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社会的勢力論再考

－学級における個人の資源を中心とした社会的勢力の起源をめく、って－

西本裕輝

はじめに

従来の社会的勢力(sOcialpower)に関する研究は、フレンチとレイヴン(French&Raven

1959)の研究を中心に発展してきたと言ってよい。しかし、従来の研究には、いくつかの問

題点がある。それらの問題点とは、「資源レベル」と「認知レベル」の混同、勢力と人気の

混同、そしてダイナミックな視点の欠如である。本論文では、フレンチとレイヴンの立場を

踏まえたうえで、社会学では社会的交換として知られている交換理論の立場から、それら三

つの問題点を指摘し、社会的勢力研究の新たな視点を提示する。その際、イギリスの教育社

会学者、ハーグリーヴス(Hargeaves,D.H.1972)の資源(resource)(1)の概念に着目する。

ここでは、まず第一に、これまでの社会的勢力研究を簡単にレヴューし、次に、従来の研

究とは若干異なる立場をとるハーグリーヴス理論と、それに依拠する筆者の実証研究につい

て触れ、最後に、ハーグリーヴスの枠組に基づいて従来の研究の問題点を指摘しながら、新

たな研究の視点を提示する。

1社会的勢力に関する先行研究

(1)社会的勢力の定義

まず、社会的勢力の概念について整理しておきたい。社会的勢力に関する研究は、教育社

会学の分野にもあるが（山村1973,住田1984など)、むしろ社会心理学の分野において蓄積

がなされている。その中で、多くの研究者によりその定義がなされ、今日ではある程度一定

の概念を持ったものとしてとらえられている。なお、社会心理学では、勢力(power)と社

会的勢力は同義のものとしてとらえられている。よってここでも、勢力と社会的勢力は同義

のものとして扱う。

まず、フレンチとレイヴンは、影響力(innuence)と勢力との関係を、物理学で言う運動

エネルギーと位置エネルギーとの関係に対応させ、次のように定義している。「影響力とは、

運動状態にある勢力(kineticpower)であり、勢力とは、潜在的状態にある影響力(potential

innuence)である」(French&Ravenl959,p.609)。

また、リピットらは、「社会的勢力とは、他者の中に、与えられた方向に行為あるいは変

化するような力(fOrce)を誘発する潜在能力(potentiality)である」(Lippit,Polansky,Redl&

Rosenl952,p.746)と定義している。
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さらに、我が国においては田崎や渕上が社会的勢力を次のように定義している。「一般に、

社会的勢力とは、社会的関係にある個人間で、行為の主体者Pが対象者Qに及ぼす影響力の

潜在的可能性を指すものである」（田崎1979,129頁)。「(社会的勢力とは）顕在的な影響行

使そのものをいうのではなく、大きな影響力を行使することのできる潜在的能力をいうので

ある」（渕上1990,3頁)。

これらの最大公約数を取れば、社会的勢力は「潜在的な影響力」と定義できよう。したが

って、勢力を持つことは、必ずしも実際に影響力を持つことを意味しない。影響力は、行使

されてあるいは及ぼされて何らかの反応があって初めて影響力と言えるのであり、勢力を持

っているだけでは影響力とは言えないのである。

(2)社会的勢力の基礎一フレンチとレイヴンによる研究を中心に－

では、これまでの社会的勢力に関する研究には、どのようなものがあるのだろうか。その

中核をなしてきたと言えるのがフレンチとレイヴンの研究である。

フレンチとレイヴン(French&Ravenl959)は、社会的勢力を五つに分類している。それ

らは報酬勢力、強制勢力、正当勢力、参照勢力、専門勢力である。彼らの述べる社会的勢力

の五類型、すなわち「社会的勢力の基礎(base)」は次のようにまとめることができる

(French&Ravenl959,pp.612-621)。

「報酬勢力(rewardpower)」とは、勢力源（影響の送り手）の言うことに従うならば、勢

力源は自分に対して報酬を与えてくれるであろうと勢力対象（影響の受け手）が思うことに

よって生ずる勢力である。

「強制勢力(coercivepower)」とは、勢力源の言うことに従わなければ、勢力源は自分に罰

を与えるであろうと勢力対象が思うことによって生ずる勢力である。

「正当勢力(legitimatepower)」とは、勢力源が自分に対して命令したり、禁止したりする

のは当然であると勢力対象が思うことによって生ずる勢力である。

「参照勢力(referentpOwer)」とは、勢力源に対する勢力対象の同一視、つまり、自分も勢

力源のようになりたいとか、勢力源のように行動したいと勢力対象が思うことによって生ず

る勢力である。

「専門勢力(expertpower)」とは、勢力源の実際の知識量や勢力源の知識量について勢力対

象が持つ認識によって生ずる勢力である。

ただし、このような社会的勢力の五類型は理念的な抽出物であり、現実の勢力関係では、

いくつかの勢力が複合するのが一般的である。

以上述べてきたフレンチとレイヴンの研究に対しては、数々の関連研究がなされている。

例えばレイヴン（1965）は、自らこの五類型の発展モデルを提唱している。彼は新たに情報

勢力というものを加え､六類型としたのである。「情報勢力(infOm,anonpower)」とは､勢力源

は自分にとって有益な情報を持っていると勢力対象が思うことによって生ずる勢力である。

また、我が国においては今井(1986b)が、彼らの五類型の妥当性を検討するために他の

研究者による分類との比較を行ったが、ほぼその分類を社会的勢力を考える際の出発点とし

てとらえることができることを指摘した。ただし彼は、参照勢力とは密接な関係にあるが、
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概念的には別であるとして、新たに「魅力勢力」なるものを加えている。参照勢力の場合は、

勢力対象の勢力源に対する同一視に基づいているが、魅力勢力の場合は、勢力対象の勢力源

に対する好意・好感に基づいて生じるものである（今井1987a,164頁)。

この他にも関連研究は数多くある(Foa&Foal974,田崎1990,Tedeschiら1974など)。ま

た、「その後の社会的勢力に関する諸研究のレヴューにおいても、このフレンチとレイヴン

の枠組みがそのまま踏襲されている」（今井1986b,35頁）との指摘もある。この意味でフレ

ンチとレイヴンの研究は、社会心理学における社会的勢力研究の中核をなしてきたと言って

も過言ではない。

(3)社会的勢力の源泉としての勢力資源一田崎による研究を中心に－

次に触れておきたいのが、我が国において、フレンチとレイヴンの枠組を踏まえながら数

多くの勢力研究を行っている田崎の一連の研究である（田崎1976,1979,1980,1981,1982,

1983,1984,1990,狩野・田崎1990)。フレンチとレイヴンの研究が、実証的研究ではなく、

また、必ずしもある特定の社会的場面を想定したものではないのに対し、彼の研究は、学級

内という特定の対人関係における社会的勢力の源泉を実証的に明らかにしようとするもので

ある。なお、田崎の一連の研究に依拠する研究もみられる（浜名ら1983)。

彼はフレンチとレイヴンの社会的勢力の分類に従いながらも、これらの社会的勢力の基礎

は、あくまで経験に基づく概念であり、何らかの操作に基づく実証的指摘ではないとし、因

子分析により、「社会的勢力の源泉」として七つの因子を抽出している（田崎1976,狩野・

田崎1990)。彼はこの社会的勢力の源泉を、「勢力資源(powerresource)」とも呼んでいる

(田崎1980など)。勢力資源とは、体が大きい、力が強い、いろいろな知識を持っていると

いった、勢力の背景となるような個人の属性のことである（田崎1980,183頁)。彼によれば、

勢力資源とは、フレンチとレイヴンの言う「社会的勢力の基礎」に対応するものである。

中学生を対象とした調査により抽出された七つの因子は、「畏怖」「指導性」「親和性」「明

朗性」「外見性」「優越性」「業績」である。それぞれの因子を構成する主な項目は以下の通

りである。なお、これらの項目は、人の言うことに従う理由として予備調査により設定され

たものである。

①「畏怖」

「けんかになるのがいやだから」「うらまれるのがこわいから」「さからうほどの勇気がな

いから」などの項目からなり、相手に対する恐れを共通に含んでいる。

②「指導性」

「他の人を指導する力があるから」「その人が責任をもって仕事をするから」「その人の考

えに『なるほど」と思うから」「しっかりした意見を持っているから」などの項目からなり、

他者への積極性、信頼、リーダーとしての役割が共通に含まれている。

③「親和性」

「仲良しだから」「よく相談にのってくれるから」「気軽に話せるから」などの項目からな

り、親しさが共通に含まれている。

④「明朗性」
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J明るいから」「おもしろいから」「趣味が同じだから」「自分と性格が似てるから」「セン

スがいいから」などの項目からなり、明るさの要素が共通に含まれている。

⑤「外見性」

「カッコイイから」「力が強いから」「男の子だから」「スマートだから」「けんかが強いか

ら」「体が大きいから」などの項目からなり、外見の要素が共通に含まれている。

⑥「優越性」

「自分よりすぐれた面をもっているから」「自分とは違った考えをもって参考になることが

多いから」「自分の知らないことをよく知っているから」などの項目からなり、自分にない

優れたものの所有ということが共通に含まれている。

⑦「業績」

「成績が良いから」「勉強がよくできるから」「頭が良いから」などの項目からなり、成績

に関する要素が共通に含まれている。

さらに田崎は、フレンチとレイヴンの研究との対応関係について、「畏怖」は「強制勢力」

に、「指導性」は「正当勢力」に、「親和性」「明朗性」「外見性jは「参照勢力」に、「優越

性」「業績」は「専門勢力」にそれぞれ対応すると述べている（田崎1976,113-114頁)。

2社会的勢力の起源一ハーグリーヴス理論と社会的勢力一

(1)ハーグリーヴスの資源概念

では次に、社会心理学における勢力研究とは勢力規定において若干異なる立場をとるハー

グリーヴスの資源概念について触れておきたい。

ハーグリーヴスによれば、集団のインフォーマル構造は、二つの次元からとらえることが

できる。一つが好み(liking)に基づいた差異的ランクづけ(differentialranking)によって生

ずる、すなわち人気に基づく、ソシオメトリック地位ヒエラルヒー(sociometricstatus

hierarchy)であり、他の一つが勢力に基づいた差異的ランクづけによって生ずる、社会的勢

力地位ヒエラルヒー(sOcialpowerstatushierarchy)である(Hargreavesl972,pp.98-l00)。

それでは成員たちは、なぜ高いインフオーマル地位、すなわち、ソシオメトリック地位や

社会的勢力地位を得ることができるのであろうか。なぜ特定の者だけが人気や勢力を持つこ

とができるのであろうか。ハーグリーヴスは、それを解く鍵は財産と資源の両概念にあると

言う(Hargreavesl972,p.103)。

子どもの仲間集団を例に説明してみよう。子どもたちは集団の中にさまざまな財産

(property)を持ってくる。性格特性、技能、所有物、それらは皆、財産である。集団は、集

団目標や集団の価値を持っているので、ある財産は、他の財産よりも集団にとって価値のあ

るものである。例えば、野球のバットというある個人が有している財産は、野球に興味を持

っている集団にとっては、他の財産（サッカーポールなど）よりも価値のあるものである。

集団の課題達成に貢献すると成員たちによって評価されると、その財産は資源(resource)

となる。資源とは、集団成員たちにとって価値のある財産のことである。そしてこの資源を

成員が持っている場合、彼は集団の課題達成に貢献し、集団に利益をもたらすことになる。
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これによって彼は、集団成員たちに対する勢力を持つことができるのである。したがって、

このような資源を多く持っている成員ほど、勢力が強いと言える。またその資源は、野球の

バットやサッカーボールのような所有物である場合もあれば、腕力や運動能力のような技能

である場合もあれば、やさしさや明るさのような性格特性である場合もある。

例えば、野球をしたいと思っている子どもの仲間集団では、バットを持っている子どもは、

多かれ少なかれ野球をするかどうかを決定する力を持っている。バットが少なければ少ない

だけ、集団成員から高く評価され、それだけ所有者は成員たちに対して勢力を行使できるよ

うになる。バットという財産が資源となるのである。しかし皆がバットを持つようになれば、

バットを持っているということだけではバットの所有者が勢力を持つことにはならない。バ

ットが資源として評価されなくなるからである。

また、勢力を持つ成員は同時に人気も得ることになる。同じ資源が人気と勢力の基盤

(basis)となっているからである(Hargreavesl972,p.104)。例えば、友情の厚い性格特性、

すなわち友達を大切にするような性格特性は、集団生活を楽しくするので、集団成員によっ

て資源として高く評価される。しかしそれだけではない。友情の厚い性格特性は、同時に他

者の好みの感情も刺激し、ソシオメトリック地位を高める。野球の技能ではどうか。勝ちた

いと思っているチームの中では、技能は高く評価され、その成員に勢力が付加される。その

一方で、技能は称賛される。称賛は好みの一形態である。したがって、その成員は強い勢力

と同時に、高い人気も得ることになるのである。

このように集団のインフォーマル構造における、ソシオメトリック地位（人気）と社会的

勢力地位（勢力）は、資源によって規定される。後ほど詳しく述べるが、ここでは特に、こ

のように社会的勢力を規定する資源、交換理論的に言えば交換物のことを「社会的勢力の起

源」と呼びたい。

さらに付け加えておかなければならないのが、資源と集団構造が集団文化と密接な関係に

あるということである。ハーグリーヴスは、文化と構造は密接な関係にあると言う

(Hargreavesl972,pp.106-110)。文化により資源が規定され、その資源によって構造が決定さ

れるからである。すなわち、資源が文化に大きく依存しているがゆえに、文化が変化すれば

そこで評価される資源も変化し、その結果、成員間のソシオメトリック地位ヒエラルヒーと

社会的勢力地位ヒエラルヒーにも変化が生じ、インフォーマル構造が再編成されるのである。

このように集団は、それぞれの持っている文化により、ぞれぞれ違ったパターンのインフオ

ーマル構造を形成すると考えられる(2)。

このように、資源、集団構造は集団文化と密接な関係にあり、資源は常に安定したもので

あるとは限らない。したがって、資源概念に基づいた社会的勢力論は、個人一個人のみの静

的な関係として勢力をとらえるのではなく、個人一集団、個人一社会の観点をも含む、ダイ

ナミックなものであると言える。後にも触れるが、実はこのダイナミックな視点の欠如こそ

が、従来の社会的勢力研究にみられる問題点の一つである。

(2)学級における資源一ハーグリーヴス理論に基づいた実証的研究一

上記のハーグリーヴス理論に基づいた実証研究は、ハーグリーヴス自身も行っておらず、
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これまでなされてこなかった。そこで次には、ハーグリーヴスの立場をより具体的に示すた

めに、ハーグリーヴス理論に依拠した筆者の実証研究に簡単に触れておきたい。

以前筆者は､小学校の3年生から6年生､計6学級を対象とした調査を行いも資源が学級内

で人気と勢力に結びついていることを明らかにし、ハーグリーヴスの資源概念を検討した(3)。

ここでは特に詳しくは触れず、因子分析表（表1）と、共分散構造分析による結果（図1）

を示すにとどめておく。

なお、財産を問う質問項目は、「このクラスの中で、特に勉強ができるのは誰ですか」と

いったようなケス・フー・テストであり、人気・勢力の測定項目もほぼ同様なもので、「誰

と一緒に遊びたいか」「誰の言うことを聞いているか」といったようなものである。

表lから明らかなように、分析では五つの因子が抽出された。第一因子には、明るさ、面

白さ、話題の豊富さといった、明朗性を示す項目が抽出された。そこでこれを「明朗性」と

命名した。同様にして、責任感の強さ、学力、真面目さといった、リーダーシップに必要と

思われる項目が抽出された第二因子には「指導性｣、けんかの強さ、口げんかの強さ、運動

能力といった、活動性に関する項目が抽出された第三因子には「活動性｣、やさしさ、友情

の厚さといった、思いやりを示す項目が抽出された第四因子には「思いやり」、容姿、流行

への敏感さといった、外見に関する項目が抽出された第五因子には「外見性」とそれぞれ命

名した。なお、表中の（－）は数値がマイナスを示した因子名に付けている。

次に図1は、先ほど抽出された五つの因子が人気・勢力にどのような影響を与えているか

を分析したものである(4)。この図lに示された分析結果により明らかになったことを簡単に

表1財産の因子分析（バリマックス回転一基準化）

因子l

明朗性
因子2

指導性
因子3

活動性(一）
因子4

思いやり（－）
因子5

外見性(一）

-0.066

‐0.017

‐0.254

‐0.205

-0.005

-0.263

-0.156

0．211

‐0.060

0.027

-0.187

‐0.321

0.006

-0.064

明るさ

面白さ

話題の豊富さ

遊びの技能

責任感の強さ

学力

真面目さ

世話好きさ

けんかの強さ

口げんかの強さ

運動能力

遊びの知識

やさしさ

友情の厚さ

容姿

流行への敏感さ

所有物

因子負荷量2乗和

寄与率（％）

累積寄与率（％）

0.868

0.839

0.830

0.640

0.054

-0.061

-0.024

0．158

-0.197

-0.317

-0.216

-0.169

-0.086

-0.045

0.043

0.033
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0.054

0.001

-0.314

-0.135

-0.112

-0.148

-0.101

0.061

0.140

-0.050

-0.143

0.097

-0.004

-0.093

0.097

0.209

0.259

0.166

0.451
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注）因子負荷量は、絶対値が0.5帥以上のものを採用した。
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図1共分散構造分析による人気・勢力と各資源

述べると、まず第一に、学級内で資源となるものは「明朗性」「指導性」「活動性」「思いや

り」「外見性」に関する各資源であるということである。なぜならば、それらはすべて人気

ないしは勢力に有意な影響を与えているからである。そして、人気・勢力を規定している資

源の中でも特に重要なものは「思いやり」に関するものである。

第二に、特に人気の方を規定する資源と、特に勢力の方を規定する資源とが存在するとい

うことである。例えば、「活動性」は人気に結びついていないが、勢力には結びついている。

これは、けんかや口げんかの強さなどは、人気にはあまり必要なく、特に勢力を得るのに役

立つと解釈できる。また「思いやり」は勢力よりも特に人気の方へ影響を与えている。これ

は、「思いやり」に関する資源は、勢力よりも特に人気を得るのに役立つと解釈できる。

第三に明らかになったのは、矢印の示す通り、人気、勢力双方が、お互いに規定し合って

いるということである。つまり、人気・勢力は、資源によって規定されるだけでなく、人気

は勢力に、勢力は人気に、それぞれ規定されているということである。そしてその影響の強

さは、人気が勢力に影響を及ぼす強さよりも、勢力が人気に影響を及ぼす強さの方が大きい。

また、ここでは特に触れないが、資源を媒介とした学級文化と学級構造との関連性も、結

果からある程度見出すことができた。

もちろんこの研究は、学級における友人関係といった一定の対人関係を想定したものであ

り、より一般的な視点からの資源の検討を試みたものではない。また、インフォーマル構造

のみを問題としたため、フォーマル構造に付随する資源を考慮に入れていないという点で課
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題も残る。さらに、矢印の示す通り、資源から人気・勢力への一方的な規定のみで、双方向

の因果関係は見出せなかったが、実際問題としては、人気・勢力が資源を規定するというこ

とも充分考えられ得る。

3社会的勢力研究の問題点（1）－資源レベルと認知レベルの混同一

それではここで、これまで述べてきたフレンチとレイヴン、田崎、ハーグリーヴスという

主に三つの研究を踏まえて、社会的勢力研究の三つの問題点を指摘し、新たな視点を提示し

たい。最初に、従来の研究をハーグリーヴスの枠組に即して、交換理論の観点から整理、検

討し、第一の問題点を指摘する。

(1)フレンチとレイヴンの研究の位置づけ－認知レベルー

まず、フレンチとレイヴンの研究である。フレンチとレイヴンの研究は、主として勢力対

象の認知に着目したものであると言える。例えば、報酬勢力とは、勢力源の言うことに従う

ならば、勢力源は自分に対して報酬を与えてくれるであろうと勢力対象が思うことによって

生ずるものであり、参照勢力とは、勢力源に対する勢力対象の同一視、つまり、勢力対象が

自分も勢力源のようになりたいとか､勢力源のように行動したいと患うととによって生ずる

ものである。このように、フレンチとレイヴンの研究とは、主として勢力対象の認知に着目

したものであると言うことができる。

しかしながらこの研究では、そのような心理的変化の原因までには詳しく言及していない。

すなわち、どのような事実があるからこそ、そのような心理的変化が起こったのか、という

ところまではあまり問題としていないのである。例えば参照勢力は、勢力源に対する勢力対

象の同一視によって生ずる社会的勢力であるが、なぜ自分もそのようになりたいと思うのか、

勉強ができるからなのか、運動ができるからなのか、けんかが強いからなのか、かっこいい

からなのか、といったことまではあまり問題とされていない。ハーグリーヴスのように、交

換物そのものには目を向けていないのである。ここでは仮に、この心理的変化の起こる段階

を、「認知(cogninon)レベル」と呼ぶことにしたい。

(2)ハーグリーヴスの資源概念の位置づけ－資源レベルー

そのような心理的変化の起こった原因、勢力に結びつくもっと根底にある事実が、ハーグ

リーヴスの言う資源であろう。フレンチとレイヴンが問題としている心理的変化の原因、先

ほども述べたが、その資源をここでは「社会的勢力の起源」と呼びたい。

なお、ここであえて起源という表現を用いるのは、これまでの社会的勢力研究で用いられ

ている「基礎」「基盤」「源泉」との意味の違いを明確に示したいからである。ハーグリーヴ

スの用いているbasisという表現に従えば、基礎や基盤と呼んだ方が適切とも言えるが、そ

れらの用語は、社会心理学においてある一定の意味を持ったものとして定着してしまってい

る。ところが、ハーグリーヴスの言う資源は従来の基礎や基盤とは意味の異なるものである。

そこで、従来のものとは一線を画し、しかもハーグリーヴスの意味するところをより的確に
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表現するものとして「起源」という用語を用いたいのである。

ハーグリーヴスの研究がフレンチとレイヴンの研究と決定的に異なっているのは、交換物

そのものに目を向けている点である。フレンチとレイヴンが重点を置いているのは、あくま

でも社会的勢力の種類とそれらの生ずる心理的側面のみであるのに対し、ハーグリーヴスは、

その心理的変化の原因となる交換物を問題としている。さらに資源は、「認知レベル」のも

のよりははるかに明確なものである。明るい、面白い、勉強ができる、運動ができる、けん

かが強い、かっこいい、野球のバットなど、これらはすべて資源になり得る交換物である。

そこで、ここでは仮に、フレンチとレイヴンの「認知レベル」のものに対して、財産を「知

覚(perception)レベル｣、資源、すなわち社会的勢力の起源を、「資源レベル」のものと呼ぶ

ことにする（図2)。

それら三つは、まず勢力対象の知覚の対象として財産が存在し（知覚レベル)、次にそれ

に勢力対象の評価が加わり資源となり（資源レベル)、続いてその資源の認知が原因となっ

て心理的変化が起こる（認知レベル）という関係になっている。

より具体的に、先ほどの野球のバットが資源となり、勢力に結びつく場合で考えてみよう。

まず成員たちが、ある成員が野球のバットを持っているということを知覚する。野球をする

ためにはバットが必要なので、次にそのバットに評価が加わり資源となる。続いてその資源

により成員たちに、「所有者の言うことを聞かなければ野球ができない」という心理的変化

が起こる。そうしてそれが勢力へと結びついていくのである。このようにして生じた勢力は、

あえて言えば、報酬、強制勢力に相当するであろう(5)。この場合、野球のバットは報酬勢力

の起源、強制勢力の起源ということになる。

このようにフレンチとレイヴン、ハーグリーヴスの二つの研究の対応関係は資源一認知レ

ベルという観点から位置づけることができる。二つの研究は、対応はするであろうが観点の
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異なるものである。

(3)田崎の研究一資源レベルと認知レベルの混同一

次に、田崎の一連の研究はこの図2のモデルのどこに位置づくであろうか。結論から言え

ば、どこに位置づくかは一概には言いがたい。というのは、資源レベルと認知レベル双方と

も考慮に入れているからである。

例えば、勢力資源の「畏怖」は、「けんかになるのがいやだから」「うらまれるのがこわい

から」と、主に心理的なものを示す項目からなっている。認知レベルのもののみを問題とし、

なぜけんかになるのがいやなのか、体が大きいからなのかけんかが強いからなのかといった

原因までは問題とされていない。ところが、「外見性」を示す「カッコイイから」「スマート

だから」といったものは、むしろ交換物そのものを指し、ハーグリーヴスの述べる資源に近

いものである。

このように資源レベル、認知レベル双方の因子が抽出されたのは、項目作成の段階で、資

源レベルのものと認知レベルのものを区別していなかったからである。もちろん、因子分析

は、その背後にある共通性にしたがって情報を圧縮できる分析であるので、必ずしも因子を

構成する各項目が同一レベルのものである必要はないとも言える。しかし、概念上整理して

おいた方が無難である。

例えば、田崎の挙げる「畏怖」の場合で考えてみよう。この因子を構成する項目は、「け

んかになるのがいやだから」「うらまれるのがこわいから」「さからうほどの勇気がないから」

といったものである。しかし、これらの背後には、力の強さ、けんかの強さ、体の大きさな

ど、何らかの交換物があるはずである。そのように考えると、「けんかになるのがいや」と

いうのは、勢力を規定し得る原因と言うよりはむしろ、勢力源が何らかの交換物を持ち、勢

力を獲得した結果であるとも言える。

また実際、力の強さ、けんかの強さ、体の大きさといった項目は、「外見性」を構成して

いる。つまり、「畏怖」の原因となり得る項目が、別の因子である「外見性」に含まれてい

るのである。田崎の研究では、因子間の因果関係までは分析されていないが、これらは理論

的には因果となり得る。こう考えると、何に基づいて社会的勢力をとらえればよいかに混乱

をきたす。

このような混乱を避けるためには、交換物のみを項目に設定することが必要である。そう

したことから、先ほど触れた筆者の研究では、「明るさ」「学力」「けんかの強さ」「やさしさ」

など、交換物のみを測定し、因子分析を行った。

このように田崎の研究は、社会的交換の観点からみると、「資源レベル」のものと「認知

レベル」のものとを区別していないという点で、問題があるように思われる。また、このよ

うな傾向は、必ずしも田崎の研究にのみみられるものではない。例えばフレンチとレイヴン

の研究においてもそのようなあいまいさはみられる。もっとも、田崎の研究はハーグリーヴ

スの研究とは観点の異なるものであり、このような勢力のとらえ方もあってよいとも言える。

ただ、より純粋に勢力を規定するものを探ろうとするのであれば、社会的交換という観点に

立った方がよいと思われる。
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従来の研究にみられる第一の問題点は、「資源レベル」と「認知レベル」のものを混同し

てきたことである。

4社会的勢力研究の問題点（2）－人気と勢力の混同一

次に、第二の問題点である人気と勢力の混同について、ハーグリーヴスの立場から考察し

てみたい。

先ほど触れたように、今井(1986b)は、フレンチとレイヴンの五類型に「魅力勢力」な

るものを付け加え、その勢力は勢力対象の勢力源に対する好意・好感に基づいて生じるもの

であると述べている。この好意・好感というのは、ハーグリーヴスによれば、社会的勢力地

位ではなく、ソシオメトリック地位を生じさせるものである(6)。

次に先ほどの田崎の研究をみてみよう。「親和性」を構成する項目をみてみると、「仲良し

だから」「気軽に話せるから」というものがある。これらは勢力源が人気を獲得した結果で

あるとも考えられる。

これらの研究をみると、従来の社会心理学では、人気と勢力は概念的には別であるが、か

なり重複したものであるととらえられていることがわかる。実際、先ほど触れた筆者の研究

でも、二つの地位の相関係数は、全体で.716で有意であり、かなり相関が高い。しかしハー

グリーヴスは、二つの地位を必ずしも重複したものととらえず、相関が高いのも、先ほども

触れたように、同じ資源が人気と勢力の基盤(basis)となっているからであると述べている

(Hargreavesl972,p.104)。

ここで注目したいのが、先ほどの筆者の研究の図1である。これによると、人気が勢力を

規定している。と言っても最初から人気が存在し、それが勢力を規定しているわけではない。

そうした現象は、資源があるからこそ人気が生じ、それが勢力を規定するという、いわば二

段階を経ているものである。もっとも、先ほども述べたように、その逆に、勢力からの人気

規定もあり得る。

人気と勢力の関係をそのようにとらえると、ハーグリーヴスのように人気と勢力を並列的

にとらえる見方も可能であると言える。今後は、ハーグリーヴスのように、人気と勢力を並

列的にとらえた社会的勢力研究もあってしかるべきではないだろうか。

5社会的勢力研究の問題点（3）－ダイナミックな視点の欠如一

最後に第三の問題点として、ダイナミックな視点の欠如を挙げておきたい。

従来の社会的勢力研究では、あくまでも個人同士の関係から社会的勢力をとらえようとす

る傾向が強く、集団からの影響（集団規範と勢力との関係など)、社会からの影響（社会規

範と勢力との関係など）との関係から勢力をとらえようとする視点があまりなかった。した

がって、筆者の言う「社会的勢力の起源」も、あたかも普遍的なものであるかのようにとら

えられてきた。しかしながら、個人一集団、個人一社会関係をも含めて勢力をとらえようと

した場合、必ずしも社会的勢力の起源が普遍的なものではないことが明らかになる。バット
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という財産が常に資源になるとは限らないのである。

ハーグリーヴスは勢力をダイナミックにとらえる一つの視点として集団文化に注目した。

今後はハーグリーヴスの資源概念にみられるように、勢力をよりダイナミックにとらえてい

こうとする姿勢が必要であると思われる。

おわりに

本研究では教育社会学者、ハーグリーヴスの立場から、従来の社会的勢力に関する研究を、

再整理、再検討してきた。そしてその中で、従来の研究には、資源一認知レベルの混同、人

気と勢力の混同が存在し、さらに、社会的勢力を個人一個人関係におけるあまりにも静的な

ものととらえすぎていたことを指摘した。特に第一の問題点に関連しては、社会的勢力研究

の将来展望として「社会的勢力を社会的交換理論の中に位置づけたりしてみる方法が考えら

れるであろう」（渕上1990,19頁）との指摘もあり、今後注目される問題であると思われる。

今後は、このあたりのことを念頭に置いて研究を進めていく必要があろう。

（にしもと．ひろき広島大学大学院）

注

(1)資源(resource)という用語を最初に用いたのはゴールド(Goldl958)であるが、ハーグリーヴス

はそれを発展させ、資源概念という形でさらに明確なものとした。

(2)実際、先行研究においても、文化と構造が密接な関係にあるということを示し、彼の理論を裏づけ

る研究は存在する（住田1985,Simpson&Rosenholtzl986など)。

(3)この研究は、1994年、第46回日本教育社会学会（於：椙山女学園大学）において発表されたもので

ある。

(4)モデルの適合度の指標には、X2，X2/df比、goodness-of-fitindex(GFI)、adjustedgoodness-of-fit

index(AGFI)およびCriticalN(CN)を用いた。これらの指標に関しては古屋野(1993)が詳しい。

なお、図中の矢印上の数値は、標準化偏回帰係数であり、これらの絶対値が大きいほど強い影響を

与えているということを示す。さらにこれらの矢印は、すべて有意であるものしか示していないこと

に注意されたい。

(5)今井(1986b)は、報酬勢力、強制勢力という二つの勢力を、因子分析により一つにまとめている。

このことからも明らかなように、これら二つは、概念的に対をなすものである。

(6)先に触れたように、ハーグリーヴスによれば、ソシオメトリック地位は好み(liking)に基づいてい
る。これは、今井の言う好意・好感にあたる。
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