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　1950 ～ 60 年代にアメリカ社会を批判的に論述し、『新しい権力

者』『ホワイトカラー』『パワー・エリート』という階級三部作を著

して活躍したものの、45 歳の若さで夭逝した C. W. ミルズの作品

のひとつに『社会学的想像力』という著作がある［Mills, 1959 = 1965］。

この著作についてはまたふれることにするが、その『社会学的想像

力』の末尾に付録として「知的職人論」という論考がついている。

　「職人」と聞くと、皆さんはどんなイメージをもつだろうか。ど

こかこだわりのある頑固者であるが、ものごとを作りあげる確かな

腕をもっており、こつこつと実直に仕事をする人といったところで

あろうか。職人の意味合いには、生計を営むお金を稼ぐということ

にとどまらず、仕事をすることや仕事の内容・成果がその人の生き方

と関わっているというところに特徴があろう。「知的職人（intellectual 

craftsmanship）」とは、知の領域におけるそのような職人である。

　その議論において、ミルズは「社会科学は一つの職能の実践であ

る」と述べる。自らも生きる社会を分析するということは、自らの

生き方も参照しつつ、ある固有の職業上の能力を発揮していくこと

である。「諸君が参加しようとしている学者共同体のなかで、最も

高く評価できるような思想家は、けっして仕事をその生活から切り

離していない。（中略）研究者になるということは、経歴の選択で

あるとともに、いかに生きるかの選択をも意味するのである。意識

知的職人への旅立ち
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8

すると否とにかかわらず、知性の職人はその職能の完成に向かって

探求する自己そのものを形成する。（中略）かれは知的な作業のな

かに生活経験を利用し、たえずそれを吟味し解釈することを学ばな

ければならないのである」［Mills, 1959 = 1965, 256-257］。もちろん、

すべての人が研究を生業として生きるということもないわけなのだ

が、ミルズの提唱から、知的思考と生活の具体性や生き方とを切り

離さないところに社会学や社会科学を学ぶ重要性のひとつがあるこ

とを理解することができる。知と生き方を結びつけること、それは

現代社会を生きる人々全てにとって課題となりうることだといって

よいだろう。アメリカ社会を批判的にとらえようとしたミルズは、

私たちに強くよびかける。「よき職人たれ。（中略）あらゆる者は自

己の方法論者となり、あらゆる者は自己自身の理論家となれ。（中略）

人間と社会の諸問題に主体的に対決する精神たれ。」［Mills, 1959 =

1965, 292］。

　本書の目的は、社会学という学問を媒体に、皆さんに変動する時

代と社会を読み解き、生き抜いていく、知的職人となるための「考

えるヒント」のいくつかを提供することにある。それらを、使える

道具として身につけてもらい、皆さんが社会学の good user への途

を歩んでいく際の道案内となるようであればたいへん幸いなことで

ある。

1）社会学＝ IBM＋リアリティ＋ヒューマニズム
　ミルズは、社会学の学問的性格をしめすために、いっぷう変わっ

た方程式を表題とする論文を執筆している。その方程式とは、「社

会学＝ IBM ＋リアリティ＋ヒューマニズム」というものである

［Mills, 1963 = 1973］。彼はこの論文を通じて社会学にある 3 つの要
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使い先がメディア内で音楽から通信に変わってきているととらえら

れるのである。このように、ある機能を果たす手段は 1 対 1 に限

られることなく、複数の手段がありうるのである。以上、祭りとコ

ンサート、若者にとっての政治と音楽、小遣いのつぎ込み先として

のカラオケと通信などの各々を、機能的等価項目としておけること

を説明してきた。

　以上、見てきたように、比較や機能的等価項目の発見という試み

は私たちの頭を活性化させる重要な方法のひとつである。各々の事

象を将棋盤の駒のように配置して、近いもの同士を比較するにとど

まらず、遠いもの同士を違和感なく比較の俎上にのせることができ

るかどうかは、分析に立ち向かう料理人の腕の見せどころでもある

のである。

3）比較対象の設定
　比較をするということは、当該の事象の位置を正確に測ろうとす

ることでもある。それは当該の事象だけに着目するならば、中空に

浮かんだ評価不能の状態のようなものにとどまることを防いでくれ

る。例えば、身長が 175cm あるとして、この人は身長が高いのか、

低いのか。170cm の人よりは高く、180cm の人よりは低い。日本

人なら高いほうかもしれないが、欧米人であれば低いほうとなろう。

さらにそれがプロ・バスケットボール選手だとするならばかなり低

いほうになろう。比較の対象を設定し、それを評価する基準を設定

することで初めて自分の位置がわかってくる。まさに、「井の中の

蛙大海を知らず」にならないためには、大海を知る必要がある。

　それでは、どのような比較対象の設定が可能なのか。ここでは 4

つの比較対象を考えてみよう。過去・未来・空間・理想の 4 つで
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ある。

　①過去との比較：まず、現在の位置を測るために過去と比べると

いう方法がある。2010 年代の日本社会の諸数値を位置づけるため、

20 年の間隔をおいて、1990 年、1970 年の同様の数値と比較して

みることができる。具体的に例をあげれば、日本の 65 歳以上人口

比率は 1970 年 7.1％、1990 年 12.1％、2010 年 23.1％となる。

近年の伸びが急カーブになっていることがわかる。

　②将来・未来との比較：次に、現在の趨勢を将来に引き伸ばし、

その事象の予測と比較してみるという方法がある。未来との比較で

現在を位置づけ、過去―現在―未来を時間軸上に並べることによっ

て、その事象の来し方行く末をとらえることが可能となる。人口減

少社会に入っている日本の総人口は 2010 年で 1 億 2805 万人であ

るが、国立社会保障人口問題研究所の推計で 2030 年に 1 億 1661

万人、2055 年に 9193 万人、2105 年に 4609 万人と予測されて

いる。急激な減少であることが理解できるが、同時にほぼ同人口と

評せる過去の時代にさかのぼっていくと、1980 年が 1 億 1706 万

人、1955 年が 9007 万人、日本で最初の国勢調査がおこなわれた

1920 年が 5596 万人であり、同じようなスピードで過去にあった

少ない人口の社会に戻っていくところがある。1920 年から 2105

年の約 200 年間できれいな山型の分布を示すものとして日本の人

口変動をとらえることができる。

　③地域比較・国際比較：同じことは、空間を超えておこなえば地

域比較・国際比較ということになってくる。先の 65 歳以上人口が

国連による高齢化社会の基準の 7％から 14％に達するまでにかか

った時間を倍化年数というが、日本のそれは 1970 年の高齢化社会

突入から 1994 年のそれまで 24 年がかかっている。フランスの
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115 年（1864 年→1979 年）、スウェーデンの 85 年（1887 年→1972 年）

に比べれば相当な高スピードであり、日本の高齢化問題が騒がれる

理由もわかるのだが、上には上があるもので、韓国は 18 年（2000

年→ 2018 年）、シンガポールは 16 年（2000 年→ 2016 年）とさら

なるスピードの予測がでている。ちなみに、中国も倍化年数 25 年

（2002 年→ 2027 年）と日本と同スピードと予想されているのだが、

これには中国の 13 億人という人口を考慮すると、そのスピードに

求められる社会政策的対応が並々ならぬものであることが予想され

よう。

　④理想との比較：比較のあり方としては、将来予測とは異なって、

規範的にありうる理想状態と比較して現在を評価するということも

考え方としてありえよう。社会改革や社会運動の理念にはそのよう

図５-1　研究上の比較対象の配置
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非在

時
間
軸
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なところがある。19 世紀半ばの労働者の生活状態の悲惨さを訴え、

それを資本主義の問題として理論的に整理し、社会主義・共産主義

思想の流れを作っていたマルクス・エンゲルスの仕事はそのような

理想との比較が生み出した革新といえよう。他方、ありえもしない、

人間には実現不可能な理想を設定するならば、それとの比較は人間

を無益な労苦に駆り立てる無謀な企てということになろう。

　これらのように、比較の対象が複数の次元で設定可能であること

がわかれば、現状を多次元的に評価したり、自らの議論に積極的に

活用していくこともできるだろう（図 5-1）。

4）比較対象間の関係――内発的発展と文化伝播
　ここまで比較による固定化された文脈の解放、比較から機能への

視点の展開、比較対象の多次元的な設定について検討してきた。そ

れらをふまえつつ、ここでは比較をする延長上に比較対象同士の間

に、ある関係を想定することで、社会学の命題にどのような視点を

付け加えることができるのかという応用問題についてふれてみよう。

　そのような大きな問題設定を視野に入れうるのが、社会学研究上

の大きな仕事、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

に代表されるウェーバーの経済と宗教の関係に関する諸研究である。

ウェーバーには「ただ西洋においてのみ」テーゼと称されるものが

ある。それは、『宗教社会学論集』の「序言」の冒頭で、「いったい、

どのような諸事情の連鎖が存在したために、他ならぬ西洋という地

盤において、またそこにおいてのみ、普遍的な意義と妥当性をもつ

ような発展傾向をとる──と少なくともわれわれは考えたい──文

化的諸現象が姿を現すことになったのか」と述べられているもので

ある［Weber, 1920 = 1972, 5］。すなわち、普遍的な意義をもつ近代
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