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H・ブルーマーの

シンボリック・インタアクショニズム

船 津 衛

シンポルを通じての人間の相互作用に莉Hし，社会による人間の形成と人

間による社会の形成を問題とし，とりわけ活動的，積極的，主体的人間像と

ダイナ＜ックな社会のイメージを強調するシンポリック ・インタアクショニ

ズム (SymbolicInteractionism)が， 1960午代以後，急速に典隆してきてい

る。それはこれまで支配的な機能主義即論の洞蕗にあたかも呼応するかのこ｀‘

とく登場し，機能主義狸論への批判を強めつつ，それと異なる新たな理論の

展開を積極的に意図しているものである。ハーパート ・プルーマー (Herb-

ert Blumer)は，このような シンポリック ・インタアクショ ニズムの命名者

であり，のみならず， 60年代の 「ミード復活 ＇の口火を切り，「］らシンポ

リック ・インタアク 、ノョニズムの狸論的体系化と方法論的確立に努力した人

であり，またかれが教鞭をとったシカ ゴ大学，カルフォルニア大学から，

T ・シプクニ， H ・ベッカー R ・ターナー E・ゴフマンらの研究者を生

みだし， 「シカゴ学派 1を形成させたすぐれた指専者でもある。視代の ・シン

ポリック ・インタアクショ ニズムの性格を理解し，今後のあり方を知るに

は，このようなプルーマーのシンポリック ・インタアクショ ニズムの内容と

特質を明らかにし，そこに含まれている問題を考察することが，まず必要で

あろう。

プルーマーの行為理論

プルーマーによれば，シンボリック ・インタアクショニズムの中心原則

は，人間社会は行為する人間から成り，社会の本質は行為する人間の行為か

らなるものである，と考えることである (Blumer,1969, pp. 6 7, P. 85.）。

そしてその出合の l・行為」とは，社会的相五作用を行なっている人びとの行

為であり，物的社会的対象の「意味」にもとづいて行為者自身によって形成

されるもの (construction)である。したがって，このような行為をおこな

う「人間」は，対象に対し立らむかい，それを取り扱い，それにむかって働

かける活動的で積極的な主体的仔在であると考えられ，まにこのような行
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為からなる 「社会」は，過程的また生成的な動的なものとされるのである

(Blumer, 1969, p. 8. pp. 65-66.）。 シンボリック ・イ ンタアクショニズム

は，それ故に，このような 「行為」を， 「行為を形成する行為者の観点」か

ら取り扱い，行為者の内的過程を明らかにするアプローチをとることになる

(Blumer, 1969, p. 16, p. 56, p. 86.）。 以上のように，何よりも，行為をもっ

て社会分析の出発点と考え，その行為形成にかかわる行為者の内的側面を明

らかにし，それによって活動的人間と動的社会を浮きぼりにしようとする プ

ルーマーのシンボ リック ・インタアクショ ニズムは，行為理論が， 「その対

象をたんに社会そのものとして受けと めないで、これを形造っている個々の

主体の存在を重視」し， 「これらの主体の活動としての行為こそ社会の実質

をなすものと想定」 （新明正道， 1974, 1頁）するものであるならば，まぎれ

もなく行為理論の流れの中に位置づけられるものである。しかもそれは，ァ

メリカでいち早く行為理論をとりあげ，また自己の行為理論を洗練化し体系

化したT ・パーソンズの行為理論とは大いに異なり，否むしろパーソンズを

巾心とする現代の支配的理論を批判するところから展開する独自の行為理論

でもある。

すなわち，ブルーマーによれば，支配的理論は，なるほど 「行為」を取り

扱うが，しかしそれを 「行為する個人の行為」とするのではなく， 「社会の

行為あるいは社会の弔位の行為」にしてしまう。その結果，「行為」は 「均

衡の状態，あるいは均衡を達成しようという状態にあるシステムの表出

expression)」 であり， 「社会の機能の表出」であり，また「文化的要求，

社会の目標，社会的価値，制度的抑圧のような社会や集団に帰着する要素の

外的表出」であり，内的 ・外的要因の自動的産物，すでに組織化された傾向

の放散 (release) であって，行為者によって形成されたものではないのであ

る (Blumer,1969, p. 84, p. 94, p. 96.）。 したがってそこでは，「人間」は，

積極的存在ではなく，諸要因や諸力の単なる受身的反応有機体にすぎず，そ

のような要因が作用する際の単なる媒介物、運搬人，フォーラムでしかない

し，また 「社会」は，「調和的に配置された社会体系」あるいは安定的静的

社会として考えられているのである (Blumer,1969, p. 53, p. 65, p. 73, pp. 

83-84.）。 そこには積極的行為，活動的人間，動的社会のイメージは何も存

していない—ープルーマーはこう考える。
同じく行為理論を志向しつつ，フルーマーがパーソンズらをこのようにき

めつける訳は，パーソンズにおける行為理論の位置と展開過程のうちに存し
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無縁の特殊アメリカ的行為狸論なのである。つまりかれはW ・ジェームズ，

J ・ デューイ， C ·H ・ クーリ— , W • I・タ マス，そしてとりわけ G.

H・ミードの理論を継承し，長い閻軽視され拡散されてきたその行為狸論を

整狸し，体系化し，定式化したのである。しかもかれは， ミードの単なるエ

ピゴーネンではな<, ミード思考の軒学的側面を科学化する努力を行ない，

方法論的立場を明確にし，それを 「シンボリック ・インタアクショニズム j

と呼称するとともに，シンボルを通じての相冗作用における人間行為の積極

性を重視し，そのために人間の内的側面をつぶさに解明し，そこから人間主

体の活動性，主体性を高らかにうたいあげたのである。ブルーマーのシンボ

リック ・イ ンタアクショニズムは，パーソンズの行為狸論とも異なり，また

ウェーバーのそれとも結びつきをもたない，アメリカの上壌で生まれ育った

独白の行為狸論となっているのである。

2 社会的相互作用と 「解釈過程」

プルーマーのシンボリック ・インタアクショニズムがかれ独白の行為刑論

であるといいうるのは，それが 1つに， ミードから継承し発展させた(1我に

閲する狸論的枠組をもっているからであり， 2つに，それと関連して人間の

相圧作用を生成的動的過程として捉え，そこにおける「解釈過程」を深く究

明し，それによって人間行為の特性とその主体的性格を明らかにしようとし

ているからである。

ブルーマーによれば， 「行為」の生起する 「社会的相互作用」 とは，意味

のあるシンポルをもちいての人間の「シンボリックな相互作用」であり，そ

れは 洋に人間行為の表出や放散のための手段や場ではなく，人間行為を形

成するところの過程」 (Blumer, 1969, P. 8.)である。しかし従来この社会的

相引作用は，「行動の決定因」（社会的位謹，文化的規定，規範，また動機，

態度など）が行動を生み出すために通過する単なる中立的媒体あるいはフォ

ーラムとして取り扱われ，それ自体のもつ積極的意義は無視されてきたもので

ある。しかしこの社会的相在作用過程は，原因一結果の弔なる橋わたしや煤

因表出の場を提供するのてはなく ，その原因に働きかけ，それに修正を加

え，新しい結果をもたらすような重要なメカニズムをその内に有しているの

である。プルーマーはこれをシンポ リ
ックな相互作用の「特殊で独特な性

格」であるといい，その理由を「人間かお互の行為に弔に反応するだけでな

く，お互の行為を解釈し規定する事実」に求める (Blumer,1969, p. 79.）。

(528) 
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つまり人間はこの相冗作用過程において，他者の行為を解釈することによっ

て， i]らの行為を形成し芍くようになり，そこから与えられたものに単に反

応する仔任から，それに立ちむかい，取り扱い，働きかけ，変更を加え、新

になものをつくりだす能動的存在となる。そしてこのような積極的人間か形

成する行為によづて相互作用過程は生成的動的なものとなるのである。

このような相互作用過程において，人間による 1解釈」がなされるのは，

プルーマーによれば， 人間が「l我をもつ付機体である からである。すな

わち，人間は意味のあるシンポルを通じて 「他者の役割（期待）」を取得し，

それによって自らの自我を形成する。そしてその 「自我」をもつことによっ

て，人間は，閃悦から何物かを抽象し，それに意味を tjえ，それを 「対象」

とする「特殊な行為者となり，かれの世界へのかかわりを変え，かれの行為

にユニークな性格 lを付与するのである（Blumer,1969, p. 62.）。 この 自

我をもつ有機体としての人間 のイメージは，プルーマーによると，実はミ

ードがつくりあげたものである。しかしこれまての社会学，心理学はこれを

否定ないし軽視してきており，そこでは人間が自我をもつ有機体であること

． は認識されず，あるいはまた自我はエゴと同一視されたり，欲求や動機の組

化されたものとみなされたり，また態度の組織あるいは内曲化された規

叩・価値として取り扱われているのである (Blumer,1969, pp. 62-i63.）。 そ

して人間を「屯に反応するイi機体」とみなし，したがって行為を「人間に作

lt]する要因の屯なる反応J あるいは表出として考えてしまっているのである

{Blumer, 1969, pp. 72 73)。 しかし， ミードに従って，人間が自我をもつ存

在であることを認識することは，人間をそれと異なった積極的存在であるこ

とを理解させる，とプルーマーは主張する。

すなわち，人間は，自我をもつことによって，他者や客餃的事物を対象に

できるだけでなく ，「自分自身を対象 jにでき， 「自分自身を認識でき，［1分

自身の銭念をもち，自分自身とコミュニケートすることができ，自分自身に

むかって行為できる」 (Blumer, 1969, p. 62.）ようになる。人間はいわば

「自分自封との相互作用」 (Self• Interaction)を行なうことができるのであ

る。そして，この 自分自身との相I1:．作川 」は，プルーマーによれば，他者

や対象を自分に 及ぷする過程 I (indication) とその表示されたものを

解釈する過程」 (interpretation)の 2つの過程から成っている。表示過程

は，他者の行為，期待，要求のみならず， I‘.1 分自材の欲求， ！湧梢， l~l 椋，イii
団のルール，状況，自己観念，記岱，将来の行為の イメ ージ，を自分自身に

(529) 



- 6-

表示することも含む。そして人間が意識的生活を行ないうるのは，この表ポ

過程によってであり，この表示過程が人間における主体性発揮の契機とな

る。すなわち，表示過程は， 「ものととをその背景からときはなし，分離し，

意味を与え， ミードの言葉を使えば，それを 『対象』 とする 」 (Blumer, 

1969, p. 80.）ものである。ものととはそこでは剌激として人間に作用する

ものから，人閻によって取り扱われるものとなる。人間は，自らの状況にも

とづいて，対象を意味づけ構成するようになるのである。表示過程は，さら

に，人間の行為を要因の単なる放散から、人間行為者によって形成されるも

のとする。人間は，白分のしたいこと，その仕方，条件，要請，期待，禁

止，脅威を考慮しなければならないが，それを自分自身に表示することによ

って行為をおしすすめることができるのである（Blumer,1969, p. 81. ）。 • そ

してこの表示過程それ自体，人間の内に解釈過程を生みださせるものであ

る。すなわち， 「なにものかを表示することは，それに対して立ちむかい，

それに自動的に反応するのではなく，それにむかって行為する立場に自分を

おくことになる。表示されたものに直面して，人はそれに対する行為を制1I: 

でき，点検し，判断し，その意味を確かめ，その可能性を決定し，それに関

連して自分の行為を方向づけることができる」 (Blumer,1969, p. 63.）のであ

る。すなわち，そこに解釈過程が生まれる。解釈過程は意味の取り扱いの問

題となる。 「行為者は，自分がおかれた状況や自分の行為の方向に照らして，

意味を選択し，チェ ックし，引き延ばし，再分類し，変容させる」 (Blumer, 

1969, p. 5.）。 したがって解釈過程は，確立した意味の単なる自動的適応で

はなく， 「意味が行為の指針と形成のための道具として用いられ，再編され

る生成的過程」 (Blumer, 1969, p. 5.）となるのである。表示過程において意

味づけられた対象は，解釈過程においてその意味を通して再構成されること

になる。自分自身に表示をおこない，その表示されたものを解釈することに

よって，人間は行為を形成する。そのことによって人間は単に受身的に反応

する有機体ではなく，「ものととにたちむかい，それに対し働きかけ，それ

を受容し，拒否し，変更できる」 (Blumer, 1969, pp. 81 -2.)積極的・能動

的存在となるのである。

このようなことを生みだす，表示過程と解釈過程とからなる

の相互作用」
「自分自身と

について，しかしながら，ブルーマーによれば，これまでの社

会学，心理学は全く知ることがなかっtこ。それらは人間行為を内的 ・外的要

因の産物と考え，人間が対象や他者を解釈することによって形成するものと
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それは「行んに先行する諸はせず，かりに 「解釈」が認められたとしても ，

蜘（動機のような）の！砂る必出」 にすぎないものとされ，それf1体独 J.J.—
とはみなされていないのである (Blumer,1969, p. 84.）。 それら 9

過程を否定ないしin過し，ラジオの政治番組と投票行動，焦人のrリ1人居

住地への移動と白人の黒人への態度，イ＜況の発生と雌妍率というようなlu戸
螂果関係を問い，聴き手による解釈，白人による規ぷづけ，夫Mのおct.

う解釈は無視されてしまっているのである (Blumer,1969, pp. 23 ~ 2,t.）。 シ

ンポリック・インタアクショニズムは，それらとは異なり，「鮒釈過程lと

いう人間の内的メカニズムの解り］をおしすすめる。そして，プルーマーに

れば，この点にこそシンポリック ・インクアクショニズムの最大の特徴があ

るのである。

訟と解釈からなる「自分自身との相互作Jf]Jという人間の内的メカニ

豆の解明は，官葉をかえていえば，シンボリック ・アクション，記り行動ん

疇から取り扱い，その内的過程を詳細に分析し，そこから人間の内的士'—贔•

＇一旦碍朋らかにしたものであるといえる そして，このようなプルーマーのシ

ンポリック ・インタアクンョニズムは， ―-方に用にバーソンズを1|！心とする

従来の社会科子の視点と異なるのみならず，他方にミードの忠考そのものん

こえ，それを深め広げたものでもある。すなわち， ミードにおいてほ，人間

が主体性をもつのは，つまり II:1分が屈する社会の糾織化された社会構造に

批判的に働きかえし，社会構造を再組謡化し，再構成し，炉I：したりすろ

(Mead, 1934, p. 308.）のは，マインドあるいは思考によってである。マイン

ドは，「構成的内省的あるいは1h]頌解決的忠考として，人間債人が，かれの

過程において遇遇する，かれの行為を調和的に遂行する C.とをさまた［

る種々の曰税的適応の問題を解決するところの社会的に獲得されに手…，

カニズム，機構である」 (Mead, 193,1, p. 308.）とされるものである。しカ

しミードにおいては，これは哲学的に考寮されるにとどまっにり，あるい9

マインドの領域は，布機体の活動が要求するより広い印税であり， ...…1l

機体の曰境の時間的拡大であり ，……・行機体においては，マインドに機会ら9

用意するのは，有機体が存在する現在をこえる活動である」 (Mencl, 1932. 

p. 25.）とされ，「未来の問題」に解泊されてしまっ t.:（船tlt衛，1974h, 86 

i参照）のに対し，プルーマーは，それに科学的メスを加え，分析的に解朋

し，「自分い身との相互作川」あるいは「鮒釈過程lとして定式化をおこ f.

ったのである。のみならず，プルーマーが，「自分I1身との相li..1乍｝Il」ある

(531) 

----" 



- 8 -

いは「解釈過程」をとりあげたのは， ミードにおいてあいまいであった「自

我」の内的構造を確定し，自我を「客我」 （人間自身が想定する一組の組織化

された他者の態度）と「主我」 （この客我に働きかける，他者の態度に対する有機

体の反応 <Mead,1934, p. 175.＞）の「相互作用過程」 としてとらえつつ，

従来 「客我」が重視されすぎるきらいがあったのに対し，「主我」のもつ意

義をほりおこし，それをミード以上に強調することによって顕在化させ，拡

大化させ，それによって人間の主体性を問題とし，その内的メカニズムを明

らかにしたものであるといえる。そしてこのよう な内的メカニズムを究明す

るために， 「行為者の見地」にたつ方法論的立場を提言したのも，プルーマ

ーの独自性のあらわれである，といえよう。

以上のようにブルーマーは，行為をシンボリックな相互作用過程内でおこ

るものとすることによって、自我をもつ人間の内的側面に接近し，人間が

「自分自身との相互作用」過程における表示と解釈を通じて主体的能動的性

格を有するにいたることを明らかにし，そこから人間による社会の形成と変

容を捉えようとしたのである。かれの行為理論は ‘ 、ノンボ リックな相互作用

に着目し，人間の内的側面を解明し，その主体的性格をとりわけ強調する独

自の理論として，まさにかれの人間と社会の理論を基礎づけ，かつ能動的存

在としての人間が動的社会を形づくるメカニズムを解明させるものとなって

いるのである。

3 シンポリック・インタアク:／ョニスムと 「社会構造」

ブルーマーのシンボ リッ ク ・イ ンタアクショニズムは，その内容におい

て，現代アメリ カ社会の社会的矛盾の激化，人間疎外の深刻化，そして世

代，男女，人種間の対立の顕在化を，ある程度自覚し，反映し，それをのり

こえようとする人びとの意欲と行動にあたかもみあうものとなっている（佐

藤毅， 1972,.183頁，田中義久， 1974,45頁参照）。そしてそれはとくに，人閻

をシンボル的存在とみなし，シンボリ ックなアクション，記号行動を通じて

の人間の世界への対応と働きかけを強調する点，今日において有効な新しい

視角を提供するものであるといえよ>っ。しかしそれが額面通り人間の真の主

体性を解明し，それにもとづく社会理論を正しく構成しうるものであると断

言するにはなお検討すべき余地を残している。すなわち，それは， 1つに，

そのいう「主体性」がどこから，いかにして生まれるのかについて必ずしも

十分な回答を用意していないし, 2つに，これと関連して，その基盤となる

(532) 
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訟構砧に関する分析をほ Lんど行なっていないのである。

プルーマーの「主体性」の解明はすなわち 「解釈過程」の分析を意味する

が．その楊合この「解釈過程」を"I能にする 「自我」にOOして， もっばら；

ードの見解に依拠してしまい，それを少しもこえるものではない。もちろん

プルーマーは，自我における 「主我Jの側面をミード以上に強ぶしていると

いえるが，その内容については， ミード同様， 「客我」の残余カテゴリーの

を出ていない。つまり 「解釈過程Jそのものの内的論即構造については何

述ぺていないのである。そして注意すべきは，このような「解釈過程」に

る人間の柏極性、社会あるいは社会的相圧作川における対象や他者への働

かけを非常に強く主脹するにもかかわらず，いなそれ故に，その解釈過程

のよって立つ基盤，とりわけ社会とのかかわり，社会による形成と規定の側

面を全く石詞してしまっているのである。見方によれば， ，＜ードが自我を債

人の「社会的経験や社会的行為の巾で生まれるもの ］であり， 「全汁会的過

その過程に存する諸債体との相li.i切りの結果として債体の内邪に発生す

るもの」であるとし (Mead,193,1, p. 135.）．役割取得過程による自我の社会

的形成を明らかにし，またマインドは，社会過程を前促とし，またその産物

であるとしている (Cf.Meltzer, 1972, pp. 12-3.)のに比べて後退している

とさえいえるのである。ザイトリンが，プルーマーを， ミードの弁証法的哲

学を放菜してしまっ tこと批判する (Zeitlin,1973, p. 218.）のも，このことを

して るものといえよう。プルーマーの 「解釈過程lは，社会的なものか

這くはなれ，シンポルの世界， 主観の領域に入りこみ，視実において似芯

的なものとなってしまうおそれが仔している。それ故プルーマーのシンポリ

ック ・インクアクショ ニズムを ，「社会現象学 jに屈するものであり

(Wagner, 1963, p. 740.), 「以象学の方怯」にはかならなしヽ（佐藤毅， 1972,

185頁）とする見解が少なくないのである。

プルーマーは， もらろん，社会的なものに全く阻れないわけではない。た

とえば 「意味」を個別的なものではなく社会的なものであるとし， 「、意味の

社会性」を強濶することをシンボリック ・インクアクショニズムの命題の 1

つにあげている (Blumer,1962, p. 2.）。 しかしそのLヽ う「社会的なもの」と

は，あくまでグイアードに代表される人1/i)相J［作川をさすものである。そし

ていのような村国作JI]過程における人間の解釈過程が主体性の契機となるの

である。し「こがってそれはせいぜい小状況を解釈し，それにプラグマティッ

クに働きかけるという程度のもの1ことどまり ，その限りの・u効性をも つに→0

(533 
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ぎないものとなる。しかしブルーマーの視野はそれにとどまるものではな

<,「人間アソシェーションの巨大なもの，その最も広大な集団生活もなお、

個人間の相互作用に基礎をおくものである」 （Blumer, 1969, p. 108.）と述べ

るように，その 「解釈過程」を，単なる小状況をこえたより大きな社会にも

適応しようとし，それを一般化せんとするものである。ところがしかし，プ

ルーマーにおいては，全体社会の構造的現実を明らかにする「構造的視野」

は存しておらず，またそのための努力を何もおこなっていない。プルーマー

は，他のシンボ リック相互作用論者とともに，「ミード理論そのものが担っ

ていた社会構造の理論的把握の欠如ないし社会の構造的現実の軽視という欠

陥を克服しえない」 （佐藤毅， 1972, p. 183.）でいるのであり， 「ミードと

その後の研究者たちは，社会構造についての適切な概念を発展させていな

しヽ」 （氏rgerand Luckmann, 1966, p. 177.）のである。ただし，ブルーマーは

「社会構造」に関して全く無知で無関心であったわけではない。むしろその

存在を明確に意識している。しかしその存在意義は，かれにおいては，それ

が人間行為の決定因だからではなく ，それが人間の行為形成の条件となるか

らである (Blumer,1969, pp. 87 -8)。 社会構造は，そこでは，そこにおいて

行為が展開するところのフレームワークにすぎず (Blumer,1969, p. 87.），そ

れが 「人びとの行為する状況を形成するかぎりにおいて行為の中に入りこ

む ものなのである。問題はしたがって 「構造」ではなく 「状況」である，

としヽうことになる (Blumer,1969, p. 88.）。

「社会構造」をこのように位置づけることによって，プルーマーは実は，

従来の機械論的社会理論や構造ー機能主義を批判し，のりこえ，主体的人間

行為の積極性を浮きぼりにしようとしたのである。 しかしそこで注意すぺき

は，プルーマーがいだいた「社会構造」 イメージは，確立した構造とか 「階

級 ではな<,むしろそういうものが崩壊し，あまり力をもたなくなった状

態，無規定的状況であり，その場合にこそ「解釈」や人間主体性が表面化さ

れてくるようなものである，ということである。プルーマーが主として関心

を寄せた現代社会における集合行動の現象は，そのようなことが典型的にあ

らわれているものである。フルーマーの場合，集合行動とは，群集行動，大衆行

動，公衆と世論，フロバカンタ・心理戦争・共産主義的戦略，社会運動を含み，小

集団行動や確立され文化的に規定された行動とは区別され， 「短命，自然発

生性，洋純な情緒的相互作用，

係の欠如，
自己意識的個人に存する精密で複雑な協力関

あらゆる複雑な組織の欠如」によって特徴づけられるものである

(534) 
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(Cf. Blumer, 1959, pp. 127 58.）。 そしてプルーマーは，このような集合行

における人間の主体性（マス ・コミにおける受け手の 解釈 I，プロ バガンダに

わける人びとの抵抗など）の解明を強く主張するが，この集合行動は，群集行

や社会迎動に典型的にあらわれているように、既存の社会体系や文化が解

体し，社会が無規定で無構造な，あいまいで，変化の生じつつある状況にお

いて頻出するものである。ここにおける人間の上体性の強調は，複雑にして

J化の多い現代社会のような状況においてはそれなりの忍義をもち，その意、

ではプルーマーの意見は．杓煎さるぺきであろう。しかし，このように構造

的なものの力が弱<, 「構造 ！が「状況 」を構成しない 構造なき社会

（なitlin,1973, p. 216.）における人間主体性，また構造的なものとは懸けはな

れ，その外にある人間行為の積極性とは，一体{n]であろうか。それは，主賎

的に解釈し，観念的に規定づけるということ以上のなにものでもないであろ

ぅ。ここでプルーマーは，ちょうどミードが「意味のある他者 を「一般化

された他者 ・に拡大することによって，具体的社会の現実状況から遊離さ ．

r,全く抽象化し主似化してしまった（船律衛， 1974b, rt 85． 轍を踏むこ

とになる。プルーマーが 社会構造の諸特性については，それらを一組のイj

nlな変数として，しぶしぶ認めているにすぎない というペールズの非難

(Bale、,1966,p. 546.）や，プルーマーにおける 1 社会 は 「構造なき状況に

おいて相互作用しているパラパラな自我のあつまり以上のものではない と

いうザイトリンの指摘（な1tlin, 1973, p. 217.）を甘んじて受けいれざるをえ

ないようである。そしてプルーマーは，ザイト・リンの次のような四問に正し

い1Ol答を準備する必要があろう。すなわち，「人間が相互作用するフォーマ

ル，ィンフォーマルな関係は単なる無力な枠組であろうか；もしある人が財

産や他の行源を統制し，他の人か統制しえず，そして後者が前者のために働

くことによってのみ生計をうることができるとしたら，この関係は行為の決

定囚であることをプルーマーは否定するのであろうか。また官僚制組織にお

ける上位の者が命令し，下位の者が従う場合，組織は単なる行為の枠組なの

だろうか，決定囚なのだろうか。監獄は枠組なのか。学校はどうか。家族は

どうか」 （和tlin,1973, p. 217.）。 このような「社会構造」の意義と役割を

忍識し，それとのかかわりにおいて形成される人間の主体性，人間行為の積

刹I：を明らかにする必要があろう。つまり， プルーマーのシンボリック・イ

ンタアクショニズムは，自らの内に社会構造に関する理論的枠組を追加さ

せ，それによって人間の相互作用を媒介過程として位骰づけるとともに，そ
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こにおlヽ て牛ずる人間fJ為の柏極性を構造的なものとのかかわりにおし‘C深

＜究明するJll！論となるぺきであろう。 [ 1974. 9 
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