。資本主義的な経済法郊に規定された経

済過程が， ~充実の問題として諸個人の生活過程の基底にある。しかしながら，私たちが生活過程とい

うとき，それは経済過程そのものに，生活過程を解消してはいないという ζ とを銘記しなければなら

ない。 ζ の生活過程の中には，物質的過程以外の彼の人間としての社会的再生産のすべての過程が含

まれている。そうして ζ の過程は，何時lζ，社会的過程として発現せざるを得ない。議俗人にとって

の経済過程での規定性が同一であったとしてもその具体的な生活過程=社会過程のあらわれ方は，け

して間ーではない。そ ζ にはあきらかにその経済過程そのものの，受けとめ方の相違が存するといわ

なければならないし，そして，その中に，政治的選択の過程，すなわち政治過程そのもののもつ意味

が立ちあらわれてくる。さらにまた ζれらの過程が人間としての本際的な営為の過程をその中に有す

る以上，基本的に，それは諸個人の経済過程iζ規定されての，社会・政治過程そとおしての社会・政治

機構の変革，それをとおしての資本主義的経済構造のあり方の変革与を，そして同時に，臼らの生活構

造の変革を，そうした意味での多様な学習過程をとおして自らの，そして対象としての社会それ自体

の変革過程を示めしているといわなければならない。

第 6項 社会的労働一生活過程と社会的諸組織

(1) 諸要求の組織一機構化

ところでかかる過程をとおしての諸要求の実現，すなわち自らのs そうしてまた対象としての社

会それ自体の変革はインフォーマルな社会諸関係として，自己完結的lζ満されるものではけっしてない。

いうまでもなく，それはフォー 7Jレな機構の中に体現され機矯のあり方自体として，すなわち機構一構

造変動として，かかる本源的な営為の諸結果は， EIらを立ちあらわさざるを得ないという性格をもっ

ている。そうして，前述の諸過程に相応する諸関係はすでに社会的に機構として存しているし，さら

に人びとはそうした諸婆求を対象化する諸機関が存せぬ場合，あらたなる必嬰にもとづいて，つねに

かかる機構を(機構としてのネットを一関レベルでもつに変るかかる機穏を)たえず創出している

といわなければならない的。

私たちの賃労働者の「労働一一生活過程」分析は，かような意味で人びとのその現実の生活過程

が現に創出しているインフォーマノレな生活防衛の諸関係レベソレから B それがフォーマルな機関を介し

て，一定の社会的カをもちうる一ーすなわち，社会における制度的保障をもっ諸力として，社会それ

自体の機構として定着するプロセスを重視する。

(2) 社会的労働一一生活過程と労働総合総織

そのさい私たちが第ーにE重視する社会組織はすでにみたように労働組合組織である。 ζの労働総

合組織は，それ自体，資本の価値増殖の論理に対決せざる得ない賃労働者層の生活の論理iζ立脚した社会

組織として，職場での労働諸条件の改養，賃金引きあげ等々，いわば仲間同志等価の代償を求めない

働く者としての人間的連帯をその中核にもつ社会組織として措定され それがすでに金調的な機構と

して自ら定立し，資本家階級iζ対決する労働者階級の大きな政治的なカを構成している。当然1(，
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労働者胞がかかる組織を結成しているか，あるいは彼らが未組織であるのかの問題，すなわち怠らの

生活過程の中p::，かかる組織の一員としての自覚と総織的役割を内在化しているか否か矛そうした働

く仲間としての連帯を日々の生活過程それ自体として有しているか否か，が問題となる。しかし 9

詳細に現実を分析すると労働組合組織といっても 一概には論じられないものが確かに存する。すな

わちそとには級織方針の相違もあるし，資本による労働組合自体の包摂の問題も提起される。当然に政党

との関係も存する@つまり， ζζ での文脈に沿うていうならば D そζ には s 労働総合総織自体が，賃

労働者!習の現実の労働一生産過程からうまれる諸矛震を正当にくみあげる形をとっているか否かの

問題，つまりリーダーシップの問iim，さらに，当然の ζ とながら，そのリーダーシップを規定するイン

フォーマノレな集団の構造の問題，その集団を構成する個々の成員の現実の労働一ー生産過程を支える価値

志向の問題が ζ 乙には基本的iζ存する ζ とになる。さらにまた，諸政党の政策が，こ ζ でいうインフ

ォーマノレなレベルにまで如何に立ちいって，如何なる立場iζ立って政策を立案しているかという問題

が存するという乙とになる。問題とすべきは貸労働者階級の現実の労働一ー生産過程の発展水準与を土

台とした諸要求をそれ自体フォーマルな労働組合組織が如何にフォーマノレに体現しているか，という

点である。そして，この ζ とは突は，震労働者階級にとっての社会機構としてのたゆまぬ労働組合

組織化問題を提起する o そうして，統成の労働組合自体のたゆまぬ再組織化の開湖を縫起する。総体

としての労働総合組織自体.:i:体社会の生産力/1<準の発展に基縫づけられて，たえず自らを生成 (A)

→発展 (B)→消滅 (C)，さらに Bのレベルからの生成 (A)→発展 (BF)→消滅 (Cうという運動過

複をとおして P 自らを累重的lζ発展せしめていることを知るべきである。(その乙との中で， ζζ で

いう社会機構のあり方そのものも量的にそうして質的に変容せざるを得ない。)

その組織化の基底lζ ，諸他人の全生活の社会的再生産過程が繊たわっている。そしてこのさいそ

の社会的再生産滋程は，全体社会における生産力水準の発展を体現しての，あらたなる段階での階

級的諸矛盾止銭湯釈を歩ゆむものとして把握されなければならない。つまり，この ζ とは，総体とし

ての生産力の発授に相応して賃労働者階級の組織一一機構もたえず自らを更新しつつ，経済的社会構

成体の内部編成を変革しつつある ζ とを意味する。

さて，かように，労働組合組織またその機構的機造を捉えてくると，賃労働者艇のインフォーマ

ルなレベルでの要求のフォ…マノレ化の過程は，いわば形式論理的にインブ万一マル→フォーマ

ノレという形では，推移していない ζ とがあきらかであろう G ゑi突の賃労働者層のその労働一生

活過程を土台としての，労働総合総織の現iζ果している機能に対する彼ら自身の評価の問題が，つね

iζ そζ には横たわっている。(もちろん 生産力の発展段階を体現しえぬ立場からの評価も当然に存

する)りそうして，かかる過殺に，政党組織が介入せざ。るを得ない ζ とは，諸il/il人の生活過程が政治過

程として現象している以上 当然の乙とといえば当然の ζ とであろう。

私たちが，現実の賃労働者僚の労働一一生活過程をとおしての諸婆求が，フォーマノレなレベルへ

顕在化しなければならぬという場合，少なくとも上述の諸jfill践を含んだ意味でそれを用いている。

( 3 )社会的労働一生活過程と大知事組織

さて，乙乙で私たちが第 21ζ問題とするのは，上述の労働組合以外の大衆諸組織である。

私たちが労働組合組織(当然に健民組合組織も)と，残余の大衆組織とを区別する所以は，労働

組合組織が，何よりも賃労働者腐の「生業の場jでの社会的労働過程を現実的土台として，資本の論

理と渡接的iζ対決する賃労働者層の所謂，階級組織として位震づけられるからである。しかし，すで

に前述のように，賃労働者の現実の金生活の社会的再生産過程は，その社会的労働過程のみではない。
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残余の生活過程をとおしての諸矛盾を止揚する営みは 当然の ζ とながら 各種の大衆組織を輩出さ

せている。賃労働者艇の生活過程で生まれる諸要求が大衆組織として，組織化されなければならぬ ζ

と，またその組織化にさいしての諸過程の把握については，前述の労働組合総織におけると同様だが

ここで留意しなければならぬことは，労働組合総織をとおしての自らの諸嬰求の組織化とは異なる次

の諸点である。

第一K，乙の総織は，賃労働者のみならず，自らは賃労働者としてその社会的「生業の場Jを有

していない諸他人を含めて，全生活過程での諸要求を土台とした組織であり，その組織化の多くは，その屑独

自の，または機能的組織としての目標をもっ等々，多様に機能分化した総織として立ちあらわれる ζ

と。第ニlζ，したがって，その目的を達成した段階で，組織としての使命を終えるものから，恒常的

組織として，全国的な機構をそれ自身もつものまで各種の階悌に組織自体が区分されるということ。

第三K，それ故にたとえば，公害反対の住民組織，あるいは難病速の組織のように，あらたなる段階

での緊急解決課題にそうて，その階級的矛盾解決のために，機能的に組織化されるという特徴をもっ

ている，ということ。 ζ れらの大衆組織をとおしての生活過程のゆからうまれる諸要求は，当然，そ

の一歩の解決のための諸対象をもたなければならない。その対象として，多くの場合，各種の独占企

業，また地方自治体，同が推定される乙とは，すでに経験的事実であるが， ζ のζ とは少なくとも，

住民(悶民)の生活擁護の立場からの，資本の fあくなきJ価徳増殖の遂動への規制，さらに地方，

国レベノレでの諸法制をとおしてのかかる諸要求の社会的実現，それら諸要求の社会的機構的保障への

情造化をしめしているといわなければならない。

( 4 )社会的労働一生活剃主!と行政綴織

第 3tζ，夜、たちが重視するのは，市町村，都道府県，国レベルの行政組織への参与のあり方であ

る。これは，前述の労働組合組織，また各種の大衆組織における諸要求の組織化とは，大きくその形

態は異なっている。すなわち，前二者においては，少なくとも，いわば faceto f aceの形での組織化

がなされるのに対して，行政組織への参与のあり方は，議会制民主主義のもとでは，諸偶人の役票行

動を介してなされる。そして，行政組織が一関レベルでの機構として定立せられた国家権力のもとに

されている段階κおいては ζ れは政治参加と称せられるように，それ自身，政治行動となるが，

現段階における地域社会の組織化は， ζ の行政組織を介して，地域住民腐の所謂シヴイノレ・ミニマム

が体現せられる ζ とになる。 ζ の地域住民の耳IT謂，政治参加は，市町村レベル，都道府県レベル，そ

うして国政レベルでは二院という形で多段的に構成されているが，私たちは，地主主住民の行政機構へ

の参与のあり方を， ζ の投票行動だけに限定することはしない。すなわち，地主主役民にとっての，行

政機構のあらわれ方は，投祭行動，また彼らが役所の窓口におもむくときだけにあらわれるわけでは

なく，実は，地域住民の全生活過程の中lζ立ちあらわれている。しかし地域住民にとって政治過程潔

解の関難性は政治は政治として自らを立ちあらわすのではなく j 生活過程そのもののあり方として体

験せられると ζ ろにある。すなわち，直接的な形では，政治は生活過程そのものとして立ちあらわれ，

その意味で，政治は，諸俗i人にとっては一見白律化した形で立ちあらわれる。かかる意味において，

一見諸個人にとって自律イとした形で立ちあらわれるマス・コミュニケーションの世界との共通性を政

治の館長査は有しているといわなければならない。しかしマス・コミュニケーションの世界が，諸倒人

の現実の生活過程を議過しなければ，自ら生存しえぬように，政治の領域も，諸個人の現実の生活逃

殺を癒過しなければ，自らa立しうる ζ とはできない。かかる意味において投票行動は， fr者側人の生

活過程にとっては，ひとつの節として直接的な形での政治行動となって立ちあらわれている ζ とは事
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実であるが，と問時lζ ，諸個人にとっては臼々の労働一生活過程そのものが，政治過程として立ち

あらわれている点を看過しではならない。

( 5 )社会的労働一生活過程と教育・文化組織

第 4Iζ ，私たちが重視するのは，地域住民組の教育諸要求の社会化，社会的機構化のプロセスで

ある。前者は，行政綴織のあり方とふかくかかわって，所謂公教育機衡を中心とした，地域の教育機

構として組織されている ζ とは関知の事実であるが，後者は，各種の地域文化団体として組織されて

いる。自己閉鎖的な趣味の会の如きも，たとえば，絵樹の会が展覧会を開く行為にみられるよう IC，

その文化的創造活動の諸結果は，つねに社会的対象をもっている ζ と安忘れてはならない。 ζ の文化

的諸活動は，少なくともそれ自体，生活の論斑lζ根ざ、した活動として把擬される必姿がある o

と乙ろで，人類がそして民族が培った紫重的な文化の教育をとおしての次世代への朴会化の過程

それを芯どる地主義教育機構，また，その累意的な生産力水準lζ立つての地域住民腐の創造的文化活動

iζ根ざす文化団体機構のほかに，今日の段階では，地域住民それ臼体が つねに各種 7 スコミ機関を

とおして，そ ζ で創造され加工された「文化Jを一見受浴する存在として位置づけられている点も

過しではならない。しかしながら， ζ のさいにも，諸億人さをたんなる「受け手Jとして惜定する ζ と

を干ょたちはしない。

すなわち，マスコミが提供する各稼文化は，基本的lζ，国氏名層が創造した文化活動の，局地的

な範織を ζ えたレベルでの相互交流，またその社会的価値づけという点に求める ζ とができるが，マ

スコミ機関がかかる機能を果たさない場合，当然にそうした「社会的文化JIζ対する批判が葱起する。

自生的には，それはたとえばテレどの場合の視聴率の低下という現象に垣間みられるが，より目的意

識的には退廃文化に対する社会的抗議(大衆逐動)という形態，さらに自らの力でこうしたマスコミ

機関を，たとえばミニ・コミという形態ですら創出する等々，国民の生活過程そのものの中からうま

れる文化的諸活動の社会的機様化過程は たゆまず展開している乙とを看過しではならない。

第 5，ζ私たちは，関独資段階下においてはそれ自体，経済組織として特徴づけられる小・零細企業

連合組織そして箆民協同組合組織 また生活協同組合組織さ年々が社会組織として現に果たしている機

能に段目する必要がある。 ζ れら諸組織が如何に住民間の現実の生活過料からうまれる諸要求を組織

化しているか，という社会過程は当然に重視されなければならない。

( 6 )社会発展と諸婆求の組織一一機構化

さて，以上私たちは，諸偶人の全生活の社会的再生産過程からうまれる諸星雲求，そうして，イン

フォーマルな(私的な)形で現に形成せられている生活関衛の諸関係が それ自身生活防衛の機能を

人類社会の発展そのものとして体現するためには，フォーマノレな社会組織として，社会機構それ自体

として体現されなければならぬ ζ と，それ故，私たちの「労働一一生活過程j分析においては，かか

る意味においての諸偶人の現実の労働一ー生活過程を土台においた諸婆求の組織化，機構化のプロセス

を重視するという ζ と，とりわけ，私たちが震観ずる幾つかの組織一一機構化のプロセスについてふれてきた。

経済的社会構成体の具体的移行の問題が提起されている現段階における階級・階層論は少なくと

も，かかるレベノレにまでおりて問題をふかめなければならぬと私たちは考えている。所謂 f経済一元

論J的王理解による資本主義的経済法員Ijの貫徹という側面のー耐的強調のみでは，現段階における諸問

題は解く ζ とはできない。すなわち，資本主義経済法制の貫徹の強調は，ある意味では「近代化路線J

と符号が一致してしまうしの'また，その当然の 1)アクションとしての諸偶人の「疎外化」の-llii的命

強調は， r一挽的jな反体制の動きをもたらさざるを得ない。マルクスが『経済学批判』の序言で述
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べた論理は，けっしてかように単純なものではないと私たちは理解している。またかよう lζ潔解しな

ければ何よりも f教育Jの果たす人類社会発震にとっての役割そのものがみえて ζ ない。そのさい肝

要なζとは，社会の構造一機構それ自体として，人類社会の発展そのものが， r経済的社会構成体J

の前進的な発展をとげているように，とりわけ高度K発燥した資本主義社会から，あらたなる社会へ

の発展の過渡期においては，月行謂 f国家権力の掌健Jの思想をふくめて，社会の構造四一機構そのも

のが，生産力水準の発展そのものとして，高度化してきているという事実を認識するととであろう@

私たちの乙 ζ でいう諸般人の「労働一一生活過程分析Jは，当然iζ，かかる射是をその中lζ収めている。

第 2節 「労働一生活史j分析の論理

第 1項 諸倒人のたしかなる生活の歩みの認識

とζ ろで，私たちの震労働者層の「労働一生活過校」分析は，もう一つの柱，すなわち賃労働

の「労働一生活史J分析の柱をもっている。前述の現段階における賃労働者層の「労働一一生

活過程JEl体，それは彼自身の生活史の紫霊的重みの中で，つねに発現せられている ζ とを看過しで

はならない。現段階の彼の金生活の社会的再生産過程の中での，現実の諸矛盾への対応の姿勢自体，

それは諸個人の ζ れまでの生活史に立脚して俄人毎κ異なるものとして現に発現している。

しかし，私たちの震労働者艇の「労働一生活史J分析は，日本資本主義発展の中で，表腐的lζ

「故郷Jを失なって， r職Jをもとめで流浪する賃労働者層の，いわば私的な生活の足どりを，その

職歴変遷として個々に採取，記録するという乙とだけを自的としているわけではない。資本の価値増

殖の運動g体，たしかに先資本主義段階iζ特徴的にみられた「共同体J社会を， El日の発展の条件と

してたゆまず浸蝕する。人びとの大地立地域社会との結びつきは 資本の価値増摘の論理を介してし

か実現しえぬかに表儲的にはみえる。けれどももう一歩ふみ ζ んで事態の推移をみると，次の諸点が

あきらかとなる。

(1)人びとはみなその出生家族を<1-)ち，その出生家族は，特定の階層としてつねに位霞づけら

れてきたということ，乙の粋，そうしてあらたに諸個人が創出した創出家族の粋， ζれはけっして消

去する ζ とのできない事実として存しているし， ζ れからもかかる家族，親族の粋は，人類社会発展

の基底的な鮮として存しているという ζ と。

( 2 )人びとの生存の前提である特定の大地=故郷としての社会との郎時的，持続的な結びつき

は，賃労働者の場合，たしかに失なわれている。しかしながら，公害問題にあきらかなように，特定

地域に定住せる人びとは r資本的自然」から「人間的自然jとしての大地への結び、っき，自然との

人間的共棲への復帰をするどく目的意識的に志向しているという乙と。すなわち，大地は，幹業の発

展(分業の発展)そうしてまた賃労働者層の地域移動をとおして，特定の大地ではなしに，より普通

的な大地として，その上iζ根ざした地域社会としていわば下から蘇生されつつあるということの

( 3 )かような現実をふまえて 賃労働者層のたしかなる生活史の歩みをみると，私たちは何よ

りも次の事実lζふれざるを得ない。

彼らは，その出生した地域社会の中で，その特定の階!副ζ備する出生家族，その両親，また親族

のゆでの生活体験を刻印しているし，何よりも親の生活体験，その金生活のたしかなるヒスト 1)イを

もった社会的再生産過程の仁いから実に多くのものを肌をとおして学んでいる。地域の学校集団生活を

とおして得たものがその上に紫重される。仲間たちの童話と顔，教姉の印象，その故郷の社会的a然は，
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消しがたい体験を彼らの生活史の中iζ刻みこんでいる。習学期そおえでの，特定の「職場」での労

働一生活体験，そこでの仲間たち，また「職場Jでの労働条件ー，その地域社会での体験がそれに累

重される o 人びとの人生史をみあならば，そこにはあきらかに，ひとつの法郎性が創出できる。すな

わち，人びとは，みな毅族との料を本J21的lζ有していおし，その出生家族は，あきらかに特定地域社

会の中での特定の階層iζ!議している O 彼らはそこで教育をうける O

さらにまた，彼らがあらたなる家族を特定の地主主の中で形成してからは，自らが育んだ子煎の生

命の社会的生長がその本A;i的な常みとなる。この間iζ ，多くの人びとは少なくはなし、「職歴Jの変選，

また地域移動を行なっている。しかし，職経変遷といっても，彼らが未婚であった段階と，Xflと女が

創出家族を形成してからは量的に奥ならざるを得ないものが含まれている。すなわち，夫の生活史，

の生活史は，あきらかlζそれ以降，あらたに彼らがその生の託として形成したところの家族の生活

史として刻印される。穏の社会的再生産という主主みを彼らの生活は有する ζ とになる O かような意味

においても，賃労働者問の生活史は，たんなる職歴変遂，また階!滋間，地域間移動として捉える ζ と

はできないo

私たちは，個々の貫労働者層の生活の年輸を，倒人的~g的なものとしては抱握しない。すなわ

ち，特定の階級その中での特定の階府としてJ 日本何本主義社会の発展の中K，まさに構造的にセッ

トされたものとして，しかもその社会の構造に規定されながらも，その発展を支え，社会のあり方を

総体として変革せしめざるを得ないものとして，つねに自らを立ちあらわしてきたものとして把保す

る*。

* たとえば，そうした歩みのひとつとして，私たちは親の世代には寄生地支制下の小作人の「家Jにうま

れ，小作人としての殺の生活の厳しさを体験し，戦争体験を経て，戦後，農民j留の資本主義的分解の過程

をとおして自ら賃労働者化し，幾つかの織百去をとおして，資本と賃労働との階段的矛盾の中で，自らの創

出家族をとおしてその自らの人生会歩ゅんでいる鱈労働者(家線)をおHllする乙とは筏易であろう。

第 2項 f労働j一生活史」分析の二つの翰

賃労働者層の労働一生活史は，それ自体，二つの側部からの分析を必要としている。

第一はE3本資本主義発援の繕造的側面からのアプローチでああ。日本資本主義の発展は，それ

自体，段階を劃することが可能な幾つかの節をもっている。その節々 κおいて，彼自身が如何なる部

暑をしめしていたかという問題である。個々の費労働者の「労働一一生活史Jは，それ自体，彼の「顔j

としての自らの生活の年輸を有しているが，それは，俄々バラパラのものではなしに，間一階!滋iζお

ける共通性をもつものとして把擁されうる。童労働者層はE3本資本主義の発展段階iζ相応した形で

自らをつねに拡大せざるを得ない資本の価値増傾の営みの中で，つねに一定の「役割Jをもつものと

して位箇づけられてきた。備々の賃労働者の生活の営みは，怒意的，私的なものではなしに，つねに

総体としての資本の運動の営みκとって，少なくとも一国レベソレで有機的に構成されたある部署を占

めるものとして構造的に規定されたものとしてある。その ζ との意味は，資本iζ とっての効率性の論

理に主主導されての階層どとの賃金水準，労働諸条件，雇傭の安定数等々の，現実には大きな格差をも

っそれぞれの部警に，側々の労働者がまさに層として配置されてきたし，また現にされているという

乙とを意味する。日本資本主義経済の構造的発展の節々において，彼が客観的lζ如何なる部警をしめ，

その節を如何に認識していたかということ，つまりそのエポックにおける彼の主体的対応の問題が第

-64-



社会機構と瀦倒人の社会的労働一生活過程

ーに提起される。し、うまでもなく，賃労働者践の生活の営みは，資本iζ奉仕する「手段jとしてのみ

あるわけではない O

第二は，上述の過程lζ規定された形で，まさに展開していると ζ ろの，彼自身の生成一一発展，

そうして消滅せざるを得ない人生の中での生活史の文脈をとおして累素的に培ったその年輸の分析で

ある。そこにも当然，彼自身にとっての生活の節. 551Jの言葉でいうならば，生活の転期が存する o ζ 

の生活の節は，かならずしも前述の日本資本主義経済の発展段階における節とは一致するものではな

いO しかしながら，かかる，諸{閑人の生活の「顔jとしての生活の節は，階尉ごとに整理しうるひと

つの特徴をもつものとして，私たちは把掘する。かかる点の分析に関しては本節前項で述べた分析レ

ベルにまで私たちの「労働一生活史jは当然κ下りる乙とになる。

第 3項 日本資本主義の発展と言者個人の労働一生活史

( 1 )ベイシック・カルチュアーと階Ntlカルチュアー

前述の，日本資本主義の構造的発展と，個々の労働者の生活史は，その節々において，かならず

しも柏郎しないとはいえ，大きな文脈の中で把握するならば，それは相却しているo

すなわち，彼が日本資本主義の発展の何時の段階. 551)の言葉でいうならば，日本資本主義の総体

としての生産力の発展lζおいて何時の段階から，そうして当然のことながら，労資の力関係、において，

労働者階級の力が総体としてどのレベソレにまで成熟した段階から，自らの生活をその社会的生活史と

して刻印してきたか，の問題を乙の乙とは提起するということになる。

彼がその生を社会の中に刻印したその段階の社会が如何なる発展段階にあったか，ということは，

彼の以降の生活史のあり方を規定する ζ とは指橋するまでもない ζ とだが，とりわけ，乙のさい「公

教育jの果たす役割は重視しなければならない。 r公教育Jを終了する期時をとおして，世代，世代

のいわば，国民のベイシック・カルチュアーのコアーが形成されるところに，所謂「世代論jが成

立することになる。しかし， ζのベイシック・カルチュアーの Personalityへの内在化の過程は.r公教育J

だけではなしに，その「家族Jの階照的地位，さらに現実の地域社会の不均等発展の中での地域社会

の保有する文化水準等々の諸影響が当然にそのベースとなるのしかし，乙乙で私たちが ζ の過程を重

視するのは， B本資本主義の発展が如何なる段階にあったか，その生産力水準，また労使の力関係ー

その「教育Jへの体現が如何なる状況にあったかということが，たしかに間氏の世代的形成に，消し

さることのできない影響を与えているからであお。国民性といわれあもの その文化はあきらかに変

容するものとして把握しなければならない。

そのベースの上iζ立って，所講，乙乙で夜、たちのいう階層文化が拐に形成されている。その段階でフォ

ーマノレに設定した教育階悌のどの階梯まで進学しうるか，という ζ と自体の中iζ，階層的な規定が刻印さ

れているし，習学期を終えたあとの f職場」生活においても， ζの規定性は生きつづける。ひとつの階層

として刻印された生活史の歩みの中で，その階層が独自に有する生活文化=生活様式が形成される。

( 2 )諸個人の労働一生活史と綴織・機構

人びとは何よりも生きなければならない。そ乙にはあきらかに「資本の論潔jが生きており，ま

たそれが発現せざるを得ない。しかしながら， ζ の発現形態は前項でみたように，各跨憶が現に有し

ている生活様式によって異なるものであり，取純ではない。

再者の対決といっても，その対決;の中で矛盾が生ずるのであり，その矛盾を解消するために，す

なわち.l:jス活を維持・発展させるために，階層間移動，とりわけ上昇移動する形で，その現実の生活
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水準を向上させる方向そ志向する殿も存するし，また心ならずも客観的に下降移動をくりかえしてき

た層も存する。そうした中で，労働総会を中心とした「全国最低賃金制Jの要求等，階層龍格差その

ものを解消しようとする方向，また職場の現実の労働諸条件改善の要求がうまれてくる。他方，資本は

技術革新に端的にみられるように，その発展iζ見合って，つねにあらたなる職穫をつくりだし，その

綴織・機構の巨大化に伴、なって，その管理秩序を維持するために，あらたなる階艇を社会的lζっくりだ

し，階層間序列を，自らにとっての機能に応じて社会的に設定する営みをつづけている。

とζ ろで，乙乙で大切なことは，かような階級的規定性の中で，階級的規定性それ自体を11:揚す

る構造が，賃労働者腐の生活史そのものの中lζ如何に封印されてきたか，を読む問題である。具体的

κは，それは前節でみた各種の級織一機構へ，彼自身が如何にかかわってきたかという問題，その

インフォーマルなレベルでの諸嬰求を フォーマルなレベソレへ如伺iと組織化してきたかという賜題に

なる。

とりわけ労働組合組織への参与のあり方，そうして政治参加のあり方の変容等が解明されなけれ

ばならない。さらにまた，その ζ ととかかわって，自らめ生活史を，如何に全体としての日本資本主

義の発展の中に位置づけて，その中での賃労働者階級の連得という視角を gらのものとしてきたかも

問題とされなければならない。

すなわち，賃労働者騒が具体的iζ 自らの現におかれている生活諸条件を評倒する場合，現状を対

象化する比較の観点がそ乙には予言iζ存するといわなければならないが，そりひとつは少なくとも，ほ

かの誰でもない彼自身の生活史を土台にした対象化であり もうひとつは 現段階における全体とし

ての賃労働者階級がすでに獲得し一般化した水準との比較である o しかし すべての賃労働者が意識

的な形で， ζ の再者の観点を有しているわけではない。前者の観点は多かれ少なかれ現状を対象化す

るさいの顕在的土台となっていることは疑うことのできぬ事実だが，後者の観点をもたなくとも，人

びとは自らの生活過程を全うする乙とはできる。倒人の，あるいは親族の，そうしてきわめて局地的

な地域社会の中でのいわばインフォーマノレに形成されたネットの中での比較の観点で十分の場合も多

いからである。

もちろん，漠然とした形での全体社会レベルにおける一般化した水準との比較の観点はつねに存

する ζ とはいうまでもないが，明確な形で，かかる観点が確立されるためには，前述のように， Elら

の諸要求をフォーマノレな総織の活動として展開するという過税，しかもそれが機構としてのカをとお

して，会社会的 iζ 顕在化したカとなる，そうした社会過程を不可欠に必要とするものと怒わ

れる。労働組合組織をとおした諸活動は，少なくとも，その大きな契機となることはいうまで

もない。かかる意味において r経済的諸要求jを土台とした賃労働者磁の組織的活動を介して，は

じめて所謂インフォーマノレなレベルでの社会的比較の射E誌を ζ えた射塁がみえはじめ，それを土台に

してz 従前はひらけなかった，政治への射呈を含めての，自覚的な，生産力の発展にみあった全社会

的な意味での労働者階級としての比較の視点が成立するものと，思われる。彼の生活史そのものが，す

でに， ζ うした視点を自らの中に内在化したものであるかどうか，その乙とが，彼にとっての人生の

節たりえているか否かが当然に問題とされなければならない。

私たちは，第二主主で，タノレコット・パーソンズらのいう地位と役割環論，すなわち，現実の生き

た諸他人を，役割的偶人としてのみ，一方的lζ措定する「社会学理論」では，現実が分析しえないこ

とについてふれたが，賃労働者爆は，たしかに「職場Jでは，資本iζよって措定された「役割j をζ

なす「労働力Jとして佼霞づけられているのけれども彼の f職場Jでの現実的労働過程は，現iζ，路
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品としての「労働力J以上の価値をつねに創出しているし，なによりも 上述の如き，生活史の文脈

の中での，そうして，社会的労働過程だけが分離されてしまうのではなく，それa体，彼の金生活の

社会的再生産過程という一貫した社会的生活過程の裏づけをもっ諸個人が 現実iζ ，その「職場jで

の役割を担っているということを看過しではならない。言葉を替えるならば，たんなる資本にとって

の「労働力Jとして Yはなく，史的な累霊的人伎の重みをもっその金生活の社会的再生産過程を自ら

拐ったものとして現存する賃労働者騒が，資本にとっての「地位と役割 1，それに相応した「賃金J.
それを，つねに自らの生活にとっての「地位と役割IJJ，r賃金jという形でいかに捉えかえしているか.

生活史の文脈の中に， ζ のプロセスが立11何iζ生活の結として刻印されてきたか，という問題がζζには

ある。

第 4項 「労働一生活史j分析の方法について

ところで，かような形で賃労働者層の現実の生活史の文脈にまでおりて問題を1E援するという乙

とは，ある意味では理解社会学的に階級・階層の問題を 賃労働者の生活に即して内在的iζ 妃握する

という乙とにもなるわけだが 現段階における賃労働者階級の組織化というひとつの問題をとりあげ

てみても， ζ の方法の必要性はお』きいと考えられるのすなわち，たとえば，ある地域社会の中で，

その地域社会の水準からみても，また全留水準からいっても，きわめて劣悪な労働条件の「職場jで，

その現実の労働過程を営んでいる重労働者層が，容易に労働組合組織すらも結成しない場合，その手

懸りのひとつは，あきらかにその労働一生活史分析にもとめる ζ とができょう。人びとは，機械の

部品のように，労働組合にた Y ちに組織化されるものではない。それにはひとつの契機が必要である

し，生活史の年輪の中での歩みが，つねにそ ζ には介在する。たとえば，彼の生活史の文脈からいっ

て，彼(そしてその家族)にとって，たとえ劣悪であったとしても，その「職場jを介した生活諸条

件が，やっと辿りついたもっとも安定した場であったとしたら，彼は，それを大切にするであろうの

その上，全体社会における生産力水準の一般的よ昇の中での生活諸条件の上昇という婆因もからんで

くる。(同じ貧困といっても，終戦蕊後のぺ、も d で生きながらえられた段階と，米飯を食する段織

では，たしかに生活状態は異なる)。また，資本主義経済の発展の中で 長らく前近代的な慢行を保

っていた「職場Jでの労資関係が，それなりに近代化し，各種の社会保持章が導入されるといった変化

もそ ζ にはある。そうしたこ色合の上で一定の受益感が生まれ それが賃労働者!習に一定の保守性また

現実的幻想性を付与している ζ とも否定できな七、。しかし，資本主義経済の「高度成長Jは，生産主力

が発展した段階での，ひとまわり大きい階級的矛窟を用意している。その意味で，賃労働者階級の生

産主諸力が発展した段階での，策庖イヒの問題が現iζ提起されている ζ とを忘れてはならなし、。そしてそれ

は，かならず個々の賃労働者層の社会的生活過程そのものに現象する乙とも看過しではならない。

私たちは，前述の賃労働者!替の一定の保守性を，一概に批判する ζ とはできない。そ ζ では，ど

うしても彼の生活史のもつ累重的年輸の中からの解析が必婆となるし，さらにその土台iζ 立つての一

歩の質的な転回の可能性の追及が不可欠に必要とされよう。

さらにまた，私たちは，すでに綴織された労働者として，組合活動の経験をもち，過去の労働条

件に比して開題とならないほどの劣悪な労働条件をもっ f職場JIζ身をおいた，賃労働者層の逆のケ

ースとしての対応形態もあげる ζ とができる。かように 諸個人の労働一生活史の文脈からおいあげ

た場合，現夜の労働諸条件，生活諸条件への対応とその変革への志向性は単純なものではない。しか

し，そ乙には，あきらかに労働者階級内部の各階層に相応した一定の傾向は看取しうると考える。す

でに組織されている労働者，あるいは未組織の労働者，そして組織労働者においてもいまの労働組合
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組織のあり }jtζ一定の批判をもつものも少なくはない，と考えられる O

私たちの，賃労働者腐の「労働一生活過程j分析は，かような意味での労働一生活史分析を現状

分析に加えでもたなければならない，と:考えているが、そこでとくに心掛けていることは，すでにみ

たように，賃労働者!箇の生活史を職歴lζ特イとするだけではなしに，出身階層，習学期，そして f職場j

での労働体験，さらに，また家族史のレベノレにまでおりて，総体としての階層の累重的生活史として

把握する乙とである。その中で 個別な あるいはインフォーマルな意味での諸関係をとおした生活

維持の営みを，如何なる社会的契機によって，自らフォーマノレな組織へ反映し，機構へと定着させて

きたか，さらにフォー?ノレな組織のより一層の発壌を心掛けてきたか，そうして，そうした社会的営

為そのものが，包本資本主義の発綬，その ctでの賃労働者階級の刀議の増大と如何にかかわっている

か等の問題の解一明がなされるのである。

< 注>

1) K. Marx. F. Engels rドイツ・イデオロギ-J (全集第 3主主P25) 

2) K. Marx. F. Engels Ijij掲言; P25 

3) K. Marx. r綴済学批判要綱』第 3分ffl} P450 

4) T. Parsons. R. F. Bales; Family Socialization and Interaction Process 1956 

5 ) 爾伺清男，布施鉄治，鈴木秀一『農業の近代化と農民の生産主意欲』第 1-2i'話.北大産主研研究報告議

(北海道大学農業教育計画研究主主設 1963-4)は，かかる観点を中心とした実態調王監にもとついて作

成された。

すなわち，農民の「生産意欲Jといわれるものを，心玉県一的倒産百として捻定してしまうのではなく，彼

ら農民尾道の綴済・社会的諸総係，諸条件tc対する幾民!習の認識，及びその客続的諸島司係，諸条件それ自

体の改善をとおして，なによりも主主観的な彼らの生活のあり方の社会としての変革ぞとおして，それを

如何に認めるか，あたらしい教育のあり方は，かかるレベルにまで下りることの必姿性を乙の研究は問

題意識として手干している。

6) T. Parsonsの「家族jの内部構造の分析図式は，夫 instnunental role.苦522巴xpr巴ssiverol e 

という形での家族内成長の性的分業の忍!をその滋底においている。しかしζ の図式の原型は，すでに

A Comte tとみられるものであって(前掲論文，布施，岩城「政策<科学>としての<社会学>の体

系オギュスト・コントJ参照のこと入分析の大枠として，とくにそ ζ に鋭意が認められるというもの

ではなし、。そして，何よりも ζの図式は所調，ミドル・クラスの「家族 Jを念頭においているものであ

って，資本主義の進展そのものは，現実の問題として，所謂「共働き家族Jを広汎に創設しつつあり，

そうした分析視角そのものが現実的に有効性をもちえなくなっている。

7) 資本主義の進展iとともなって，総体としての社会の傍造それ自体が，所謂局地的に「閉されたもの」

から，閣内市場，そうして悶家をひとつの枠として「機かれた体系」をもつものに変容しているという

乙と， I家族J分析もかかるレベソレにまで下りる必要がある ζ と，そうして考えてみるならば，戦前の

わが国，天皇制絶対主義悶家体制下における社会の構造は.それ自体「関かれた体系Jへの発展を前提

としながら，しかもそのために「閉された基盤jすなわち円、えJIむらjを，その社会的基盤として

措定していた ζ とはあきらかである。それ故，戦前のわが閣の「家族Jを一概に半封建的なものとして

規定してしまうのではなく，かかる認識粋の中で，戦後段階におけるわが悶，都市家族の内部構造分析

もなされなければならぬζ とについては，布施鉄治 I~晃代 a 本都市家族におけるこつの F類型』と都市

の近代化J( r社会学評論131号，有斐閣 1958)参照の ζ と。

8 ) ζ のζ とは，すでに経験的Iともあきらかである。たとえば公害反対の住民運動lとしてもそれはまず地

域住民の現実的な言者矛腐のその金生活の社会的再生産過程をその土台において，そこから遂動が組織さ

れている。
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9) ζ うした点は，たとえば戦後のわが国農村社会学の歩みの中にも看取される。前掲布施「戦後B本農

村社会学の展開と農民腐の<生産・労働一生活過程>分析の視角J参照。

終案結ひいにかえて

本稿で解析の間的とした諸点については，すでに序章でふれ，第 1章-3章にわたって，全体の

論理を展開してきているので，ここでそれを再度くりかえず必要はあるまし、。乙乙では次の諸点を指

織するにとどめたい。

(1)私たちが白指しているものは，諸個人の現実の「社会的労働一生活過程Jのレベルにまで

おりて，彼らの現実的な行為与をとおして，社会それ自体が構造として，総体として発援するその間を

いわば縦断する論援の構築である。もちろん，そのさい，諸個人の現実の社会的労働一生活過程は，

それ自体，特定の生産諸関係による規定をうけているものであって，具体的には特定の階級・階層の

生活過程として展開しているものである。そうして こ乙でいう社会の発展とは，具体的には「経済

的社会構成体jの前進的な移行として，旧来の「経済的社会構成体Jの胎内から，あらたな「経済的

社会構成体Jを輩出せざるを得ない社会の構造的運動法郎をもつものとして把握される o 私たちは，

所謂 rf翠論j としてではなく 現段階におけるわが国震労働者層の現実の f社会的労働一生活過程j

分析をとおして，経験科学的実誌にたえうるものとしての，その社会的生活過程を土台としての「社会」

変革にまで連鎖する構造変動の論理の射出を志向している。

( 2 )ζ のさい，私たちが当街したE困難の一つは， r環論Jと f実態Jのolli:離であり，さらには

f理論Jと「調査研究」の議離の上に立つての f理論 Jの「調査J化の傾・向が根づよく存していると

いう ζ とである。私たちは，実態調査を土台とした理論化の必婆性を痛感しているが，そして

にふれた如く，一連の総合実態調査研究にとりくんでいるが， ζ うした課題を達成するためには，

当然，私たちが前提として手に入れる ζ とのできる諸理論の批判的検討，及びその分析方法に関して

の批判的摂取が必嬰とされる o

それ故，私たちは， ζ れまで本論において A.コントを始槌とする「社会学J理論の検討を行な

なうと共に 1) 従前の「マルクス主義社会理論Jを，マルクス，エンゲ、ノレスのオ 1)ジナルな論理にま

で立ちもどって検討し，若干の主主総カテゴ 1)ーについて私たちなりの仮説を提示したの。すなわち，前

者においては，その f地位と役割J環論を批判的に検討し，私たちの立場からの，地位と役割概念の分

析用具としての有効性，その意味で「地位と役割j概念の社会浬論としての蘇生化への展望を，それ

なりにさし示めしたお。そうして後者においては マルクス主義社会理論のまさにキイを構成するシ

ェー"<r生産力と生産議関係の矛麿jの潔論lζ関して，とりわけ，その中の「生産力」概念について，

それを実体的K把握する場合，たんなる労働過税の三婆君主iζ還元できないばかりではなく，またA.

A. クージンがマルクスの『資本論』準備ノートであけ、た諸要素に分解するレベルを ζ えて，すすん

で有機的な統一体として環解する場合， r協働j形態j としての社会そのものとして把握される ζ とが

惣定できること，さらに，マルクスが人類社会の発展を分業の発展 z 私的所有の発生一展開として把

握したというとき，言u考の中iζ，協働形態としての社会の発展，すなわち「生産カ」の発展を，そう

して後者の「所有Jの中lζ 「生産諸関係」概念を始源的lζ対応させていたと想定できる乙と，そうし

て， ζ の両者は，前者が活動iζ関して表現できるものならば，後者はその活動の結果として表現でき

うるものとしてマルクスが措定していた ζ とであきらかなように，両者は，現実の諸個人の労働一生
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活過程そのものを土台とした社会の経済・政治・社会僑造としてとけがたく結びついているというこ

と，を指摘した。

しかしながら，私たちは，もう一歩ふみこんだ次元で，マルクス E エンゲノレスのオリジナルな論

述の内夜論理を把擬した。すなわち，彼らがかくいう場合，それは両者が現実としてはコインの表裏

のように一体化しているということだけを述べたのではなく 諸倒人の現実の社会的労働一一生活過

程自体，それは，彼らに先行する諸世代の労働一生活断笠の緊霊的所蔵がし、まの社会を生きる人び

との現実の生の発現形態をこ ζ でいう「所有」形態として規定しているということ，しかしながら，

その諸世代をとおして緊重的に蓄積せられた総体としての人類社会がつみあげた富 z 諸力を土台にお

いた生きた諸個人の社会的労働一生活過程，そこでの活動それg体が，かかる「所有jの転倒した

形態を，つまり，生産諸関係、のかかる形態=r経済的社会構成体Jの特定のあり方を，その前進的な

移行として，その胎内において変革せざるを得ない諸力を「生産力jの発展そのものとして発現せざ

るを得ない，という論理がそ ζ には貫徹しているということ，にふれたり。

( 3 )ζ のζ とはきわめて常識的に表現すると r生産諸関係」による規定性，すなわち「絞済

一元論的Jな立場を過度に強調するのではなしに その結果生ずる階級的矛盾を止録する政治形態

としての階級翻争(あらゆる政治関争はそれ自体，経済的解放を土台におく)を偶時iζ重視し，すす

んで，現状を f生産力と生産諸関係jの矛盾として把擬するという立場となろう。 r生産力J概念そ

れ自体が「労働者階級ζ そ最大の生産力である jというマルクスの指摘から遊離して把擬されている

現状をみると 5)ζ の指摘の重要性については論ずるまでもない。しかし私たちはすでにみたようにマ

ルクス，エンゲルスが， r生産力J概念を提示するとき，短絡的に階級闘争をその概念に直結しては

いない，と考えている O 生産諸関係の矛盾が，階級闘争としてる:起せざるそ得ないと彼らが読むとき，

その酷IC，生産力の実体的発現形態としての「協働形態」としての社会の発媛段階がつねに横たわっ

ているものと私たちは想定している。階級闘争それ自体，それはいうまでもなく通歴史的に間ーの形

態司会とって立ちあらわれるものではなく 6) 質的にそれはあきらかに異なった形態をとりつつ， r経済

的社会構成体Jの前進的移行を現実化してきた。その質を規定する土台として，私たちは「協働形態」

としての社会の構造的段階的発展を重視する。マルクス エンゲソレスのいうプロレタリアートによる

所謂「国家権力J掌援の思主去を，彼らのいう「国家」の死滅の思想と重ねあわせるとき，国家権力の

獲得とは，いわばシーソー・ゲームのようなものではなく，総体としての社会の発展の諸結果として，

当然，そうならぎるを得ないという乙と，権力としての「国家」の死滅で，住民(国民)の手による

「行政jがその本来の機能をよみがえらせる乙と，その基底iζ 「協働形態」としての生産力の発展が

措定されているという ζ とは，どく自然にうけとることができるものである。

(4) さて， r生産力J概念をかような形で f協働形態Jとしての社会，そのたゆまぬ発展の過

程として言葉のよで措定することはたやすい。けれども，それなら「協働形態j としての階級社会の

発展，それは，分析的に，経験科学的に如何に把握さるべきものなのか。実はこ ζiζ私たちの解決す

べき大きな課題があった*。

* 本論でみたように， A. コントを始祖とする「社会学Jは産業社会(資本主義社会)体制維持のための

政策として，操作約に「社会jをひとつのモデノレとして構築するので それは実体のもつ運動法郎から溶

かに遊離してしまうという欠陥をもち，また他方マルクス主義社会理論においても社会学的視角からする

社会そのものの解明は，きわめて立ちおくれているという現状があるり。

荘、たちは，本稿で現下のわが国資本主義社会の構造的発展をま堅解するためには，構造紙念のほか
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に機構概念が不可欠に必婆である ζ とを提示した。すなわち資本主義社会の構造を事実にそうで把援

するために，私たちは，経済機構と社会機構を峻匁Ijし，さらに国家一行政機構をd射りした。そして

ζ れら諸機構と連動する形で社会の構造そ理解する方法そ示めした。第 2主主でみたように機溝概念と

構造概念はもちろん異なるが，分業体制下の社会の発展構造は ζ れら機構概念で私たちが抽象した

ところの諸組織の有機的集合体，そして組織体としての諸機構のそれ自体，階級的力関係、の中で展開する

ところの運動を骨組として，フォーマルに自らの発展の姿を顕在{とする。その営みのゆで，国民社会

そうして地域社会そのもののあり方は，たゆまず再編，変箪せしめられる。

経済機構は，佳l家権力の具体{とされたものとしての国家機構の助けをかりで，資本の「偲億増殖

の論理Jf(支えられて自らをたゆまず実体としての資本主義的経済機構として拡大潟生皮する。**

** ζζ で注意しなければならぬ ζ とは，独占資本の価値増7l1lの営みは，けっして自窃競争の原則を排除し

たものではないという ζ と(中小零細金業のたゆまぬ資本主義的分解過緩をみよ)。それ故，資本主義

的経済機構は， それ自体ひとつの組織体として妃援する ζ とはできない，ひとつの有機的集合体と措定

しうる。 ζれに組織的統一性を与えるものは「郎家」である。

ζ うしたいわば上からの経済機構をとおしての国民社会及び地域社会の綴織化は，当然のことな

がら震労働者層の，そうしてすべての国民の全生活の社会的再生産過程(社会的労働一一生活過程)

のレベルにまでおりでそれを包摂し，そ ζiζ 「価倍増殖jの基底をもちながら，すすめられている経

済過程である。しかし， ζ のレベルにまでおりて問題を捉えると， ζζ を土台として賃労働者階級の

「労働組合j組織に端的にみられるよう f( ( r労働組合jの組織化の成熟度は当然問題となる入国民

各層のそれ自身， r資本の価値増嫡Jの論浬lζ対決せざるを得ない「生活の論理Jfζ恨ざしたと乙ろ

の，諸組織，それの機構化が現に腐られているという経験的事実f(，私たちはっきあたる。私たちが

社会機繕と呼ぶものは，かように住民各層，国民各j溺の自らの生活与を守るための「生活の論理Jfζ桜

ざした組織のそれ8身機構化されたものを指している。***

*** 前述の経済機械との対応でいうならば， ζ の社会機構はそれ自身. r自然的人間Jが本源的iと有する尽

的意識性をまま立去にもつ「生活の論玉虫Jをベースにおいているので，それは諸納織のたんなる築会体では

なく，社会的組織体として自らを立ちあらわすζ とが可能である。

社会組織，そうして社会機構の形成過程は，たしかに現段階では十全に目的意識的なものとなっ

ているとはいえない。しかし その自生的な形で惹起している生活の営みの中にも，あきらかiζ 目的

意識的に総体としての一面の社会編成そのもの すなわち その-ffijのいわば土台としての経済過程

をチェックせざるを得ない社会的「生活の論理JK立脚したその論環の組織化，その機構的定着化へ

の志向性が内在しているものと，私たちは把援している。

「臨家一一行政機構jは，まさに ζ の聞の階級的力関係の中で，自らの機構としての客銭的な表

出，存在形態を変容せざるを得ないものとして運動している。資本の「価値増績の論理Jは，その自

らの展開のために，つねに国家権力のうしろだ、てを必要としている。しかし，人類討会の繁霊的発展

の中で、培われた政治形態としての「議会制民主主義」は そうした「経済的社会構成体Jの土台を，

政治形態そのものとしてたゆまず掘りくずさざるを得ない o 住民，民民各層の「生活の論潔Jf(綬

ざした諸力そのものが「国家一一行政機構Jのあり方に益々反狭せざるを得ない。つまり， r国家J

は，もともとその社会的基礎(臨民の共同利益の確保)を根っ子にもたなければ自ら存立しえぬとい

う慈本的矛盾をもっているが，国民各層の生産諸カの高まりは， r国家」の死滅後立ちあらわれるで

あろう「行政機構j としての諸機能を，自らの f協働形態」としての社会編成のあり方を呉体的に変容
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しつつ(そ ζ に「生産力J発展の客観的な発現形態が看取されるが) いよいよその政治機構に対し

て求めつつある。そうして，その営みをフォーマルなものとして霊長夜化せざるを得ない。かような意

味において， r国家一行政機構JIC関しては，さらに深められるべき諸点が存するという ζ と，す

なわち「経済的社会構成体」の現実的な前進的移行という認識枠の中で ζ の問題はさらに深められ

るべきととを私たちは指摘した。

とζ ろで，以上みてきた諸機構の運動は，いうまでもなく，その絞っ予をもっている。しかも構

造的な形での根っ子をもっている。そ ζ に私たちのいう社会構造の概念が生きてくる。 r出生家族J

「創出家族Jr親族H近隣Jr殿場Jr学校J等々をとおした諸関係が，人びとの現実の社会的労働一生

活過程においては，それg休窓意的なものではなしに構造として存している。しかしながら，これら

の構造は，それ自体実在の構造でありながら，総体としての社会のあり方においては，それ自体，イ

ンフォーマルな私的なものとして，自らをフォーマルなものとしては顕在化しない館域κおしとどめ

られ7いる。私たちの社会分析は，当然このレベルにまでおりているが，本稿で私たちが問題とした

のは，そうした社会的土壌そのものが，事実「資本の文明化」作用によって，大きく変容せしめられ

ているというとと，つまり，総体としてそ ζ での階級的諸矛盾のたしかに従前とは異なった発現形態，

そうして当然にその矛盾の止湯形態の中で培われた「諸力」そのものが， ζ の領主主にとどめられてい

るのではなく，経験的に，それを土台として，フォーマ jレな，総体としての ζ こで私たちのいう「機

構Jのあり方の実在的な存在形態の変革として，表出せざるを得ないし，そうした営みの中Kζ そ，

「自然的人間JIζ立脚した目的意識性，しかも累君主的lζ社会的に培われたものとしての目的意識的な

人間性が社会の構造的発展，すなわち， r経済的社会構成体jの前進的移行の，その過渡期としての

現実の運動法剣の中iζ発現しているものとして私たちは把援する。私たちの提唱する社会のす機構一

構造分析Jの意義も ζ 乙にある

( 5 )本稿において私たちは，まず現実iζ生きる賃労働者層の社会的労働一一生活過程を，人類

が累霊的に嬢った構造の中で 瑛 lζ生きている諸個人として措定した。諸倍|人の現実の全生活の社会

的再生産過程は，けっして浴意的な「自由」なものとして，社会経済的iζ措定されているわけではな

い。その客観的土台を解析した上で第 3 おいて，払たちは私たちのいう現実の賃労働者層の社会

的労働一生活過程分析がもっ内在論理の-~識についてふれてきた。

すでにみたように，私たちの諸他人の「社会的労働一一生活過程分析。jは二つの柱をもっているo

ひとつは，現段階におけるその諸相の分析であり，ひとつは，その生活史分析である。阿者の分析視

角は，それぞれ別倒のものではない。人類社会の発展の実在的自Eである「経済的社会構成体」の前進

的な発展にとって，それ自体，生成一ー発展ーω 消滅せざるを得ない諸個人は，その生の誌として(臼

らの生活の歩みそのものとして)，したがってまたその社会的「労働一一生活jの諸結果そとおして(客

観的に総体としての社会の発授として〉自らが培った次役代の生活の土台を累意的iζ高めている。そ

うした諸個人の現実の社会的 f労働一一生活過程ふそうして，そ ζ における現実的な矛盾の11::揚形態

自体，それは，その生活史の累積:的な重みをつねに有している。私たちの立場は，そのさい ζれまで

の指摘であきらかなように，その生活の営み自体が，如何K，社会構造一機構の変革レベルK，生

活史そのものとしてかかわってきたか，という点にひとつの分析の糸をもっている。かかわらないま

でも，どうしでかかわり得なかったのか，その生活の構造，社会の構造一一機構のもつ論浬，それへ

の主体的うけとめ方の変容過裂を私たちは問題としている。言葉を替えるならば，それは現代に生き

る庶民の「生活誌J，しかも ζれまで，民俗学においては，主として過去の，局地的な，すなわち「共
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同体J社会における諸個人の「生活誌」の採収という傾向がきわめて強か(たのに対して，私たちは，

変革期における貫労働者間の，農民間の，そうして国民各!替の「生活誌Jのレベノレlζ立ちもどって，

そうした現実の生活の営み，その生の5圧を立論の法底にすえなければならぬと考えている o

たしかに，かくいう場合，その「生活誌J，ともとづく「生活jとしての「顔jは諸個人によって

異なっている。しかし手ムたちは [顔」と「顔Jを個別的なものとして捉えるのではなしに，それ自

体，連帯性をもった階級・階踏の生活史として把接する。すなわち 「変本期」における本源的な社

会的諸力の発展として把保する o つまり， r協働形態j としての社会編成のあり方を実在的に変容す

る諸カとして ζ れを把揮する。それ故私たちは，ヱド稿第 3主主において，何よりも諸倒人にとってもっ

ともたしかなるもの，その種の「社会的再生産jの基底としての「出生家族Jそうして.1創出家族J，

そして「親族」の終J地縁J，さらに「地域社会Jのもつ粋，その子弟の「教育jへの期待，と諸婆求等

々のレベノレにまでおりで，地域産業諸組織の，資本主義的な再編過程の中での，それに矛!霞を感ぜざ

るをえない「生活jの本源的な営みについてふれた。(もちろん，私たちは「職場Jでの所謂「職縁J

をとおした賃労働者各層の，人間的な緋をその中核iとおいている。乙乙でいうのは，そのレベノレをさ

らにふかめて，かかるレベルにまで下りているという ζ とである。)そうして，その生活の営みは，た

しかに資本の「価値増鍍jの巡動lζ対して，直接的lとf対決Jr抵抗jの形をとるものではなく r適
応jの姿勢をとるものも存するという乙と，しかしそれにもかかわらず，それは，総体としての彼ら

の社会的「労働一生活過程Jの諸結果として，人類社会のまさに紫素的な発展を，総体として実現

せざるを得ないものとして私たちは犯握している。 ζζ にあきらかに清俄人の労働ー一生活過程から

おいあげた場合の二つの経済・社会過程が市1¥'1している。ひとつは，彼の直接的な生活史を土台とし

た現実の「社会的労働一一生活過f'iU'Cもとづく自らの認姿求の組織化の過程であり，ひとつは，そ

の諸結果が，総体としての一国レベ、ルでの社会編成そのものにおいて， r生産力jの発援として実現

するレベルである。と ζ ろで，現実は， ζζ にもうひとつの過程，すなわち「資本の価値上曽嫡jの過

程，所謂「生産諸関係jによる規定の，出i家機構jを介した経済・社会過程が手:積する。それは具体

的iζは，資本主義経済・計会の所謂「不均等発展J，その発現形態としての「過疎ー『過密」問題iζ

端的に示されている。しかしかような京積構造の中で，諸個人の伎の託としてその「生活史J，またそ

の改みの中で現に発現しているその社会的生活そのものとしての，その「労働ーー生活過程jの諸結

巣は，たしかにそれ自体， ?各意的なものではなしに，未だその所謂「前衛J部分を除いては，自然生

的なものであるとはいえ，あきらかに，日本資本主義経済・社会の構造的発展を，その内実において，

支えてきたものとして刻印される。そうしてその諸力の社会的発展そのものが，すすんで f経済的社

会構成体Jそれ自身の，注目進的移行の原動力として刻印されざるを得ないというととは，乙 ζl乙指摘

するまでもあるまい。

(6)さて私たちが，本稿で展開した「社会機構一一構造分析Jの視角，そうして，また諸伺人

の f社会的労働一一生活過程分析Jの視角は，私たちの立場にたっても，未だ十全なものであるとはいえ

ない。私たちは，諸倒人のそれ自体史的iζ紫霊的lζ構造化せられた現実の生活一一社会過程の中で，何

よりもその経務過程における規定性の中での「社会的労働一一生活過程J (そうして，その上に立腕

した社会的行為志向)を土台として 総体としての社会の構造的発展の論理を社会科学それ自身とし

て，わけでも社会学研究者の立場に立って解析したいと志向しているが，すでに「序章」でふれた如

く，本稿においては，その「社会的価値jにかかわる諸点についての「分析jは保留している。所謂，

学論としての統一牲のためにも，かかる点lζ関する別稿は，早急、iζ用意しなければならぬと考えてい
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る。

また，本稿は，現段階での私たちのグル{プが志向している現実分析のいわば「分析論浬J

の「大枠Jを示めしたものであって，細部にわたっての学論としての l論考Jは，別に用意していお。

そうして， ζζ で何よりもことわっておかなければならぬζとは，現実の実態謁査の諸結巣をとおし

て y 本稿で，現段階での私たちのグループの研究方法に関して提示した一応の「大枠」は，当然のこ

とながら，再検討され，細部にわたって精密に再構成されねばならぬものとして与えられている

という乙とである。本稿は，かかる意味で，その f過程jの産物である ζ とを銘記されたい。

<校〉

1) 手ょたちは.T. Parsonsらに端的lζ 示されている機能主義的な「現代社会学Jの体系は，主主本的

iζA. Comteのr:tIと，その始源的な発想が与えられていると考えている。それ故，私たちは当白，

A. Comte 0) r社会合主体系J1ζ関して，従前にはみられなかった，基本的な分析をほどζした。前掲

論文，布施・岩城「政策く科学〉としての<社会学〉体系←ーオーギュスト・コントJを参照されたい。

2) 私たちの立場からの，マルクス出エンゲノレスのオワジナノレな論路iζ¥'[ちもどっての検討は，すでに

前掲，布施欽治『行為と社会変革の理論Jでなされている O ヌド論はそれぞ土台として，彼らの内在論

理の把握を，より一歩すすめるその過程の中での産物である乙とは，客観的な事実である。

3) 所謂「地位とf受容IJJ理論の総合的な検討に関しては55IJ稿を用意している。

4 ) ζ うした私たちの見解は，たとえば，かねてより経済学者として，わが関媛村社会の実態分析を獄。

みかさねてきた星祭惇『社会構成体移移行論序説』未来社 1969における， r経済社会矯成体jの双毒事

と3':く異なるものである。すなわち氏の場合J生産主力と生産:諸島署係の矛腐Jというシェー?を統一的

に把握する ζ とをしないで， r生産力Jとf生産諸関係jを分解して，その上で f生!主力j要素を織に

おいて， r生産諸関係Jを「綴済的社会構成体Jの土台において， r経済的役会構成体Jの移行を考えて

いるという立論である。

5 ) ζ のζ とは， たとえば所謂わが悶の「高度経済成長期jにおける，箆村社会のOIl.解，すなわち，わ

が国の農業生産主力水準の発展への，理解に関して端的にあらわれてきたという ζ とができる。 r農業

生産力j の発渡を，それ自体として考えるならば r零細農耕嗣IJJ1ま，それ自体経給となる。 ζ の立

場は，あきらかに「主主主主力jではなしに「佐渡議関係Jレベルでの立論であるo しかし，さらに，そ

れ放に「土地Jの f国街化Jζ そが，その要求乙そが，ただちにその解決への一段。塚という ζとに関

してはさらなる検討が必要であろう o 乙こでは，まず次のF.Eng巴Isの言葉を引用しよう o rし、ずれ
にしてもトラストがあろうとなかろうと，結局のところ資本主義社会の公式の代表者である悶家が伎

産の街俸をひきうけなければならなくなる。 ζ のように照信への転化がまず最初に必主主となるのは，

大きな交遜，通信施設…である。…しかし・・・国有への転化も，生~議力の資ょとしての性質ぞ止揚す

るものではない。…近代国家はどんな形態のものにせよ，本質上は資本家の機関であり，資本家の国

家であり，観念上の総資本家である。…労働者はあくまでも箆労働者であり，プロレタリアートであ

る。資本穏係はi上揚されず，行しろそれは極端にまで仰しすすめられる o しかし械端までゆくとそれ

は転倒する。生産諸力の国有は衝突の解決ではない ο しかしそれの中には解決の本米の手段，その手

がかりがかくされている。 ζ の解決は，近代的な生産諸力の社会的本性を事実的に承認する ζ と し

たがって，生建設，取得，交換の様式を生産主手段の社会的概念と一致させる ζ と以外iとはあり得ない。

そして， ζ れは社会の手にまかせる以外，どんな管理の手にもおえないほど成長した生産諸カを，社

会が公然と直接iと掌隠する ζとによってのみはたされる。 J (F. Engels r反デユーザング翁』岩

波文庫版下PP 214-216)。 ζのヱンゲノレスの言葉Ir.その一端が示めされているように.r国有化J

は，単純に「生産力jの発援と一致するものではない。私たちが， r生産主諸カJ概念を用いる場合，

何よりも現にわが留において，その生の証を，その社会的「労働 生活過積Jをとおして，自らの生

活そのものとしてかみしめているその人びとの，現実生活を土台として，犯探しなければならぬと，
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社会機構と諸個人の社会的労働一生活過程

考えている。したがって，かような立場に立つならば r生産カJ概念の把緩において，零細焔片

をそのき量として，自ら賃労働者化している，所謂広汎な兼業農民の存在形態そのもの，そうした社会

のゆでの，あらたなる生活の知，臨すなわち，かかること壌を土台として現に形成されつつある「農業

生産総織Jの「家jをi上場した「社会的生産組織」の形成，確立という，かようなドからの変革の中

lζ，その「生産力Jの現実的な発現形態を私たちが認めるという ζとは， しごく 8然な結論としてで

てどざるを得ない。

6) K. Marx. F. Engelsの指摘をまつまでもなく，所謂，今日私たちが問題とする「階級Jの歴史

的存在形態それ自体，それは，産業の発皇室 t 私的所有の形成，腹開，発展lζ依拠している。資本主義

社会において，私たちがすでlζ 臼常用語として用いている資本家階級，賃労働者階級というタームそ

れ自体，そうした階級規定自体，それは通鐙史的なものではけっしてない。

7) 7 ノレクス主義社会学の立場!c関していうならば，たとえば，マノレクス主義社会理論家の一人として

の河村墾はかねてよりマルクス社会学の存立の可能性そのものを答定して，それは「史的唯物論JIζ 

吸収されるべきものであるという立場を表明している。私たちは，かかる立場を全く支持していなし、。

第一に，おそらく，マノレクス社会主主論の立場からいっても『史的唯物論』そのものは社会学と同一視

はけっしてきれないものとして位霞づけられているという ζ と，すなわち，個別の社会諸科学の発艇

に蕊礎づけられて『史的唯物論iは何よりも自らを発展させる ζ とが可能となろう。第二lと. 7)レク

ス哲学，経済学，政治学等々の領域が存するのに，何故，マノレクス社会学の領主主のみが，否定されね

ばならぬのか， ζ の点も理解lと奮しむ。

8) かかる点lζ隠して， ζ乙で私たちは.K. Marxの r)レイ・ボナパlレトのブワュメーJレ十八臼』の

次の言葉を引用してお ζ う。 rブノレジョアジーのま竪解できなかった ζ とは，いま自分自身の議会的支

配，一般に怠分の政治支配がやはり社会主義的であるとして一般的な街罪宣言をうけなければならぬ

そのいきさつである。 ・・・議会政体は討論を命のたねとしている。それなのにどうして， ζ の議会政

体が討論を禁止しなければならないのか?……いつも世論によびかけている代議士たちは.t世論が請

願の形で自分の本当の意見を述べる ζ とを正当と認めた。議会政体はすべて多数決にまかせる。それ

なのにどうして議会の外にある大きな多数が決定を与えようとしてはいけないのか?J (全集第 8巻

PP 147 -148) 
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