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20世紀初頭のアメリカにおける研究促進体制の形成とその役割

＊松 下 晴 彦

1 　はじめに

　本稿の目的は，アメリカにおいて，19世紀末より準
備され，1920年代のアメリカにおいて顕著となり，そ
の後の「アメリカの世紀」の基盤となった，知の創
成，媒介，活用の型―研究促進体制 1 ―の形成とその諸
特徴を明らかにしようというものである。より具体的
には，大企業，研究大学，研究所，政府機関，財団の
間で新たに創出されたパートナーシップ，つまり研究
推進のための機関連環の形成とそこから並行して展開
された平均的アメリカ人の創出，消費者経済の創出な
どについて論及し，19世紀から続くアメリカの産業化
と文化的多様性から誘発された社会問題と対立，矛盾
を，アメリカがどのように克服し，「アメリカの世紀」
へと誘導していったのか，その背景にどのような課題
が隠されたまま持ち越されることになったのかといっ
た諸点について考察していく。

2 　「アメリカの世紀」―アメリカ型資本主
義とグローバリズムの展開

　日本の海軍が真珠湾攻撃を仕掛ける10ヶ月程前の
1941年 2 月17日発行の『ライフ』誌上に，H. ルース
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（Henry R. Luce）による「アメリカの世紀」と題され
た論説が掲載された。当時の世界情勢と戦況，それま
でのアメリカの対外政策を分析しつつ，ドイツのナチ
ズムをはじめとする全体主義国家との闘いにアメリカ
文明の力が不可欠であるとして，国民に即時の参戦を
促す趣旨の論考であった。論説の後半，ルースは，20
世紀は，初めてアメリカが世界の支配的な力をもつよ
うになったという意味で，「アメリカの世紀」であると
強調する。そして，20世紀は確かに挫折に満ちた，困
難で，逆説的，革命的混乱の世紀であるが，20世紀の
世界を正確に捉えようとするのであれば，次の四点の
命題について認識する必要があると述べる。第一に，
われわれの世界の20億の人類は，史上初めて一つの世
界を構成し互いに分かちがたい存在となったこと。第
二に，現代人は戦争に憎悪し，その規模やその頻度に
おいて人類の滅亡に関わるものであることを直観して
いること。第三に，世界は初めて人類全体の物質的必
要を生産する能力をもつに至ったこと。最後に，健康
と活力の尊厳において生活を捉えるのであれば，20世
紀は決定的な意味でアメリカの世紀でなければならな
いことである 2 。これらのうち，特に第三は，すべて
の人々に十分な生産を約束するというもので，より豊
かな生活を生みだす自由という前提とともに，アメリ
カの約束であると強調される。*  名古屋大学大学院教員
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20世紀初頭のアメリカにおける研究促進体制の形成とその役割

　さらに，ルースは，国際社会（世界）に関するヴィ
ジョンとして，アメリカが（「孤立主義」に対して）採
るべき「国際主義」は，アメリカの権利章典や独立宣
言，憲法，そして工業化製品や工学技術のように人々
に共有されるものでなければならないと主張する。そ
して，実は既に，アメリカの国際化は実現されている
とも指摘する。すなわち，ジャズやハリウッド映画，
アメリカの俗語，機械，特許製品など，ザンジバル

（アフリカ）からハンブルグ（ドイツ）まで，世界の
至るところで共有されている。われわれは，いつの間
にか，生活の細部において，実に人間的な方法におい
て，既に世界権力を握っているのだと明言する 3 。加
えて，アメリカのヴィジョンには，世界貿易の自由を
保護し，各種の専門的技術を輸出すること，あらゆる
世界の人々を飢餓や貧窮から救済し，人類のための熟
達した奉仕者となること，世界全体の「善きサマリア
人」としてつとめることが含まれているという。そし
て最後に，ルースは，アメリカの世界支配が，自由へ
の愛，機会均等，自己信頼と独立心，協働性の伝統の
感覚といった，アメリカが創造した極めてアメリカ的
な理想がなくては遂行し得ないだろうと警告する 4 。
　ルースの世論形成をねらった論説が，『ライフ』誌で
の掲載であったことは象徴的である。『ライフ』誌は，
周知の通り，国内外の出来事をリアルに伝える鮮明な
報道写真の誌面で成功した週刊誌であるが，前半の生
真面目な政治や時事に関する掲載に対し，誌面の後半
には，ハリウッドやブロードウェイの記事，芸能や娯
楽，スポーツ関連の写真，家電製品や生活用品の企業
広告などが掲載されていた。（ちなみに，ルースの論説
が掲載されたときの表紙を飾ったのは，封切り前のハ
リウッド映画の主演女優のイブニングドレス姿の写真
であった）。この意味で，『ライフ』誌は，報道写真に
よって事件や出来事の信頼性を裏づけるのと同じレベ
ルで，アメリカの豊かな生活様式を文化として発信す
るという，メディアの複合的な機能，教育的な機能を
担っていたのである（『ライフ』誌は海外でも販売され
ていた。「ソフト・パワー」によるアメリカ文化の輸出
である）。『ライフ』誌の企業広告を媒介に，新移民も
アメリカ文化へと自ら同化し，中産階級の生活様式を
進んで採用し，デザインしていったと考えられる。さ
らにいえば，『ライフ』誌の方が潜在的な中産階級を選
択していった面もあるに違いない。
　ルースの「アメリカの世紀」は，次第に，超大国とし
てのアメリカの政治的，経済的，軍事的，文化的支配
力を象徴するメタファーとして言及されるようになっ
ていった。20世紀の後半になって，「アメリカ文明」

の覇権に陰りが見え始めても，あるいはそれだからこ
そ，言及され続けてきた。例えば今日でも，「ソフト・
パワー」の発案者であり，国防次官補などの政府の要
職を歴任したジョセフ・S・ナイ（Joseph S. Nye Jr.）
は，「アメリカが衰退期にある」という主張を反駁する
ために，メタファーとしての「アメリカの世紀」を構
成するものを分析し，21世紀の国家間のパワー・シフ
ト，グローバルな情報革命による国家外へのパワーの
拡散などが起きつつも，国際的な公共財のシステムの
提供において，アメリカは依然，最大の国家であり，
リーダシップを発揮し続けることになると主張してい
る 5 。

3 　「研究促進体制」の起源と展開

　ザンズは，「アメリカの世紀」の実現，つまりはアメ
リカが世界の指導国になり得た理由について，19世紀
末から20世紀初頭にかけての企業資本主義の発展と中
産階級の拡大化との相互作用に見出した。すなわち，
アメリカでは，資本主義のメカニズムを消費の民主化
という戦略に活用することで，西欧他では「普遍的」で
あった階級観念をいわば脱構築（非急進化）し，多く
の労働者階級を中産階級（の生活様式）へ引き上げる，
つまり，中産階級の拡大につなげることができたので
ある。こうした政治経済社会システムの制度的基盤と
して機能したのが，1870年から徐々に準備され1920年
代頃までにその形を整えた「研究促進体制」である。
　ザンズが研究促進体制で意味するのは，先ずは，大
富豪の寄付によって設立されたジョンズ・ホプキンズ
大学（1876年）やシカゴ大学（1892年）のような研究
大学，ランドグラント・カレッジ，農場試験場，工学
系の単科大学，企業の研究所，私立・公立の財団など
であり，次に連邦政府，最後に軍部がその構成者とし
て加わった（軍産複合体）6 。しかし研究促進体制の本
質的な意義は，第一に科学知の創成とその活用の仕組
みであり，第二に専門技術者の人材育成と流動性にあ
る。
　科学史的には，1840年から1870年の間に，有機化学，
電気工学（物理学と化学），熱力学，（農業研究に応用
される）生物学が成熟しており，その後，新しい製品
開発と市場の開拓に関心をもつ産業界にこうした科学
的知識が結びつくことによって，産業科学が発展して
いった。その契機となったのは，ハーバード大学学長
のチャールズ・エリオットが主張していたように 7 ，ド
イツやイギリスに学びながらも独自の展開を遂げた研
究大学が果たした役割であった。金メッキの時代に，
研究大学は，新しい鉄道網の建設や大工場を操業する
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ための機械と電気工学の専門技術者を育成し，また科
学の特定分野の学科を創設することによって，大陸に
広がる大企業のネットワークの構築に貢献した。学
部学生数は，1870年の52,300人から1900年の237,000人
に，大学院生数は50人から60,000人へと増加した。ま
た研究機関を中心に各種の専門家の団体が多く設立さ
れ，広範な学問的知識の専門職業化がはかられると同
時に，大学の研究者，民間の科学者，技術者の間での
帰属意識の複数化もうまれた 8 。
　企業サイドからは，反トラスト法に対処する方法と
して，他企業の合併による拡大に代えて，製品開発と
新しい市場開拓をはかるために企業内に研究所を設
立し，大学機関で訓練を受けた研究者を採用するよ
うになった。1921年に全米研究評議会（the National 
Research Council, NCR）は526の産業研究所をリスト
アップしていたが，実際には819の研究所が活動して
おり，そのうちの102は既に19世紀に設立されていた
ことを明らかにしている。企業経営者は，知識を創成
し獲得するための戦略と政策を創造し，管理運営する
ことが企業の開発部の主要な課題であることを認識す
るようになっていた。そのために，研究にどれほど投
資すべきなのか，科学研究者をどのように採用すべき
なのか，学術ネットワークとの連携をどのように維持
していくのか，これらの戦略的決定が企業の将来を左
右することになったのである 9 。
　次に人材の流動性である。研究促進体制が一様では
なく，その構成要素が多様であったことにより，研究
者相互間での交流が促進され，研究コミュニティ間の
相互刺激が促された。例えば，デュポン社は企業内研
究所の研究能力を補うために，大学の科学者をコンサ
ルタントとする制度をもち，大学での研究をサポート
するために奨学金を提供した。ザンズはイェール大学
のシェフィールド校（理学部）の卒業生に焦点化し，研
究促進体制の人材の流動性を例証している。例えば，
チャールズ・ダドレー（C. Dudley）は，1874年にシェ
フィールドで博士号を取得後，翌年，ペンシルヴェニ
ア鉄道の研究所の主任化学研究員となった。彼の鋼の
テスト研究成果はその後，業界の基準として採用され
るに至った。また別のシェフィールドの卒業生のホレ
ス・ウェルズ（H. Wells）は，同じく75年に設置された
コネティカット州農場試験場の農学化学部門の研究職
に就いた。ダドレーに説得されてペンシルヴェニア鉄
道の化学研究員として勤務した後，コロラドの鉱山会
社の研究所で働き，80年になってイェール大学に戻っ
た。ダドレーやウェルズの経歴が示すのは，エリオッ
トがアメリカの大学を育成すると確信していた諸条件

であり，それらの条件が高等教育と産業研究に従事す
る人々の経歴に及ぼした影響である。同様の事例は，
石油研究や電気，通信，写真などの応用分野で活動し
た若手研究者たちにも見出すことができるという10。
　アメリカで工業製品が次々に開発され生産されると
いうことは，経済市場のみならず知識市場をも変換さ
せたことを意味する。加えて，成長を続ける研究促進
体制のなかで人事交流が頻繁に行われるというアメリ
カ的な状況は，古典的なカレッジを研究大学に変容さ
せ，農学部・農学研究科を拡大させ，新たな研究機関
の創設を促進させたのである。これらは，エリオット
のいうアメリカ型の高等教育の「シーズ（種）」が，20
世紀になって知識の組織化へと成長し，アメリカの力
強い勃興を支えるほどまでに実ったのだとも解釈する
ことができる。

4 　社会科学のための「研究促進体制」

　ルースはアメリカ文明の創造には，物質文明として
の豊かさ以上に，「人類のための熟達した奉仕者」とし
ての使命的な要素が伴わなければならないと捉えてい
たが，この使命感の一つの淵源は，19世紀末から台頭
した社会科学者たちの信念と活動があったと考えられ
る。当時，経済的自由放任主義によってもたらされた
貧困，地方政府の腐敗，公衆衛生の問題，治安の悪化
といった都市問題，社会問題に対して，多くのアメリ
カの社会科学者，改革者たちは，みずからのアイデア
を行動に移すことで，問題解決（社会改革）は可能で
あるという信念を抱いた。かれらの使命感を伴う衝動
を先導したのは，アメリカ的な風土で活発となった二
つの運動であり，その一つが社会福音運動であり，他
の一つが大規模な慈善事業の財団であった11。

（ 1）�社会福音運動から政策策定のための社会
科学へ

　社会科学者による社会改善と進歩に対する使命感
は，元々，プロテスタント教会が抱いていた，急激な産
業社会の出現によって直面した危機感に由来する。つ
まり，多くの社会科学者たちは，社会福音主義による
使命感をもって危機に臨んでいたのであるが，その背
景には，かれらの多くが，中産階級のプロテスタント
であったり，カトリックやユダヤ教徒の移民たちに対
して宣教活動をしていたような牧師たちの子弟であっ
たという事情もあった。かれらは，移民の労働者が周
期的な失業と文化的適応に対処する方法を模索するた
めに社会調査に乗り出し，救貧事業を効率化するため
の概念や調査方法を模索していたのである。
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　 ウ ォ ル タ ー・ ラ ウ シ ェ ン ブ ッ シ ュ（Walter 
Rauschenbusch）は，ニューヨークのウェストサイド
にあるヘルズ・キッチン（Hell’s Kitchen）にあるドイ
ツ系バプティスト教会の牧師であったが，かれは，現
代社会学と政治経済学の進化は人々に他者の物質的な
状況を改善し，キリスト教的な理想を現実のものにす
るための概念的な道具をもたらしてくれたと主張して
いた。「過去に私たちを誤って導いた」政治経済が「そ
の罪深い自由放任政策」を放棄し，「主と人類の兄弟愛
に奉仕する」ための準備を整えたのだという12。
　ラウシェンブッシュの役割をアカデミアで果たした
のが，リチャード・イーリー（Richard Ely）やその弟
子のジョン・R・コモンズ（John R. Commons），さら
にその弟子のエドウィン・ウィッティ（Edwin Witte）
であった。イーリーは都市問題を専門とする政治経済
学者であったが，具体的な社会調査における政治経済
学の歴史的人道主義的な意義を強調していた。かれ自
身，社会福音運動の指導者として，メリーランドの州
税やボルティモアの市税を社会目的に用いるように提
言をし，また社会科学を隣人愛や人類の幸福をもたら
す方法として捉え，「キリストの神性を示すもっとも
確かな証」は「同胞への愛と奉仕の義務」のなかにあ
ると考えていた。かれの『キリスト教の社会面と他
の論文集』（Social Aspects of Christianity and Other 

Essays）は，プロテスタント社会改革者たちの教科書
となり，カトリックの改革機運にも影響を及ぼしたと
いわれる13。
　コモンズは，ジョンズ・ホプキンズ大学のイーリー
の下で政治経済学を学んだが，イーリーのアドバイス
に従って，ボルティモアの住宅金融協会のために働
き，ケースワーカーとしてボルティモアの慈善事業組
織協会に参加している。イーリーは「ウィスコンシン・
アイデア」の発案者であったウィスコシン大学の学長，
ジョン・バスコム（John Bascom）と懇意であったこ
とから，1892年にウィスコンシン大学に移るが，後に，
イーリーの推薦でコモンズもまた，1904年にウィスコ
ンシン大学の（制度学派）経済学のポストを得た。コ
モンズは制度学派の経済学者として，自由市場の不均
衡を是正するための，均衡に対する管理，自由放任に
対するコントロールを主張し，政府による経済問題の
規制を支持していた。イーリー，コモンズともに，マ
ディソン（ウィスコンシン）に移る以前，前任校では
労働争議や労働者への支持をめぐって，保守的な大学
理事会，メディアなどから攻撃を受けていた。その意
味でも，両者がマディソンに研究と活動の拠点を得た
ことは，かれらが，社会福音主義的な衝動と社会科学

的研究とを両立させる絶好の機会を得たことを意味し
た。
　革新主義運動の一つの成果として名高い「ウィスコ
ンシン・アイデア」にはいくつかのミッションが盛り
込まれていた。先ずは，ウィスコンシン大学システム
が果たすべき貢献として，大学の研究成果は，あらゆ
る州民に対して，社会問題の解決や健康，生活の質の
改善，環境保護や農業の改善のために奉仕すべきであ
るという構想である。次に，公共政策に関するアドバ
イス，情報と専門的知識と技能を提供することで，州
政府に奉仕するという構想である。ウィスコンシン・
アイデアの具体化の代表的なものは，19世紀から20世
紀の初頭，闘うボブこと R.M. ラ・フォレット（Robert 
M. La Follette, Sr.）知事による一連の政治改革であ
る。州の革新主義者たちは，大企業による独占やトラ
スト，生活費の高騰，略奪的な富などは一掃すべき社
会問題と捉えていた。コモンズは，その中心的な人物
であり，ラ・フォレット知事の政権下で公務員法や公
益事業法を立案し，州の産業委員会の顧問を務めた。
特にウィスコンシン労働補償法は先駆的かつ画期的な
成果であり，全米の労働法のモデルとなり，また社会
科学者と州の政策策定者，労働組合の指導者との間の
協力のあり方のモデルとなった14。
　コモンズの学生であったウィッティは，コモンズの
紹介でウィスコンシン州議会リファレンス・ライブラ
リの主任となった（1922年－1933年）。リファレンス・
ライブラリは単なる参考図書室とか研究室以上の機能
をもち，ほとんどのウィスコンシンの法律がここで起
草された。ウィッティはドイツとイギリスの社会保
障，社会保険に関する資料を分析し，州に不況が襲っ
たときには，州の失業保険制度を起案している。かれ
は，不況の折りに障害となるのは，不安定さが及ぼす
恐怖感であり，これを取り除くこと，人々により安心
感をもたせることが，購買欲，投資欲につながる，そ
のためにはある種のセイフティ・ネットをもたせるこ
とで，人々は多少リスキーな投資にも挑戦するように
なり，その結果，経済は回復することになるのだと考
えた。ウィッティは，1934年，コモンズのかつての指
導生で労働省次官補を務めていた A. アルトマイヤー

（Arthur Altmeyer）の推薦で，連邦の経済安定委員会
の委員長に着任し，F. ローズベルト政権における社会
保障法の法案作成の実務に貢献することになった。
　ウィッティは，失業保険が人々を惹きつけ理解され
るとき，それがしばしば救済と解釈されていること
を危惧していた。社会保障と救済は異なる。保障と
は，人々が窮地に陥ったときに恥じることなく頼るこ
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とができる，リスペクタブルな中産階級的な制度なの
である。これに対し，救済は貧困層のためのものであ
り，場合によっては，回復不能な困窮に向けたもので
ある。救済は，さらに依存を誘発するような破滅的心
理的効果をもたらしてしまう。重要なことは自尊の質
であり，人々の自尊の精神こそが頑強なコミュニティ
を構築し維持する。自尊の精神は，社会にとって何に
もまして貴重な価値なのである。ウィッティの懸念事
項は，社会保障法の法案が提出されたときも別の形で
表面化した。保守派からは，政府の役割は経済的安定
を保障するようなものではなく，また社会的セイフ
ティ・ネットを設定する前に，景気の回復を待つべき
だと批判された。ウィッティにとっては，保守派や大
企業からの批判内容は想定内のもので，むしろ実業家
たちからのそのような批判自体が，さらにラディカル
な対案を誘発してしまうことの方を懸念していた。最
も強力な異論は，社会保障プログラムが消極的すぎて
企業側の論理に立っていると捉えるグループから提示
される可能性があった。実際，ある宣教師集団は，1935
年，大統領に公開書簡を送りつけ，社会主義を宣言し
つつ，国家が資本主義システムに留まり一時的緩和策
としての法整備に依存している限りは経済の回復は永
遠にあり得ないと主張した。結局，ウィッティの法案
は，1935年に下院371対33，上院77対 6 で可決された15。
　ウィッティの政治経済学的観点は，資本主義システ
ムを損なうのではなく，それを健全化するための社会
保障プログラムを構築することであり，かれは市場経
済の自由とダイナミズムは維持したいと考えていた。
人々は最低限の保障，必要最低限の食事と健康を享受
できれば，市場への自信を取り戻すことができるのだ
と信じていたのである。この意味で，資本主義経済の
自由放任主義がもたらす危険とラディカルな社会主義
との間の中庸の道（via media）としての革新主義運動
の典型をウィッティのアイデアに見ることができるよ
うに思われる。

（ 2）慈善事業財団
　社会科学的な研究促進体制を支えたもう一つの運動
は，大規模な慈善事業財団の運営である。より正確に
いえば，社会科学者たちから資金提供者たちに慈善活
動の規約をめぐって働きかけている側面があり，そこ
には相互作用と連環があった。M. カーティ（Merle 
Curti）は1892年までの百万長者による慈善事業への拠
出の仕方を調べているが，そのデータによれば，富裕
者による慈善は地域社会に向けられており，具体的に
は貧困層，病人，高齢者への救援で慈善全体の 3 分の

1 を占め，宗教組織への献金が 4 分の 1 ，市の施設へ
の寄付が10分の 1 ，教育関連（カレッジ，技術・職業
教育，公共図書館，成人教育）への寄付が 3 分の 1 ，
他に保健と福祉関連の拠出であった。全体に，救貧活
動と地方機関への助成に限定しており，地域を超えた
問題や自然，社会科学の研究発展に助成するという考
えには及ばなかったという。これに対し，19世紀末に，
大企業の興隆とともに，企業経営者の間には，かれら
の富を生みだした新しい経済制度がそれまでになかっ
た社会問題の原因となっていることを認識して，新し
いタイプの慈善活動が要請されていることを理解し始
めた者がでてきたのである。
　その場合，よく指摘されるのは，大富豪が慈善事業
に資産を投じた理由として，所得税を回避するため
だったというものがある。しかし，ザンズが指摘して
いるように，20世紀の初頭の時点では，まだ課税を恐
れる理由はなかった。かれらが恐れたものはむしろ神
であり，A. カーネギー（Andrew Carnegie）は富裕者
として死ぬことを，神は喜ばれないだろうと考え，恐
れていたし，隠退していたジョン・D・ロックフェラー

（John D. Rockefeller）は，シカゴ大学のハーパー学長
の部屋で躓いて神に祈ったといわれる16。
　現代の多くの財団の規約（例えば，ビル＆メリンダ・
ゲイツ財団など）は，資金提供者の意志が大きく関与
し反映されているのが特徴である。しかし，この時代
の研究者たちは，変化するニーズに対応できるように
と，資金提供者に働きかけ，財団の規約を漠然とした
ものにしてもらっている。例えば，ロックフェラー財
団は「人類の幸福の促進」であり，ラッセル・セイジ
財団は「社会と生活の諸条件の改善」といった具合で
ある。こうして，アメリカの財団は，学術理論と理論
によって要請される大がかりで費用のかかる研究，そ
してその研究結果に基づいて動き出す統治の過程とい
う三者をリンクする存在となったのである。
　ラッセル・セイジ財団の事例は，その慈善的衝動
が，社会科学者たちの社会問題研究を促進することで
最良の表現を得た事例である。ニューヨーク市慈善事
業組織協会を指導していた R. デフォレスト（Robert 
DeForest）は，マーガレット・セージ（Margaret Olivia 
Sage）に助言して財団の規約を起草している。その結
果，財団は，社会調査に資金を提供するとともに，財団
の社会科学の精神は多くの社会事業家や大学の研究者
の関心を集めることとなった。例えば，1906年，ラッ
セル・セイジ財団の資金提供を受けて，P. ケロッグ

（Paul Kellogg）はピッツバーグの産業生活に関する画
期的な実態調査を行ったが，その報告において，社会
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調査とは，特定の場所における人間の生活状況に関す
る作業であり，普通の人々の状況を鮮明に描きだすこ
とにより，改革団体の活動と政府の改革に役立たせる
ことであると述べている。つまり，調査は，諸事実を
コミュニティの眼前に差し出すことにより，民主主義
の顕著で強力な実践となるのであり，このことは，市
民としての責務と科学者としての責務の両方を果たし
たことの帰結であると考えられたのである17。ピッツ
バーグ調査に続いて，ラッセル・セイジ財団を含む多
くの財団が労働者階級の状況に関する調査を実施して
いる。
　ラッセル・セイジ財団はまた規制改革の必要な特定
の問題をターゲットとする研究を奨励していた。例え
ば，縫製業に従事する女性労働を調査し，保護的立法
の法制化と施行を促し，また高金利融資事業者の略奪
的行為を即時に停止させるための調査の実施，さらに
は教育や児童支援の領域で，心理学，人口動態学，犯罪
社会学その他の先端的な社会科学の活用を奨励した。
このように，ラッセル・セイジ財団の活動は，ソーシャ
ル・ワークの精神とその遂行のための科学プログラム
の制度化に寄与したといえる18。

（ 3）社会的知性
　知識を獲得することは必ずしも問題解決を導くこと
ではない。1920年代の社会科学研究者たちは，社会問
題に関する知識（調査運動による科学的報告）を政策策
定に繋げる試みが必ずしも満足できる結果をもたらさ
ないことを認識し始めていた。かれらは知識の獲得と
政策形成とを有機的に関係づける作業概念，「社会的
知性」（social intelligence）とか「社会的テクノロジー」

（social technology）といったものを意識し，追究し始
めた。社会的知性という概念には，理論と行動とが総
合すべきであるという考え方が込められている。
　ローラ・スペルマン・ロックフェラー記念財団が社
会科学を支援し，社会的知性を通じて社会の複雑さに
ついての新たな理解を促進する機動的な財団となった
のは，ビアズリー・ラムル（Beardsley Ruml）のリー
ダシップによる。ラムルはシカゴ大学で心理学を学
び，第一次世界大戦ではアメリカ陸軍のための適性検
査，知能検査を考案したという研究歴をもっていた。
かれは，社会は様々な集団から構成されているが，そ
の諸特徴は，特定の尺度により計測しうると捉えてい
た。ところが，ラムルの見立てでは，社会科学はあまり
にも歴史が浅く，基礎的な作業を急ぐべき領域であっ
た。ラムルが財団の役員となった1922年の時点で，か
れは全米で社会科学（経済学，社会学，政治学）の研

究者が少ないことに気づき，社会的知性が約束するも
のを実現するためには，社会科学を研究する優秀な人
材を育成しなければならないと考えた。そのために，
大学への助成に重点化し，実行可能な社会科学理論を
構築する仕事に，大学の研究者たちを誘い込もうとし
た。こうして，例えば，シカゴの都市研究をフィールド
としていたシカゴ大学の社会学者，R. パーク（Robert 
Park），E. バージェス（Ernest Burgess），また人類学
研究のコロンビア大学の F. ボアズ（Franz Boas）の
研究，ノースカロライナ大学の H. オダム（Howard 
Odum）によるニュー・サウスの人々の生活状況の研
究，NRC の R. ヤーキーズ（Robert Yerkes）による移
民研究などが助成の対象となったのである19。
　既述のように，社会科学的な研究促進体制が社会問
題と向き合い，その問題解決に向かうための知の組織
化には，その基盤となる資金提供者の理解と社会認識
が欠かせないが，この体制が機能するためには，ラム
ルのように，一方では，慈善事業家たちの（単なる救
貧活動といった）狭隘な視野を広げて社会全体（社会
の改善）に眼を向けさせ，他方では，研究者集団の組
織化を誘発し，かれらに社会科学研究が，社会的知性
において展開されるべきであることを鼓舞するような

（知の創発と活用との間に立つ）知の仲介者（brokers）
としての存在が重要だったのである。
　こうして，1920年代までの社会科学者たち（革新主
義者たち）は，自らの能力を発揮することによって，社
会が変革されるという社会福音主義的な使命，道徳的
倫理的目的を明確に抱いていた。しかし，大恐慌の後
では，次第にかれらの研究は，特定の統治者による既
定の結論に合致したものへと矮小化されるようになっ
ていく。研究者たちは，倫理的な使命感を伴う広義の
社会研究から離れて，特定の政策に奉仕するために設
計された研究に特化することで，時代の圧力に対応せ
ざるを得なくなっていく。つまり，社会的知性の大き
な約束からは後退していったのである20。

5 　20世紀初頭のアメリカ国民の形成―平
均的アメリカ人の創出と消費の民主化

（ 1）平均的アメリカ人の創出
　ヘンリー・A・ウォレス（Henry Agard Wallace）
副大統領は，1940年代の時点でも「コモン・マン（普
通の人）」（common man）について語っていたが，そ
の際，かれはジャクソンの時代の（19世紀的な）市民
を心に描いていたのではなく，戦間期に社会科学者に
よって行われた調査や研究から生まれた抽象的な「平
均的」中産階級のアメリカ人を思い描いていた21とい
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われる。つまり，19世紀的なコモン・マンに代わって，
20世紀初頭には，新規のコモン・マン，平均的アメリ
カ人が出現していたことを示唆している。
　通常，私たちは，社会構造の変化や社会移動その他
の要因によって，ある新しい社会的人間が出現したと
考える。ところが，ザンズは，逆説的ながら，大衆社
会を組織するためのデータを提供する行動科学や統計
学を用いた人間科学―かれは，これを人間工学とか社
会工学と呼ぶ―の発達とその知見こそが，平均的アメ
リカ人を創出し，アメリカの世紀の特徴である中産階
級の拡大に寄与したと捉えるのである。今日，私たち
が現代社会を大衆社会として理解する場合，この理解
は20世紀初頭のアメリカの社会科学者たちが仮想上の
人間を定義するために考案した測定法に由来する。実
際には，平均的アメリカ人を創出することは容易な計
画ではなかった。それは個人主義や自発的結社，地方
主義といった19世紀的な理想からの転換をはかり，民
主的な大衆社会を形成することを意味していたが，こ
れには研究促進の連環体制による大がかりな消費の民
主化を媒介とする必要があったのである。
　周知の通り，統計上の人間，特に平均的人間という
概念はアメリカ人の発明ではなく，少なくともアドル
フ・ケトレー（Lambert Adolphe Jacques Quetelet）に
まで遡ることができる。ケトレーは，大量の観察デー
タを集めて，正規分布の中心に位置し平均的測定値を
示す平均的人間という概念を考案した。かれのアイデ
アはイギリスへわたり，優生学研究で有名な（悪名高
き）フランシス・ゴルトン（Sir Francis Galton），カー
ル・ピアソン（Karl Pearson）による統計的分布，退
行，相関・回帰の研究などへと継承された。この新し
い統計学的分布の概念は，ヨーロッパにおいては机上
のものでエリート知識人や学術団体の間で用いられる
方法としてあった。ところがこの概念がアメリカ大陸
へ移入されると，それはアメリカの社会科学者たちに
よって，社会集団を操作する実用的な方法へと変換さ
れていったのである。
　統計学を実践的に活用する上で先頭に立ったのは

『知能の計測』（The Measurement of Intelligence）で
著名なルイス・ターマン（Lewis Terman）や，陸軍
に任官したロバート・ヤーキーズやクラレンス・ヨア
カム（Clarence Yoakum）らの応用心理学の研究者た
ちであった。かれらは，すべての人間がそこに位置づ
けられるような一つの連続線上としての知能の存在を
信じ，従って，各人はその位置によって社会的に有用
な役割とか地位をあてることができると素朴に信じて
いた。そこで，例えば，ヤーキーズらは，第一次世界

大戦において，入隊した大量の兵士群をその知能の計
測によって選別（格付け）し，その結果を組織への配
属（社会集団の操作）につなげるという提案で，知能
テストを売り込んだのである。
　知能テストで何が計測されているのか。当時，ウォ
ルター・リップマン（Walter Lippman）が心理学者に
よる知能測定の方法とその恣意性に疑問を投げかけて
いたが22，既に19世紀の末には，ウィリアム・ジェイ
ムズ（William James）が，従来の，他者と完全に関わ
りあう全人的な人間という概念に対し，新しい見方は
非内観的な行動分析の産物であり，個人は統計値とな
り，平均値の近くに集まるか離れているかのどちらに
せよ，正規分布の点にすぎなくなる，抽象的な平均人
が典型的な人間とされ標準となるのは時間の問題であ
ると警告していた23。
　実際，ヤーキーズ等は，個々の人間の知能の測定と
いうよりも，次第に，兵士を平均，平均以上，平均以下
という知能グループに分類する方法について研究する
ようになり，各グループを兵士の階級と相関させるよ
うになった。かれらは，陸軍の階級ごとに知能水準の
分布と平均値を示した。こうして，社会全体の平均と
いう概念が創出されただけではなく，特定の基準や方
法により決定されるさまざまな平均という概念も一般
的となっていった。つまり，アメリカ人たちは，労務
管理や消費者のニーズ，学生の選抜など，さまざまな
状況で，階層化され加重された平均値を算出するとい
う習慣を一般的なものとするようになったのである。
　このように，社会集団を統制し，管理するための方
法は，知能のような複雑なものを測定することからは
後退して，特定の任務とか職業に対する個人の適性を
判定したり，特定集団にのみ適応する方法として開発
されるようになった。社会科学者の提唱する理論上の
平均的アメリカ人が一般的に受容されるようにつれ
て，アメリカ人はより平均的に振る舞いたがるように
なっていったが，同時に，その観念上の虚構の人格と
どれほど距離があるかも計測しようとつとめはじめた
のである24。
　この手法は，製造業など企業の販売部門や広告業界
で，平均的アメリカ人がもっていると想定される消費
願望に合わせて商品を売り込み，さらに潜在的な消費
者（中産階級に加わりたいと望んでいる人々）を生み
だす方法として活用され始めた。逆に言えば，実際の
中産階級のアメリカ人は，社会科学者たちが形にした
観念上の平均人に最初は適合しなかったとしても，少
しずつアメリカの大衆社会を構成する平均人の観念に
適応していくということが起こったのである。
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　消費者意識を把握するためのマーケティングの技法
は直ちに政治組織や報道機関においても援用され，特
にジョージ・ギャラップ（George Gallup）らによる世論
調査研究において，ザンズのいう人間工学は一つの頂
点を迎えたように思われる。概念としての世論は，本
来，17世紀以降の意見の形成の問題，特に理性によっ
て無分別な大衆を解放するという啓蒙主義の中心的な
課題として議論されてきた。リップマンにおいてもそ
の啓蒙主義的な立論から，世論に関しては，先ず世論
形成の問題として専門家や知識人の役割や，操作より
も教育が重要であることが議論された。しかし，上記
のように，経済市場における消費者意識を把握する市
場調査が一般的になると，世論の形成の課題は背景に
退き，市民の意見，ギャラップのいう「人類の平均的
な意見」が探し求められるようになった。つまり，世
論調査が進展するにつれて，世論はあるグループが信
じていることのうち，パーセンテージによって相関さ
れ数量化されうる部分を意味するようになり，世論は

「個々人の意見の集合」となったのである25。
　世論調査は，旧来の精度をコントロールできない，
いわゆるストロー調査に代えて，統計学的な標本抽出
の方法を洗練化することで，さらに信頼できるものと
なっていった。標本は，国民全体をミクロな世界に映
し出し，最終的には代表的な多数派の像を描きだすこ
とにより，世論（公衆の心）の中を探ることができるよ
うに設計された。世論調査の信頼性が広く認知された
のは，ギャラップらが，1936年の大統領選挙でローズ
ベルトの再選を予測したときである。かれらは，真の
世論を政治リーダーたちに届けることによって，より
直接的で代表的な民主主義の様式を生みだしているの
だと考えていた。世論は，個々人がもっている複雑な
パターンがさまざまな社会集団としてまとめられたと
きのモザイクだと認識されたのである。かれらにとっ
て，平均とは，いくつのかの集団の反応が互いに比較
され計量されるときに，それらの集団の多数派の意見
の複合体としてのみ存在する。人々はそれぞれ実際に
は生活が異なり，考えも異なるのであるから，あらゆ
る層は個別に，あるいは総合的に精査されなくてはな
らないが，最終的な結論を導く前に，まずは平均が計
測されなくてはならないのである。ギャラップらは，
この方法こそが，民主的な生活様式が市民全体の実際
の経験に堅固に依拠していることを保証するものだと
確信していたのである26。
　端的にいえば，平均と多数とが合致するとき，多数
決原理は真に多数意見を反映しているのだということ
になる。こうして，消費者や有権者を代表する標本抽

出の方法を設計するにつれて，統計学は一層洗練化さ
れていったのであるが，留意すべき点は，世論調査者
たちが，多様性を扱う道具としての平均概念の信頼性
を高める一方で，個々の多様性自体に関心を寄せるこ
とはなかったという事実である。
　以上にみてきた平均的アメリカ人の創出は，広く認
知され受容されていったが，他方では，ひどく人々を
不安にさせるものでもあった。その端的な批判は，フ
ランクフルト学派，T. アドルノ（Theodor Adorno）
の反応にみることができる。アドルノは，第二次世界
大戦の直前にアメリカに亡命し，ロックフェラー記念
財団の資金提供によりプリンストン大学で職を得てい
た。かれはアメリカの消費者や大衆文化を管理する方
法とナチス・ドイツのプロパガンダとの間に同質のも
のをみたのである。アドルノは，アメリカの（文化）
産業もファシストのプロパガンダもともにその手法は

「精神分析の逆転」にあり，双方とも，潜在的な自由を
認識する代わりに依存を認識させることによって，ま
た主体に対して無意識を意識化させる代わりに，社会
統制のために無意識を利用することによって，個人の
精神を廃墟に追い込むものだと捉えたのである27。
　アドルノに代表されるような，アメリカの人間工学
に対する批判について，ザンズに従えば，第一に，（ア
ドルノらの批判は）データの収集とその目的を理解し
ておらず，平均的人間を群衆と誤解している。第二に，

（アドルノの指摘とは異なり）人間工学は個々の人間の
自己認識などは考慮しておらず，無意識を操作するど
ころかほとんど無視していたのが実情であった。確か
に，人間工学者は，かれらに研究を委託した企業がか
れらの研究成果である情報を最大限に活用し，その利
潤を生むために利用していることは認識していたし，
消費者操作はかれらの研究課題であった。しかし，市
場で問題となっている製品を購入するように消費者に
説得し得たところで，かれらがアメリカ人の生活の輪
郭を改良することはできないし，ましてや（ナチズム
のような）抑圧的な人間操作のプログラムに陥るこ
ともなかった。平均的アメリカ人を創出することと，
H. マルクーゼ（Herbert Marcuse）のいう一次的人間
を創出することとは異なるのである28。
　多文化社会アメリカの多様性を扱うために，人間工
学の研究者たちは，さまざまな平均化と価値中立的な
知識のカテゴリーを扱うことで，個々の複雑さを避
け，事実を「洗浄する」（sanitize）方法を編み出した
のである。社会はそのあらゆる文化的多様性におい
て，正規曲線を描くことはできないが，所得構造であ
ればそれができた。20世紀初頭のアメリカでは，次第
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に中産階級が拡大することによって，曲線は，中央が
膨らみ，多少の孤立値があるものの両端は次第に小さ
くなっていった。かれらの社会モデルでは，理想は中
間であり，従って，中間をモデルとして示し，人々に
中間（中産階級）に向かうようにと先導したのである。
　他方，このようなアメリカの定量化への志向は，予
めそのヴィジョンを限定しているために，人間の主体
の問題へ深く探究することはなかった。例えば，世論
調査者は，選挙結果の予測はするが，個々の有権者の
動機については多くを語らなかった。平均の背景にあ
る個々人のもつ複雑さや多様性―感情や政治，文化，
民族，人種の対立―についてはそのまま放置するか，
小さく描くことにより，ひたすら社会における一致の
方を際立たせるような証拠を集積し続けたのである。
このような定量的な技法は，19世紀的な個人主義を無
視し，個人操作とか集団管理と誘導のリスクを伴うと
批判された。しかし，そのことよりも，ザンズによれ
ば，アメリカの個人の自己実現という民主主義の理想
に対する，より有害で永続的な問題が発生していた。
本当の難題は，現実よりも抽象的な観念が好まれるよ
うになったことであった。平均的人間があたかも実際
に生きているかのような質感をもちはじめ，アメリカ
人が平均的な人間を知っているかのような気になった
ことである。アドルノが危惧するように，社会科学者
たちが人々を操ったとすれば，それは想像上の人物を
概念化したことにより行われたのであり，その想像上
の人物は40年代から50年代にかけてのアメリカ人の精
神に大きな影響を及ぼし，今日においても多様性への
強調やその擁護に対する対抗的な観点として反響し続
けているのである29。

（ 2）「社会契約」としての消費の民主化
　アメリカの世紀の繁栄の主要因は，その経済成長で
あり国民総生産の拡大である。その中心となったのは
他の資本主義国家には類をみない中産階級の成長で
あった。そこでは資本主義的市場経済の順調な発展と
中産階級（平均的アメリカ人）の拡大とが好循環を形
成していたのである。上記にみたように，この場合の
平均的アメリカ人は，先ずは操作的な観念としてあっ
た。この抽象的な観念としてのアメリカ人はどのよう
にして受容され拡大していったのだろうか。
　その最も有力な解釈として，アメリカ人には，ヨー
ロッパ諸国の産業社会の市民たちとは異なり，階級闘
争の論理に訴える代わりに，ラディカルな階級意識を
消去し，自らを緩やかな中産階級として意識し，緩や
かな社会的上昇，より豊かな生活の向上に関心をもつ

ことのできる仕組みが備わっていたのではないかとい
うものがある。この緩やかな仕組みのために，アメリ
カは新移民の包摂・同化を促し，社会的流動性を担保
し，社会の諸部分の間の緊張を和らげることができ
た。緩やかな仕組みとは，正規分布の中央に絶えず
人々を引き寄せる要因となるものであるが，具体的に
は，雇用の拡大の際の参入点の低さ（例えば，オフィ
スでの雇用のための要件が緩いこと，工場での職種の
変革―非熟練工の採用や熟練工の格上げなど），教育
機会の拡大（包摂的な市民層の拡大や移民のアメリカ
化，世代間の社会的上昇の機会），社会的流動性，労働
者の購買力の促進などである。
　これらの要因のうち，特に重要なのは，アメリカの
国家と市場がザンズのいう「社会契約」として国民に保
障した消費をする権利であり，大量消費のための購買
力の促進である。リップマンは，既に1914年の論考で，
消費財を低価格で購入する権利と民主主義とを関連づ
けて論じていた30。民主主義の約束は豊かさへの約束
であり，政策策定者と国民との間の「社会契約」だっ
たのである。労働の費用や生産コストに専ら関心をよ
せる古典的経済学とは異なり，新しい経済学，限界効
用理論に立脚する経済学者は，労働よりも製品の価格
や消費者の需要に関心を集中した。ヘンリー・フォー
ド（Henry Ford）がモデル T を大量生産し，低価格
で販売したことはよく知られているが，かれは，同時
に労働者の賃金を前例のない水準まで引き上げ，労働
者が自ら企業製品を購入できるようにした。大量消費
のための高賃金と低価格商品という方式は，一つのパ
ラダイムのように，市場拡大のための戦略として定着
していくが，この方式は，生産コストの引き下げによ
る利益を消費者に還元するという資本家の戦略や，社
会的福音主義の運動，賃金の引き上げを狙う AFL の
伝統，高利貸しを告発し消費者金融を健全なものとす
る改革運動とも合致していた。こうして，労働者はま
た消費者でもあるという理解が浸透し，経済を刺激し
ようというのであれば，労働者の賃金を高くすること
が求められるようになったのである。
　大恐慌の危機の際には，市場メカニズムの刺激策や
所得の再配分など，多くの矛盾した政策が試行された
が，広く承認を得られたのは，購買力を回復させるた
めの賃金と価格連動方式を通じて産業を安定させるこ
とであった。ローズベルトによる「経済の権利章典」

（Economic Bill of Rights）は，消費支出を促進すること
によって，消費する権利を強調し，20年代に既に遂行
されていたプロセスを国家政策に変換したものであっ
た。大衆消費は引き続き，豊かさへの社会契約の一部
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であり続けたのである。
　本稿で取りあげてきた観念としての平均的アメリカ
人の具現化は，第二次世界大戦後も中産階級の拡大，
あるいは労働者階級の消費者社会への包摂という形を
とって展開され，「アメリカの世紀」を表象するものと
なった。問題は，戦後の繁栄を支える大量消費のため
の高賃金と低価格の方式が，無限に繰り返されるはず
だという考え方であり，またこの繁栄には誰もが恩恵
を受けるはずだという大前提である。豊かさへの論理
は，やがて20世紀の後半になって再考を余儀なくされ
ていく。後者の問題は，平均的アメリカ人に包摂し得
ない存在―アフリカ系アメリカ人，ネイティブ・アメ
リカン，アジア系移民，その他同化を拒否するマイノ
リティの人々―には，社会的流動性や消費社会へのア
クセスは保障されていなかったという問題である。声
なき人々にとっての深刻な状況もまた公民権運動の展
開においてようやく省察の対象となっていく。物質的
な豊かさを強調した民主主義の約束も再考される必要
があった。研究促進体制には包摂し得なかった社会的
正義の問題，アメリカ的モデルが抱える消極面につい
ての考察は別の機会に論じることとする。
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The Function of Institutional Matrix of Inquiry in Early 20th Century America

Haruhiko MATSUSHITA*

The term, institutional matrix was coined by Olivier Zunz, a researcher of social history in the 

United States. According to his definition, it refers to a newly established network of institutions 

that include research universities, federally and state-funded land-grant colleges and agricultural 

stations, corporate laboratories, private and public foundations, and government agencies. This re-

search analyzes how the nature and function of the institutional matrix of inquiry helped to produce 

the prosperity in the United States in the 20th century.

As an organization of knowledge, the matrix enabled researchers from separate fields of inquiry 

and institutions to work together in cooperation. Thanks to the flexibility inherent in the matrix, re-

searchers, engineers, managers and other major players, were able to move easily among institutions, 

their interactions making it possible to integrate science into the daily economic life of the nation.

First, I discuss the case of social scientists addressing the problems that emerged during the Gilded 

Age. Scientists were influenced by two dominant social movements of the late 19th century. The first 

was the Protestant social gospel movement, in which social scientists were urgesd to question social 

investigation. The second one, occurring at the same time, was the philanthropic foundation as em-

bodied by the Russell Sage Foundation, which pushed social investigation to a new level of technical 

excellence, also for the purpose of improving social conditions.

Secondly, I describe how the U.S. developed and integrated a theoretically neutral field of applied 

statistics into human engineering. These human engineers were so vigorous in giving concrete form 

to an abstract vision of individuals and community that their concepts and methods came to define 

mass society. They worked alongside advertising executives of big business in ways that create con-

cepts that would manipulate the average person’s attitude via motivational research.

Thirdly, I argue that the prosperity of the American economy that led to the “American century” 

was a result of the expansion of the middle class and the enhancement of purchasing power, as well 

as the advancement of major industries. As progressives like Walter Lippmann have pointed out, 

material abundance is important for producing a comfortable and egalitarian society. Liberals at the 

time understood that policies that helped to sustain mass consumption provided an essential popular 

base for American democracy.

Lastly, I point out that although this institutional matrix of inquiry successfully led to the expan-

sion of the middle class and the resultant prosperity of the American century, marketing strategies 

that fueled abundance and mass consumption also left inequality, segregation, and prejudices largely 

untouched. Such discrimination would have to be broken down in order for the democratizing effects 

of consumerism to be felt among African Americans, Native Americans, Asian immigrants and other 

minorities in the next several decades.
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