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資本に依存する中産階級
―

西洋型社会における中産階級の現状を視点に

龍

―

瀟
はじめに

近年、西洋型社会の中産階級の研究が盛んになり、政治学、経済学、社会学など様々な分野か
ら注目を浴びている。ところが、これらの研究に、社会構造の分類について共通する点がある。
即ち中産階級の範囲をなるべく拡大すると同時に、雇用労働者の範囲をなるべく縮小する傾向が
ある。そしてこのような手段を用いて現代社会の「中産階級化」理論を構築し、資本主義発展の
新段階を解釈しようとしている。マルクス主義の生産手段の所有関係を基礎とした階級分析理論
に対抗し、多元的な分析要素を取り入れたのである。これらの理論を生み出した社会基礎を考え
れば、専門技術や知識を特徴とした新中産階級の発展は、現代資本主義社会に現れた新しい経済
的要素を反映するものだけでなく、科学革命や情報社会を推進する主な担い手である一方、人力
資本を積極的に唱える理論は、社会を「資本本位」から「人間本位」に変遷させることに有利な
のである。これは産業構造の変化を刺激する動力にもなれば、「知識」を中心とする現代生産力
の発展に必要な要素にもなるのである。また、西洋型社会の自由主義、個人主義や市民社会理論、
市場理論、人権理論などが社会研究において範囲を拡大しようとする意志を表しただけでなく、
将来の社会構想や新しい理論の出現のために倫理的文脈を整える意向もある。これは現代産業社
会から「脱産業社会」若しくは「脱現代社会」への変革期における中産階級理論の出現を促した
のである。
学者が西洋型社会の中産階級の社会的機能に関する論述は一般的に受け入れられているが、本
稿では、これらの機能が有効に、正常に発揮するには、前提と条件があると考える。ところが、
現代の中産階級はすでに利益が同一の集団ではなく、その自身も分化や再構築の過程にあり、そ
れに社会的、政治的、経済的地位も常に変動し、資本主義における一連の社会問題を反映してい
る。そのため、「安定」は中産階級が固有する特徴でもなく、自然の属性でもない。「緩和剤」も
彼らの先天的な機能ではない。不安定な過渡的な社会集団として、社会秩序との関係には必ず不
安定の面がある。
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一、両極化、独占資本と中産階級
1 ．両極化と中産階級
第二次世界大戦後、西洋の先進諸国の経済と科学技術の発展で、中産階級は成長の「黄金期」
を迎え、「豊かな社会」がもたらした繁栄を享受した。ところが、70 年代以降、景気の不調や経
済危機等の出現につれ、中産階級の発展も分化、委縮の態勢を見せ始めた。社会構造の中の中産
階級は人数でいえば大きな割合を占めるが、格差社会や両極化の深刻化を阻止することができな
かったし、その自身の分化を阻止することもできなかった。分化の状況は、二つの点を通して窺
うことができる。
一、社会の貧富格差は中産階級の安定性に直接影響する要素である。スウェーデン、フィンラ
ンド、ノルウェーなど北欧の福祉国家を除き、先進資本主義諸国における貧富の格差はますます
深刻化している。アメリカの経済学者であるエドワード・ウォルフ（Edward N. Wolf）の統計に
よれば、1983 年から 1989 年までの間、アメリカ全体に増加した富みの 99％は最も裕福な 20％
の世帯に集中した。さらに、最も裕福な 1％の世帯は 62％の増加した富みを占めていた1）。アメ
リカ連邦準備制度理事会（FRB）の調査によれば、20％の最も貧困な世帯が所有する純資産は 0
若しくは 0 以下であり、10％の最も裕福な世帯は純資産の 57％を所有する。1979 年から 1997 年
までの間、最も裕福な 1％の人口の収入は 157％増加し、中産階級の場合は 10％しかなく、減少
する貧困層さえある2）。20 世紀 90 年代以降、アメリカにおける世帯収入の格差は第二次世界大
戦以来最も深刻な状況に達していた3）。統計によれば、20％収入が最も多い世帯は、全国総収入
の 56％を占め、所有する財産は全国総財産の 83％に達している。さらに、最上位の 1％の世帯
は全国総収入の 17％を占め、38％の全国総財産を所有している。そして、今までの 20 年間、百
万長者の数が倍に、480 万人に達し、千万長者の人数は 3 倍も増え、66,500 人から 239,400 人ま
で増加したのである。1999 年アメリカ最大手の 900 の国際企業では、利潤率は前年比で 19％も
増加したのに対し、労働コストは 1.8％しか増加しなかった4）。一方、2005 年アメリカ教育協会
の調査では、教師の収入は 10 年前からまったく増加せず、1/3 の新入教師は三年内、1/2 の新
入教師は五年内に教職から離脱したという5）。
20 世紀 70 年代から、アメリカの貧困率は年々上昇し、1979 年の 11.7％から 1997 年の 19％ま
で増加した。2000 年に発表された貧困基準によれば、四人家族の平均年収が 19,500 ドル以下で
あれば貧困層である。この基準で計算すれば、アメリカ人口の 17％は貧困人口で、4,700 万人に
達した6）。イギリスが 2005 年に 8 つの先進国について調査を行った結果、アメリカの格差現象
は最も深刻で、貧困率は先進国の中で最も高いのである7）。アメリカの経済学者であるフレデ
リック・プライヤー（Frederic L. Pryor）は「これからの十数年間、収入と富みは不平等に分配
され続けるであろう。富裕層と貧困層の間の収入格差の拡大で政府が経済のマイナス的な衝撃に
有効に対処することができず、準備金利が減少し、経済成長が停滞する恐れがある。貧富の格差
が拡大する社会的影響の経済体制に対する重要性は経済に対する重要性よりも大きいと私は信じ
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る」と指摘している8）。2004 年アメリカで行われた大統領選挙では、民主党の候補者であるジョ
ン・ケリーは「中産階級の悲惨指数」という報告でブッシュ政府の経済政策を非難した。この指
数には中産階級の世帯平均収入、大学学費、医療費、ガソリン、失業、住宅所有率など様々な経
済的状況を含んでいた。そしてこの指数は今までの三年間で 13 ポイントも下降し、悪化最も深
刻な三年であると指摘した9）。調査によれば、2000 年から 2005 年までの間、アメリカの経済は
12％成長したが、中等収入者の収入は逆に 2000 年より低下していると指摘されている10）。
アメリカと同じように、ヨーロッパの先進諸国における貧富の格差も深刻化している。プライ
ヤーの研究によれば、1975 年以降の 20 年間、イギリス、ドイツ、日本における収入の格差はい
ずれも拡大してきたのである11）。1979 年から 1995 年の間、イギリスにおける最も収入が低い
10％の人口の収入は総収入の 4.2％から 3.2％に落ち、収入が最も高い 10％の人口の収入は 21％
から 26％まで上昇した。収入の格差は 25 倍から 35 倍まで増えた12）。2005 年個人破産を申請す
る人数は 50％増え、史上最悪であった13）。フランスは 90 年代以降、失業率は 10％まで登ること
に対し、最も裕福な 10％の人口は全国総財産の 54％を占め、最も貧困の 10％の人口は 0.1％し
かなかった14）。2000 年から 2003 年の間、フランスにある 40 の最大手上場企業の社長の給与は
80％も増えたのである。左翼の活動家や労働組合が見るには、「従業員の中で、もっと多くの新
入社員は自分のことを資本家にあこがれ、労働者を軽蔑する『ホワイト・カラー』と思わなく
なってきた。彼らは資本主義社会の『中間のフランス人』というイメージを失ったのである。彼
らは労働者階級との間にそれほど深刻な差がないことをようやく気付いたのである」15）。1997 年
ドイツの研究によれば、6％最も裕福なドイツ人は全財産の三分の一を所有するのに対し、人口
の 50％を占める中・低収入者は現金財産の 10％しか所有しない16）。
欧州連合の分析においても、1997 年最も裕福な 10％の人は全収入の 25％を占めるが、収入が
最も低い 10％の人は全収入の 3％しか占めないのである17）。ポルトガルでは、最も裕福な 10％
の人口と最もの貧困の 10％の人口が全国の収入を占める割合は 28％対 2％で、欧州連合の加盟
国の中で貧富の格差が最も深刻な国であった18）。20 世紀 80 年代以降、ヨーロッパ諸国における
失業率は上昇し続け、90 年代末になると、欧州連盟における失業人口は 2,000 万人（失業率は
11％）に達し、中にもスペインは 20％に達したのである。2004 年になっても 8.8％留まっていた。
一方、ドイツにおける正常の労働関係にある就労者（即ち法律で保障されていない不法就労など
を除いた就労者）は労働人口の 55％しかなかった。イタリアやイギリスの場合はさらにひど
かった19）。そのためドイツの社会学者であるウルリッヒ・ベック（Ulrich Beck）は、第三産業
の神話を持っても西洋の労働社会における危機を救うすべがないと感嘆したのである20）。80 年
代後半、西ヨーロッパの社会構造は「10：20：70」の様相を呈するという説があったが21）、労働
の自動化や合理化につれ、
「20：80」の社会構造を唱える味方も見られる。即ち現在の 20％の労
働力で商品の生産やサービスに充分であり、残りの 80％の労働力は準失業人口と見なす観点で
ある。西欧社会では、中産階級は失業の脅威に圧迫され、無産者化の過程がすでに始まり、彼ら
はこの過程の中で社会の下層に落ちるのであろう。
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格差の深刻化により、西洋型社会の中産階級は将来について悩んでいる。これについて、ドイ
ツの社会学者であるユルゲン・ハーバーマス（Jurgen Habermas）は懸念を示した。即ち現代資
本主義社会における各種の指標はすでに、両極の分化、貧困層の拡大、社会は不安になりつつあ
り、そして経済的不安は必ず政治的不安につながると深刻な問題を示していた22）。ダーレンドル
フも労働の危機は最終的に社会の失調をもたらすと考えた23）。
二、中産階級自身が不安定性を持つだけでなく、その内部に現れる分化現象も無視できない。
2005 年アメリカでは 50 万もの新しい企業が建てられ、1 年以内に 40％が倒産し、5 年以内の倒
産率はさらに 80％に昇り、10 年以内に 96％がつぶされた。1996 年フランスでは平均的に 1 カ月
に 2,200 もの企業が倒産した。日本では 1998 年の前半だけで 13,000 もの企業が倒産した。調査
によれば、アメリカでは 62％の企業の寿命は最大 5 年で、中小企業の平均寿命は最大 7 年である。
大企業の場合たかが 40 年であり、一般の国際企業は 10〜12 年ということである24）。中小企業は
規模が小さく、資金力も弱いため、資本主義市場経済の激しい競争の中取り遅れてつぶされやす
いのである。それに大企業のために部品の生産・加工などで依存度の高い中小企業も数多く存在
し、大企業に統合される危機も常にある。このような現状により、中産階級自身にも強い変化性
と不安定性を帯びているのである。
1980 年〜1994 年の間、イギリスの富の分配において、最も裕福な 5％の人が所有する富みは
24％から 25％まで上昇したが、50％の中・下層者の場合は 21％から 17％まで下降した。格差拡
大の主な原因は中等階層の分化にあるとイギリスの社会統計部門の統計によって分かった25）。一
方、イギリス社会安全部門の調査によれば、1979 年〜1995 年の間、イギリスの週間一人当たり
収入は 208 ポンドから 286 ポンドまで上昇したが、この平均線以下の人口の割合は 59％から
62％まで増加した26）。研究によれば、近年では、社会の下層に落ちたイギリス中産階級は約 380
万人であり、中産階級人口の 14％を占めている27）。中国の社会学者である殷叙彝はこの現象に
ついて、「一時的な失業は部門の長或いはエンジニアを社会的、経済的落とすことができる」と、
さらに貧困のリスクはすでに中等収入者にしみ込んでいるため、現行の経済制度に対する批判も
厳しくなってきた。「階級矛盾と階級闘争の古典的理論は現在の社会的、経済的現実を描くに最
適である」と指摘している28）。この状況は社会の安定に不利であるので、学者は新自由主義がカ
バーした中産階級の真実を暴こうとした。例えばウルリッヒ・ベックは下記のように指摘してい
る。

「多くの人は、社会にサービスを提供することで失業の脅威から解放されると信じており、
それを第三産業の神話として祭り上げたが、事実は反対だった。サービス業において、伝統
的な、保障される職業は台頭したばかりの自動化の波により潰される。例えばコンピュー
ター制御の銀行システムは多くの職を消失させるし、通信業も供給を拡大することで 60,000
ものポストの節約を図っている。他にタイピストや速記者などのような職も将来存在しない
だろう」29）。
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アジアの先進国で「一億総中流」を誇る日本においては、「亀裂する『中流』」の論戦から「中
流崩壊」の論戦まで、中産階級の分化や衰退を描く著作が数多く出版された。『「中流」の幻想』
（岸本重陳、1985）、『中流幻想の崩壊』（上野千鶴子、1987）、『2010 中流階級消失』（田中勝博、
1988）、『不平等社会日本 ― さよなら総中流』（佐藤俊樹、2000）などがあげられる。共通点は
中産階級の限界を説き、中流社会の平等、豊かの表象に隠された現実における中産階級の分化及
び格差を暴きだすことである。日本の自殺を最高に記録した 2003 年は 34,427 人を記録し30）、ア
メリカ人自殺者の 2 倍も達している31）。2010 年日本の自殺者の中、「経済・生活問題」で自ら命
を絶った人数は 7,438 人で、当年度自殺者の 22.3％を占め、自殺原因の二位であった（一位は
32）
。2001 年から 2011 年の間、生活保護を受ける人数は
「健康問題」で全体の 47.4％であった）

1,101,173 人から 2,024,089 人まで増加し、ほぼ倍になったのである。同時に、教育扶助を受ける
人数も 2001 年の 99,913 人から 2011 年の 156,221 まで増加し、56.4％の増加率を見せたのであ
る33）。日本人はますます「不均衡社会」の存在に気付き、2005 年の SSM 調査では、自分を「中
の下」、或いは下層と思う被調査者は 60％以上に昇っていた34）。日本の相対貧困率も年々上昇し、
2009 年厚生労働省の調査によると、当年度の貧困率は 16％も超えている35）。さらに厚生労働省
が行った「生活意識」に関する調査では、2010 年の被調査者のなか、
「大変苦しい」又は「やや
苦しい」と回答したのは全体の 59.4％を占め、2005 年の 55.2％と比べたら上昇の傾向が窺え
る36）。これも日本社会における両極分化の深刻さを示している。
総じて言えば、西洋型先進諸国の中産階級は内的・外的不安定性を抱え、彼らの社会機能はか
なりの程度で制限されている。これらの「制限」で「一部の中産階級が『無産者化』するのは不
可避」であろう37）。
2 ．中産階級が委縮する原因に関する思考
20 世紀 70 年代以降、西洋型社会の中産階級は委縮の傾向を見せてきた。彼ら本来持つ制度性
の原因のほかに、下記のいくつかの点も考えられる。
一、グローバル化の影響である。英米や日本など先進諸国の大手企業はコスト削減や国際競争
力を上げるため、労働集約型の産業例えば、自動車製造、電子製品、服装加工などを中国や東南
アジアのような途上国に移転したのである。例えば 150 年以上の歴史を持つアメリカのジーン
ズ・メーカーであるリーバイス・ストラウス（Levi Strauss & Co.）は製造加工を中国広東省に移
転した。最低月給 63.75 ドルの人件費は、アメリカでは 12 ドルの時給より遥かに安いからであ
る38）。調査によれば、フランスで一枚のシャツを生産するのには、人件費は総コストの半分以上
占めるが、中国製のシャツであれば総コストはフランスでの労働コストの半分しかなかったので
ある39）。一方、ラテン・アメリカやアジア制の安価商品は大量に欧米の市場に進出し、それと同
時に進出しているのは低賃金の移民労働者である。これは英米などの労働者市場の賃金に影響す
るだけでなく、多くの企業の管理職のポストや収入分配にも影響を及ぼした。その他、世界規模
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の労働力市場の拡大により、技術移民が増え、英米では優秀な人材を集める一方、専門技術者の
就職難も問題になっている。そのため、西洋型先進諸国が積極的に世界経済を受け入れることは、
つまり富みの分配、就職等の指標はさらに不平等になることを意味する。
二、知識領域における変革と情報技術を主導とする新しい技術の普及である。マルクスはかつ
て「蒸気、電力及び自動織機はバルベス、ラスバイル、ブラウンキ諸君よりさらに危険な革命家
である」と指摘したが40）、これは新しい技術革命にも適応する。新しい技術は普遍に採用され、
職業の構造の軽減だけでなく、企業の組織構造や生産構造にも多大な影響を与えた一方、技術自
身の更新も加速し、一部の最新技術を身につけている専門技術者は高利潤産業に就き、上層階級
に入り、「技術貴族」になる。逆に技術の更新に取り遅れて専門技術者は没落し、下層階級に落
ち、新しい貧困層に陥る。
三、新自由主義の流行により、政府の福祉と財政政策の変化は再分配の機能を弱めたのである。
例えばイギリスでは最近の 20 年間、経済の成長率が低く、政府は福祉基準を下げ、或いは福祉
項目を減少した。その連鎖反応で、企業や会社は社会保険税や福祉支出を削減するため従業員の
削減に乗り出し、失業率の高騰をもたらした。ドイツ国内の失業率も高く、2005 年まで生活保
護を受ける人数は 500 万人に昇り、労働力の 12％も占めている。そのため、政府は福祉政府を
改正し、多くのドイツ人は海外に出稼ぎすることを余儀なくされた。統計によると、オーストリ
アに出稼ぎするドイツ人は 2000 年以来倍になり、45,000 人以上になり、トルコに次いでオース
トリアで就労する外国人の二位になったのである。日本では、戦後の高度成長で低い失業率で
あったが、バブル経済崩壊後失業率が高騰し、2001 年時点で 5％弱であり、2002 年の完全失業
率は 5.5％になり、2009 年には 5.7％と過去最高であった41）。アメリカでは近年、公共福祉に市
場化を導入し、新しい福祉政策を打ち出し、福祉コストを削減した。これは明らかに中・下層世
帯の利益に影響している。1977 年以降の税制改革は富裕層を対象とした減税政策で、この一連
の改革で、結果的に 1980 年高収入者に平均で 48,211 ドルの減税をもたらし、中等収入世帯は平
均で 460 ドル増税されてことになる42）。
他には、前述においてすでに述べたように、20 世紀 70 年代以降の「生産過剰」と経済、金融
危機などによる消費市場に対する影響である。
上記の原因により、西洋社会の貧富格差は 20 世紀の 30 年代以降最も深刻な時期を迎えた。貧
富格差の深刻さは社会構造にも影響する。近年の中産階級規模の縮小問題において、無視できな
い問題は、貧困は経済の不調によるものでなく、新しい繁栄は一部の人の状況を悪くするのであ
る。富み、就職など経済的要素は以前より不平等になりつつあるのである。これについて、マイ
ケル・ハリントン（Michael Harrington）は『もうひとつのアメリカ』（The Other America:
Poverty in the United States）において、「一部の人は進歩とは無関係である。もっと残酷な事実
は、一部のアメリカ人は新しい発明と機械の被害者になったのである。彼らにとって生産力の増
加は失業を意味し、農業の進歩は飢餓を意味する」と指摘している43）。即ち、社会が変遷してい
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る中、外的と内的な不安定の要素により、中産階級の中の中・下層部は脆弱になり、階級構造に
おいても最も敏感な階層になる。その社会的地位も態度も曖昧であり、社会においての不安感と
不確定性こそ彼らの悩みの源であろう。
3 ．独占資本と中産階級
中産階級の委縮と衰頽と対照的に、独占資本の権力と規模は空前的な成長を遂げた。アメリカ
の 50 の最大手銀行に全国の銀行資産が集中しているし、交通、通信なども半数以上最大手の 50
の企業に集中している。さらに保険業資産の三分の二は最大手の 50 の保険会社に集中している
し、三大放送網に全国 90％以上のテレビ番組を集中している。15 のウォール・ストリートの投
資会社は国家安全にも進出している。日本においても、三菱、住友等の財団はほぼ全国の重工業
を包括している44）。20 世紀 80 年代、先進資本主義国家の GDP に、国際企業は 40％以上占め、
1996 年国際企業は世界貿易の三分の二を占めている。今世紀に入り、国際企業はさらに 80％以
上の対外直接投資と 90％以上の国際技術の開発と譲渡をコントロールしている45）。実際、先進
国の経済は大財団や金融寡頭が操縦していることはもはや秘密ではない。経済のグローバル化の
影響で、国際資本の政治力、経済力が急成長、一部の中・小国家よりも大きな経済力を持つよう
になった。国際石油企業の利益を保障するためにアメリカ政府は環境対策である京都議定書から
退 出 す る く ら い の 影 響 力 を 持 っ て い る。 ア メ リ カ の 経 営 学 者 で あ る ジ ョ ー ジ・ ロ ッ ジ ー
（George C. Lodge）は『相互依存時代における国際経営学』（Managing Globalization in the Age
of Interdependence）において、「債務の返済、投資の誘致、就職の増加のため、政府は国際企業
を受け入れるだけでなく、機嫌をとらなければならないのである」と指摘している46）。
現代経済のグローバル化は、その実質は資本運行の国際化である。国際資本は規模の効果を得
るために、企業自身の拡大、企業間の併合等の手段を通して経営の規模を拡大しなければならな
い。これは市場占有率の増加だけでなく、独占資本のさらなる強化につながる。国連貿易開発会
議（United Nations Conference on Trade and Development）の統計によれば、国際企業の数は 80
年代の 1 万社から 2000 年の 6 万社まで増加し、海外の子会社や支社の数は 10 万社から 82 万社
まで発展してきた47）。1996 年全米第四規模のケミカル銀行はマンハッタン銀行と合併し、総資
産 2,990 億ドルのチェース・マンハッタンを成立した。1999 年フリート銀行はポストン銀行を買
収し、総資産 1,740 億ドルに昇り、全米第八のメガバンクになった。1999 年メルセデス・ベンツ
（従業員 30 万人）とクライスラー（従業員 12.8 万人）と合併し、ダイムラー・クライスラーを
成立し、920 億ドルの総資産を擁した。統計によれば、150 社最大手国際企業の中、何らかの形
で結びついているのは 90％に昇る。生産と資本の集中により世界規模の独占市場が形成しつつ
ある。これは国際企業が世界経済を主導する勢力になり、国際間の独占同盟の形成、独占資本の
強化を示している。
資本主義国家は独占資本と結合すると、国家独占資本主義が現れた。国家独占資本主義は経済
のグローバル化の発展のための重要な制度的条件であり、資本の国際独占への発展を維持し保障
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したのである。これは先進国と途上国との間の格差を拡大しただけでなく、国際資本が金融投資、
国際貿易や生産などに対する操縦も強化したのである。従って、現代社会において、情報、技術、
人材、資本などを所有する独占資本こそ、「スウェット・ショップ」とスーパー億万長者の製造
者で、不公平、不平等、不合理な社会制度や階級闘争、ファシズムの根源である48）。
マルクスはかつて、「資本は個人の力でなく、社会的な力なのである」と指摘している49）。資
本は集中された社会の力であるからこそ、経済における独占は政治資源の独占に至るのである。
そのため、資本が富みに対する完全なコントロールは、必然的に政府に対するコントロールにな
るのである。市場と資本のグローバル化は独占資本家に互いに手を組ませた。しかしながら、独
占資本や国際資本のぼう大化と対照的に、個人主義、自由主義、価値の多元化、利益の多元化に
解体された中産階級の発展は取り遅れられたとしか言いようがないのであろう。伝統的な旧中産
階級は反独占と呼び続けてはいるが、資本の発展に依存し、資本主義の分配制度から利益を得た
新中産階級は政治的に成熟した勢力になれなかった。経済と政治を操縦する独占資本は中産階級
のために機会も活躍の舞台も作らなかったにもかかわらず、中産階級の盛衰栄辱は独占資本に依
存せざるを得なかった。数多くのリストラ事案から窺えるように、資本経済にいったん問題若し
くは危機があれば、真っ先に影響を受けるのは中産階級である。資本主義国家のイデオロギーに
おいて主導するのはブルジョワジーの思想意識のほか、資本の意識も主導権を握っている。即ち、
資本は依然として資本主義社会の核心位置に据え、資本主義国家の政治と経済の主導である。新
中産階級は人力資本、知識資本において発展は遂げているが、上層階級が造った環境の中でわき
役を演じざるを得ない。資本の世界で、ロマンチックになるのは中産階級にとって容易なことで
ない。

二、西洋型社会における中産階級の経済的地位、生活スタイルと政治態度
経済的地位、生活スタイルと政治態度から現代西洋型社会の中産階級を分析すれば、市場能力
があるものの、異質な社会集団から構成され、階層構造の複雑性によって、社会行為に多重傾向、
複雑性や矛盾性を帯びている。
1 ．脆弱と敏感：中産階級の経済的地位
アメリカの歴史学者であるジョン・スメール（John Smail）は「競争の倫理、利潤追求の動機、
経営への欲望、この三つは中産階級の特徴である」50）と指摘したように、西洋型社会の中産階級
の夢はまさに「華奢な家屋」と「高級自動車」であろう。ところが彼らの経済的地位は脆弱で敏
感なのである。メディアが宣伝する中産階級の「安定」で、「裕福」で、「快適な」生活は、大多
数の中産階級の現実ではなかったのである。彼らはまともな生活と消費を保つために、危険な生
活を暮らしている ―「金融会社は我々の将来の収入を抵当する機会をくれたが、我々の将来そ
のものは不安になって行く」のである51）。このような不安と矛盾な気持ちは常に中産階級に伴っ
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ている。債務によって経済が発展するアメリカでは、仕事があれば融資を受けて住宅や自動車な
どを買うことができる。日本では、2011 年度登録された貸金件数は 1,463 万人で 2,431 万件であ
り、残高は 102,163 億円に昇っていた。その中、住宅ローンは 14.2％を占めた52）。仕事をいった
ん失え、返済能力がなくなれば、住宅や自動車などを銀行に取り上げられる。即ち、中産階級の
「まともな生活」は、将来の収入を借り越して消費したものである。調査によれば、2005 年アメ
リカの未返済カードローン残高は 8,380 億ドルに昇り、その中の多くは中産階級世帯であった53）。
従って、中産階級に臨む最大な脅威は失業であろう。それと同時に、アメリカは貯蓄の減少によ
る危機にも直面している。個人の貯金が減り続け、収入の貯金率はわずか 1.3％であり、第二次
世界大戦後もっとも低い時期である。貯蓄の低下により、銀行が投資を減少せざるを得ないし、
アメリカが債務危機に陥ることにもつながっている。中産階級が借り越しの手段で自らと家族の
生活を改善するような信用経済は、支配可能な収入より債務のほうが高いという結果をもたらす。
これは中産階級の純資産を減らすと同時に、彼らの未来を揺れており、定かでない幻にしたので
ある。
2005 年以来、利息上昇、ガソリン価格の高騰、台風、不動産バブルなどさまざまな原因で、
新しい倒産法案が実施する 10 月 17 日までに、大量のアメリカ人は個人倒産を申請した。10 月
17 日までのわずか一週間で 50 万人は倒産を宣告し、2004 年全体の三分の一に相当する。アメリ
カ国民全体の負債額はすでに 8 兆億ドルを超えている。その負債の増加は主に不動産価格の上昇
によるローンの増加に由来する54）。その影響は次第に拡大し、やがて 2008 年のリーマン・
ショックに至り、世界規模の金融危機を引き起こしたのである。
信用による消費の危険さだけでなく、健康消費も同様に人の不安を喚起する。アメリカ人は毎
年、健康にかける費用はほかの先進国の 2 倍〜4 倍である。2005 年の調査によれば、アメリカで
は、高額な医療費を支払いきれないため倒産する人は 200 万人に上り、個人倒産件数の半数を占
めている。その中、医療費で負債するアメリカ人の多くは健康保険に加入していない中産階級で
あることもわかった。この研究を主導するハーバー大学医学校の副教授であるデイヴィッド・ヒ
メルステイン（David Himelstein）はこれについて、「これらの倒産者の中の大多数は一般的なア
メリカ人である。研究結果に非常に不安を感じる。ビル・ゲイツでもない限り、重大な病気で人
を倒産の窮地に迫るのである」と不安を示している55）。2006 年の調査によれば、41％の年収 2〜
4 万ドルのアメリカ人は医療保険に加入していないことがわかった。会社のために数十年働き、
退職後に退職金と医療保険を保証される中産階級の「アメリカン・ドリーム」は現在、多くの会
社において実現されにくくなっている。1988 年〜2004 年の間、200 人以上を従業員を抱えるア
メリカの企業の中、退職者のために健康保険を加入するのは 66％から 36％まで下がってきたの
である。たとえば IBM は企業の健康的な財務を保障するために、従業員の年金計画を中止した
のである56）。
一定の消費水準と「まともな生活」を維持するために、中産階級は労働時間を増やさざるを得
ない。1998 年間労働時間が 3,885 時間であったアメリカの夫婦は、1989 年の年間労働時間より
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247 時間、つまり一ヶ月間の労働を増やしたのである57）。イギリスでは 1984 年〜1996 年の間、
週に 48 時間働く労働者は 275 万人から 400 万人近くまで増加し、正式雇用者の 25％を示してい
る58）。すなわち債務を返済するために労働時間を延長せざるを得ない「ワーキング・プア」が多
くなりつつあるのである。研究によれば、労働時間の延長、プレッシャーの増大などで、従業員
の心理的な問題で会社に毎年 3,050 億ドルの損失をもたらしている59）。ところが、中産階級は経
済的地位において収入の減少、消費支出の増加、債務圧力の増大などに悩むだけでなく、もっと
も不安なのは、常にリストラの脅威にあることである。一部の国際企業は好調にもかかわらずリ
ストラを行っている。たとえば 2004 年 12 月、アメリカの通信会社 CINGULAR はあるサービス
会社を買収したにもかかわらず、7,000 人のリストラを行った。シティバンクは支出を削減し
2005 年 2 月に 2％、つまり千あまりの従業員をリストラした。2005 年 1 月、ピープルソフトの
買収に成功したオラクルは、5,000 人に昇るリストラ計画に乗り出した。同じ 2005 年、ジレット
社の買収後、P&G は 3,000 人の従業員を削減した。2005 年 2 月、通信大手の SBC コミュニケー
ションズは AT&T を買収し、1.3 万人を削減した。リストラされるのは主に営業、ネット管理及
びほかのカスタマー・サービスにかかわる従業員であった。さらにそのほか、HP は 2005 年 1 月、
数千のポストを調整した。IBM は 2005 年 3 月、フランス・スウェーデン・ドイツで 3,138 人の
従業員を削減し、7 の施設をシャットダウンした。2006 年 6 月、アメリカのゼネラルモーターズ
は 3.5 万人を削減し、9 月にフォードも 7.5 万人に昇る従業員を削減した。ドイツにおいても、
銀行業最大手のドイツ銀行は 2005 年、3,280 人、電気業大手のシーメンスは 2,350 を削減した。
2006 年 12 月自動車大手のフォルクスワーゲンは 2 万人に昇るリストラ計画を打ち出し、ドイツ、
フランス、ベルギー、ポルトガルなどにおける従業員の不満を買い、デモやストライキを起こさ
れたのである。研究によれば、失業者の中三分の一はホワイト・カラー階層であり、そしてこの
割合が拡大する傾向を示している60）。すなわち、失業の脅威と地位下降の恐慌、ならびに仕事の
圧力と子育て、子供の教育、結婚、家計、ローンなどさまざまな問題は終始中産階級の日常から
離れないし、「無産者化」しないように、仕事に用心深く、必死に働いている。
中産階級の経済的地位の脆弱性は、経済の波動に敏感に反映するのである。2006 年の調査に
よれば、ガソリン価格の高騰により、年収 5 万〜7.5 万ドルの被調査者の 60％は困ると考えてい
る。70％は家計の支出に影響していると考え、50％の被調査者は休暇の計画をキャンセルし、三
分の二は自動車の利用を減少するか車載のエアコンをつけないようにすると考えているなど、消
費欲が低下したことがわかった61）。中産階級が収入と社会分配に対する見方からすれば、リプ
セットが指摘したように、54％の労働者被調査者は「平均的な収入」に賛同する傾向を見せてい
るが、55％の中産階級被調査者は収入差の縮小に反対し、会社への貢献により分配すべく、収入
の格差を拡大するよう主張している62）一方、上層階級との収入の格差が大きいと訴え、失業の
危機に講義し、ストライキを起こしている。2005 年ニューヨークの公共交通の職員は賃上げや
年金などの問題で、三日にわたるストライキを行い、経済的損失は 10 億ドルに昇っているが、
労使間の矛盾は依然として緩和されない。イギリスでは、2005 年 5 月、1.1 万人の BBC 従業員
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はストライキを起こし、4,000 人のリストラ計画に抗議した。2006 年 3 月、150 万人規模の公務
員はストライキを行い、新しい退職案に抗議した。これは 1926 年以降イギリスで行われた規模
の最も大きいストライキである。そして 2006 年 5 月、ロンドン市内で 3 万人のリストラ計画に
より 8 万人規模のストライキを起こした。フランスでは、10％の失業率の中、若年層の失業率は
25％であり、さらに外国人若年層の失業率は 50％に昇る。これもフランスでストライキは後を
絶えない一因である。2005 年 5 月、政府の経済政策に抗議するため、教育、郵政、航空、交通、
電力、鉄道、新聞社などさまざまな分野の 50 万人はストライキを行った。3 月から「初期雇用
契約」（Contrat première embauche）63）に反対するため、学生が主導し、労働組合や中産階級の
支持を得、百万人以上に及ぶストライキとデモがフランスを席巻した。この反対運動は騒乱にエ
スカレートし、三分の二の大学が巻き込まれ、政治的・社会的危機を引き起こし、波紋はベル
ギー、ドイツ、オーストリアまで及んだのである。フランス紙「フィガロ」はこれについて、
「フランスの体制における欠陥により、社会の対話を行うことが極めて困難なのである」とコメ
ントしている64）。この一連のストライキやデモは学生と従業員の怒りを反映したものだけでなく、
中産階級の中・下層部の社会に対する不満を表している。動乱が収まって一年後の 2007 年 3 月、
エアバスは 1 万人削減の計画を発表し、ヨーロッパを驚かせた。2006 年に行われた調査によれば、
48％のフランス人はリストラされることに不安である。そして大部分のフランス中産階級の経済
的地位は下降し、上層階級によじ登ることに成功したのは 8％しかなかったのである65）。
2 ．中間性と多重性：中産階級の生活スタイル
フランス人で哲学者であるジャン・ボドリヤール（Jean Baudrillard）は『消費社会の神話と
構造』（La Société de consommation）において、「消費は積極的な関連方式であり、体系的な行
為及び全体的な反応方式である。我々の文化体系はこれ基礎に成り立っているのである」と指摘
している66）。いずれの社会の言語、服装、飲食、レジャー、消費行為など諸分野においても、階
層や社会的地位によって異なる品位や趣味を表す。たとえばトクヴィルはアメリカ人の生活スタ
イルについて、「物質的な享受を追い求めている。その本質は中産階級の情熱である。この情熱
は中産階級の発展により発展し、中産階級の増強により増強される。そして、中産階級の優位に
より優位を取る」と指摘しているし67）、アメリカの学者であるソースティン・ヴェブレン
（Thorstein Veblen）は『有閑階級の理論』
（The Theory of the Leisure Class）において特定の生
活スタイルと社会階級との間の関連性について議論した。彼は「富はある具体的で外的な形式で
表す傾向は、中産階級によく見られる。彼らは常に現代社会のペースの速い生活、理性、緊張、
非道徳化などの特徴に合わせて文化的趣味を作る。それに、彼らは文化、消費、ならびに生活態
度で上層社会に学ばなければ不安になる」と指摘している68）。他に、ポール・ファッセルも「ク
ラス」において、「中産階級は社会等級に関する話題をしたがらない一方、社会等級に敏感であ
る。住宅、服装、飲食、運動、旅行、言葉遣いなどにおいて、彼らは常に自分の品位をアピール
し、下層の人物と思われるのを恐れている」と述べている69）。消費により駆けられる功利主義は
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中産階級の精神にプレッシャーをかけ続けている。一方、刺激とストレスの発散のために下層階
級で流行っているジャズ、パンク、ディスコなども、中産階級が受け入れている。現実でいえば、
中産階級の生活スタイルは国家や社会によって異なるというが、同一の国家や社会においても、
中産階級内部の多様性と異質性、外部の環境、思潮などによって異なる趣味と傾向を表している。
まさに高雅と悪俗、前衛と保守が共存しているのである。
フランスの場合、歴史や文化など伝統的なものに中産階級は影響され、個人の芸術的教養や品
位の高さをより重んじている。その中、中産階級の中の中・上層部はとりわけ品のある物品に対
する消費で自身の品の高さを表す傾向が見られる。ピエール・ブルデューはフランスの各階級に
見られる趣味を三種類に分類した。すなわち合法性趣味（legitimate taste）、中産趣味（middlebrow taste）及び流行趣味（Popular taste）である70）。中産階級は上層階級の趣味に身を寄せなが
ら、大衆市場の中から安価でユニークな物品を見つけ、下層階級と異なる品位と審美を主張する。
彼らは文化的消費を所属する階級を判断する基準とし、経済的要素で分類することより合理的で
あると主張しているのである。
イギリスの中産階級も文化の形式でその階級品位を表し、社会に認めてもらう傾向がある。彼
らにしてみれば都市文化は保守的な性質を帯び、伝統的な気質を尊重すると同時に、理性的で、
知識的で、積極的という特徴を持つと思われている。彼らは都市文化団体を社会舞台の延伸とし
て、互いに交流を深めていき、階層アイデンティティーを固めていく。イギリスの中産階級は芸
術や文化を包含した有閑生活を重んじている。たとえばティー・タイムを楽しむ休暇方式は、場
所の選択や雰囲気作りなどにこだわり、英国式の社交社会と紳士気質を極致までアピールしてい
る71）。
アメリカとヨーロッパの中産階級文化を比較してみれば、金銭と個人主義はアメリカ文化の
キーファクターであり、金銭を獲得する手段により個人の価値観が決まり、さらに個々の価値観
により社会の価値観が決まることに対し、ヨーロッパでは、金銭が同様に重要であるが、快適、
文化、個人の社会関係など諸要素により、文化の構造はより複雑で多様である。アメリカの場合、
社会関係とは個人関係の総合であり、個人は独立の要素として、その経済状況は自身の能力によ
り決まり、成功か失敗か左右させる原因は社会でなく、個人にあると考えられている。一方、
ヨーロッパでは、同様に個人を中心とするが、それが社会と緊密につながっているのである。成
功も失敗も自身の要素もあるが、その社会的地位、社会関係などが総合に咲くよう下結果である
と思われる。アメリカでは、職業は目的であり、働くことを通して経済的地位を作り上げる。一
方、ヨーロッパでは、職業は娯楽やレジャーの方式として、金銭の獲得と同じ重さと考えられて
いる。2002 年の統計によれば、アメリカのホワイト・カラーの労働時間はフランス、イギリス、
ドイツのそれと比べれば、一人当たりにそれぞれ 6.75、9.27、2.7 週間長いのである72）。前述の
アメリカとヨーロッパの中産階級に対する分析はあくまで全体像で捉えているものであるが、中
産階級は異なる集団から構成されるという視点にしてみれば、文化生活の趣旨に差があるに違い
ない。享楽などを求め過剰消費する部分もあれば、節約の生活スタイルを求める部分もあるので
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ある。
中産階級が持つ地位、権力及び物質に対する追求という特徴は、彼らの中間的地位とはつな
がっている。ノルベルス・エリアスが『文明化の過程』において早期のドイツ中産階級知識人に
ついて述べたように、一般の市民と比べて、彼らはまさにエリートである。ところが、上層階級
にとっては、彼らはただの下層者に過ぎないのである。地位の特徴により、中産階級は下層への
扉が閉じるべく、上層への扉は常に開くべきと祈りながらも、上層階級と隔てる壁を壊すことに
憚れる。なぜなら、その勢いで下層階級との間の壁も壊れてしまうことを恐れるからである73）。
したがって、中産階級は生活の中でなるべく上層階級の品位に学び、上層階級がルールを作った
「階級ゲーム」に付き合うしかできなかった。彼らは他の集団より上昇の余地があると考え、上
流気取りで、常に自分を金銭、権力、気品などを所有する上層者と脆弱につなげている。
ダニエル・ベルは『資本主義の文化的矛盾』において、中産階級の趣味を「middlebrow」と
表現し、中産趣味として揶揄した。中産階級は前衛のものを求めるが、上・中・下ミックス
（high-low-middle）のものが中産趣味（middlebrow）に陥れば、時代遅れ（demode）になる。
彼らはまた新たな前衛に目を向かうのである。そしてあらたまった批評家にしてみれば、真の偽
者は低俗でごみのような大衆文化でなく、中産趣味の文化である74）。これについて、ドワイト・
マクドナルド（Dwight Macdonald）は「大衆文化は実は意外に簡単である ― 人を楽しませる、
それだけである。ところが、中産階級分化は両面性を持つ ― 高雅文化の基準に尊敬するふりを
し、実際の行動は低俗化する傾向が見られる」とコメントしている75）。ダニエル・ベルはさらに
「中産階級社会 ― ここでは趣味が一致した教育を受けた団体を指す ― は常に文化を商品とみ
なしており、これとの交換の中から一種の低俗な価値観をなしている。そのため、文化（つまり
芸術の創造者）と社会（文化の消費者）との関係は常に緊張なのである」と述べている76）。2006
年 1 月、アメリカで 600 人の成人黒人を対象に、最も重要な黒人指導者は誰と思うかについて調
査を行った。被調査者の内、11％は元国務長官のコンドリーザ・ライスと回答し、一位であった。
二位は同じ元国務長官のコリン・パウエルで、8％であった。意外に黒人公民権運動の指導者で
あるマーティン・ルーサー・キング牧師はわずか 3％の票数しか得なかった77）。これはアメリカ
の黒人における個体差の顕在化を反映するだけでなく、黒人中産階級の価値観が低俗化する傾向
も反映している。したがって、中産階級が代表する大衆文化の領域においては、「上層の支配思
想と下層の反抗思想との間で微妙な闘争が行われている。この闘争は二者の同時関与を前提とし
ており、相互に依存しいるのである」78）。そのほか、社会生活において、中産階級は社交活動に
積極的であるが、人間関係に慎重なため、常に孤独を感じるのである。イギリスでは、中産階級
の持つ「親しい」友人は平均で 3 人しかいない。1,200 人のイギリス中産階級女性の性と家族関
係について行われた調査によれば、30〜50 代の被調査者の中 25％強は不倫をしたことがある、
或いはしていると回答している。そして、インターネットを通して相手と不倫或いは友情を超え
る関係を保つのは主なのである79）。
階層間は差異があるが、文化の中で自分の地位を示す方法を見つけたのである80）。同様に、市

128

社会システム研究

第18号

2015年 3 月

場、権力及び教育の三つの領域における蓄積により中産階級内部に存在する文化資本、品位、消
費傾向が決まる。ブルデューは『ディスタンクシオン ― 社会的判断力批判』において、文化消
費の差異は異なる社会階層における状況は非常に複雑であり、階層によって文化消費における差
異も顕著である。これによって社会的地位と消費行為との間の関係を掲示する。中産階級は社会
消費に重要な集団であり、その消費行為に理性化する傾向が見られ、決める前に取捨選択を行う
特徴があると考えている81）。ところが、中産階級の消費観念は多元的で、マスメディアが宣伝し
ているような消費力が強く、過剰消費などはあくまで一部であり、節約で実用で、健康や環境に
やさしい消費観念を主張する人も少なくない82）。彼らに上流社会によじ登る願望もあれば、家庭、
職業、消費、ローンなどからの悩みもある。社会や仕事からたまるストレスは個人の文化的生活
に発散する傾向も見られる。すなわち、彼らの生活スタイルは、個性と多重性を兼ねる。消費に
おいて、流行の最前線に立ち、消費文化を推し進める意識があるが、全体的にいえば、生活スタ
イルにおける観念はやはり「中間性」と二重性、場合には多重性の影響から離れず、「小ブル
ジョワ」情緒は顕在している。そのため、高雅な文化にも、低俗な文化にも、さらにエリートの
文化にも、大衆の文化にも中産階級の活躍する姿が見えるが、自惚れをコンプレックスにしてい
る中産階級の生活趣旨は常に厳粛な批判者に批判されている。批評家は物質主義の価値観と消費
主義のイデオロギーは功利を目的とした個人の欲望も満足と利益の実現に過ぎず、超越性と神聖
性にかけていると考え、中産階級の価値観、道徳観及び消費観を美学の境地に持ち上げて議論す
るのに反対している83）。中国の社会評論家である張清華氏はこれについて次のように述べている。
即ち「中産階級の趣味は厳粛な文化を低俗化することによって形成するのである。それには一定
の形がなく、世俗化、流行の製造、現実への妥協及び享楽主義などその趣旨としている。大衆の
84）
。
趣味や商業の趣味との間に境界線がないのである」

3 ．矛盾性と複雑性：中産階級の政治態度
ダニエル・ベルは、ポストモダン社会はイデオロギーが終焉を迎える社会であると予言してい
る。資本主義社会の政治は経済的目標や経済活動を保護し実現させる手段として広範に認識され
ている。中産階級は政治の領域においても主要な勢力である。ところが、ライト・ミルスが指摘
したように、中産階級は政治的に消極的で、後衛的である。これは中産階級が政治に対する支持
は自己の経済利益を満足することを前提とするからである。彼らは「しばしば社会の優位を占め
る価値観に従順である。これを受け入れることで、つまり自己の目的を達成するための報償に従
順することになる」85）。先進国家全体全体的な状況から見れば、政府雇用者は労働者全体の 20％
〜30％を占める。その人員の構成では、専門職員と管理職の半数ほど占めており、新中産階級に
属する86）。この部分の中産階級は事実上政府の体制に依存しているといえる。他に、新中産階級
は職業の安定のために、大手企業の独占資本に頼らざるを得なく、企業への忠誠心をアピールす
ることでこのような心理状況を表現する。彼らは官僚組織の一部である。利己的な中産階級に形
成された職業イデオロギーは政治的に消極的で優柔不断であり、中・小産業の立場で大企業の独
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占に対抗する旧中産階級と対照的である。中産階級内部の社会形態の差異、利益の矛盾、価値観
の多元化、社会的行為の複雑性により、統一された政治的勢力になるための現実的な基礎はもと
よりなかったのである。
ライト・ミルスはアメリカ新中産階級について「彼らに公共の地位がないため、個人の地位に
より個人の発展する方向が決まる。」「アメリカの政治市場において、新中産階級は常に自己をい
つでも販売できるようにしている。しかし、今までまともな値段で買ってもらう人がいないので
ある」と揶揄している87）。アメリカ中産階級の典型的な代表であり、社会の正義を守ると宣言す
る弁護士を例としてみてみたい。2013 年 11 月時点、アメリカで登録されている弁護士の人数は
127 万人近くに昇り88）、日本の 3 万人とは比べ物にならなかった89）。今まで 44 人の大統領の内、
25 人が弁護士出身である。1978 年 5 月 4 日、当時のアメリカ大統領であるジミー・カッターは
全米法曹協会（American Bar Association）創設 100 周年の式典に出席し、次のように演説した。

「世界で我が国の弁護士が高度に密集している

―

500 人のアメリカ人に一人の弁護士がい

る。この割合はイギリスより 3 倍、西独より 4 倍、日本より 21 倍も高い。しかし、我々の
90％の弁護士はわずか 10％の国民にサービスを提供している。」
「弁護士はしばしば問題を解決するのでなく、争いを増大しているのである。」
「公民権と経済の平等への反対者の先頭に立っている。」
「出身でなく、社会経済状況を基礎とした我が国の特権等級制度により、我々弁護士の中の
一部が一般のアメリカ人の直面する問題に接触することができないのである。」90）
カッターが述べたのは、アメリカでなく、資本主義制度下にある弁護士の実態を描いているの
である。つまり弁護士の人数が多ければ多いほど、正義が多く、民主が多いというわけではない
のである。弁護士制度は資本主義民主と法治を構成する重要な一環として、社会の公平・公正を
守る属性とは矛盾があるのである。これはマルクスが指摘したように、ブルジョワジーは従来か
ら尊敬されている職業にある神聖な光を抹消した。医者、弁護士、牧師、詩人と知識人はお金で
雇用される下僕になったのである91）。
他に、政治に近いとされるアメリカのロビイストについてみてみたい。政府の政策に影響を及
ぼすことを目的として、ある特定の主張を持ってロビー活動を行うロビイストは、統計によれば、
その数は 15,000 人以上に上る92）。ロビー活動に支出される資金は毎年 21 億ドルと記録されてい
おり、年収は 3 万〜10 万ドルで、メディア産業に次ぎ、第五の産業とされることさえあった93）。
収入からいえば中産階級の下から上まで包括している。彼らは異なる社会勢力と利益集団の代弁
者であり、アメリカ国会以外の「第三院」である。ロビー活動は資本主義民主の産物である。ロ
ビー活動を規制するために、『ロビイング規制法』（Federal Regulation of Lobbying Act. 1946）及
び『ロビー公開法』（Lobbying Disclosure Act. 1995）が実施されているが、公共の場では快くさ
れていないのである。これら「政治の営業マン」は一連のスキャンダルの製造者である。たとえ
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ば 2005 年には、共和党系のロビイストであるジャック・エイブラモフ（Jack Abramoff）をめぐ
るスキャンダルが発生し、ジョージ・W・ブッシュ大統領の弾劾まで口にされるほどの騒ぎに発
展した。エイブラモフはネイティブ・アメリカンの補助金横領、アフリカの複数の国家元首と
ブッシュ大統領の会談をセットした謝礼として、数百万ドルを要求したことなど複数の疑惑が取
り上げられていた。しかしながら、社会的地位と価値観の多元化により、公共の場で政府と異論
を唱える中産階級もある。たとえば、9・11 同時多発テロ襲撃の後、一部の科学者、教授、学者
たちは「9/11 の真実を求める学者たちの会」（Scholars for 9/11 Truth）をつくり、9・11 のテロ
襲撃は実はアメリカ政府が自作自演したものでとする陰謀論を投げ出し、ブッシュ政府を非難し
た。
近代資本主義発展の特殊性により、ドイツの小ブルジョワジーは反独占資本の特徴を持ってい
たと同時に、プロレタリアート革命への恐れを抱え、強烈なナショナリズムの色彩を帯びていた。
20 世紀 30 年代、世界規模の大恐慌でヴァイマル共和政に失望したことで、ナチスが台頭する大
衆的基礎となった。現代社会民主党は主に中・下層を代表し、よりよい、より公正な社会をス
ローガンとしていたが、中産階級の注目を引けなく、100 万人もの党員を抱える最盛期から 60
万あまりまで衰退してきた。2002 年総選挙後、社会民主党に組織上の困難と綱領内容の空洞な
どの問題に襲われ党員数の減少につながった。「多くの党員は教条主義的で、精神的にも疲弊で、
消極的である。党内では、墓場のようにシーンとする。」「党の財政赤字も深刻で、コーヒーと砂
94）
。ドイツの中産階級も、共同利益であれば労働者階級と連
糖を買う資金すらなくなっている」

合する。たとえば 2001 年 3 月、公共サービス部門と物流、郵政、メディア、銀行、保険など第
三産業の労働組合と統合し、300 万人を抱えるサービス業の統一した組合を作り上げた。右翼の
共和党と結びつく中産階級もいた。20 世紀 70 年代のドイツ「赤軍」の中核部を構成するのも中
産階級であった95）。実際、中産階級からの投票を獲得するために、多くのドイツの政党はイデオ
ロギー上の論争を捨て、「中間的な」立場で、柔軟で曖昧な政策選択を通して選挙に臨んでいる
が、やはり中産階級の無関心な態度を変えることができなかった。
フランスでは、中産階級は一定の改良主義的な政治アイデンティティーが見られる。科学者、
エンジニア、技術者などから構成する新中産階級は、企業の経営に排斥され、昇進する機会が少
なくなっていることに気づき、社会の変革を要求した96）。現代フランス中産階級の政治認識につ
いて調査を行われた結果、不満を感じ、漸次的な改革を求めるのは 84％である。満足と思い、
現存の秩序の維持を望むのは 9％を占める。非常に不満と感じ、革命的な変革を要求するのは
7％を占めていた97）。フランスの新中産階級は自己の利益の満足する程度により政府が出した政
策の効果の優劣を判断し、経済主義的な政治傾向が見られる。他の資本主義社会の中産階級と同
じように、フランス中産階級にも経済的地位の異なる部分が存在するため、政治心理と価値観に
多様性と差異性があり、さらに不確定性も見られる。たとえば一部の中産階級は温和的な政党で
なく、極右政党のジャン＝マリー・ル・ペンが率いる国民戦線に加入或いは支持している。その
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他、フランスの政府雇用者は 600 万人に上り、人口の十分の一、労働人口の四分の一を占めてい
る。一般的に、彼らは官僚体制内において、行政の職務に頼り、政府と利益が一致するはずで
あった。ところが、彼らの利益に不利な行動をとれば、社会の失調を招きかねない。たとえば
1995 年、フランス政府が打ち出した新しい社会保障制度に抗議し、500 万あまりの公務員と国営
企業の従業員がストライキを起こしデモを行った。一連の騒動で、長期間にわたり、フランス経
済に多大な打撃を与え、社会的危機に陥ったのである。総じていえば、フランス中産階級の政治
的行為は資本主義社会の「政治の多元化」や「政治の中間化」の傾向に関連しているのである。
アメリカの中産階級と違い、西欧諸国の中産階級は社会の動乱と根本的な変革を憚れるため、
プロレタリアートによる革命運動に反対している。現存秩序の維持を望みつつ、漸次的な進歩を
求め、「新社会運動」を主張している。西欧の社会に関する研究によれば、ドイツ、フランス、
イタリア、ベルギー、スイス、オランダなどの中産階級の中、資本主義社会制度の漸次的な改革
を求めるのはそれぞれ 80％、84％、82％、85％、75％、81％であった98）。資本主義社会に対す
る態度でいえば、やはり改良主義に傾いている。ところが現実は、上層部は既得権益集団なため、
現存の社会制度に支持するのに対し、一部の下層階級は革命的な変革を主張する。社会民主党は
にしてみれば、投票を獲得するために中産階級の支持を求めようとしており、階級を超える連携
を探っているが、それもだくまで中産階級の中の一部の注目を引くことでしかなかった。30 年
代の極左の波と同様に、現在では、極右政党 ― 国粋主義政党が台頭した。これらの政党は自ら
中等国民の党と名乗り、その支持者の中に中産階級の中・下層が数多く見られる。彼らは反体制
の立場に立ち、大衆の基礎があるナショナリズムの思想を鼓吹し、大衆の不満を煽った。これは
一部の中産階級がヨーロッパの一体化に対する不安や恐慌を反映したものなのである。1997 年
の調査によれば、30％のヨーロッパ人は排外的であることがわかった99）。2005 年、国民投票の
結果により、欧州憲法の採決は拒否された。その原因として、中産階級の一部は、外国労働者の
進出により仕事の喪失或いは賃下げに至るのを恐れていたことが考えられる。さらに、一部の知
識人もナショナリズムに支持の感情を抱えていた。2005 年 10 月に起こったパリ郊外暴動事件が
このような感情が働いたと見られる100）。この一連の騒動から見れば、ナショナリズムや排外の
感情も社会の安定に影響する要因であることがわかる。ヨーロッパの中産階級の機能から見れば、
彼らは下層階級の代弁者になりうると同時に、上層階級が抱き込もうとする対象にもなり得る。
資本主義の民主政治の枠組みにおいて、中産階級は複雑な利益関係を基に、常にさまざまな党派
の間で揺れたり、政治や選挙に対して無関心であったりしている。政党は選挙のために、彼らを
抱き込もうとするが、その矛盾製と異質性により、いずれの政治勢力も彼ら全体を代表しきれな
いし、長期的に代表することも不可能である。
中産階級は自らの目標に共通のアイデンティティーもなければ、統一の行為規範もない。多元
的な社会機能は、彼らの政治態度に矛盾性と不安定性をもたらした。常に自己の利益を優先し、
彼らのほとんどは自身の利益を超えた、予期的な社会に対する配慮が欠けている。社会全般に影
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響を及ぼす政治に無関心であるが、自己に利益をもたらしそうな活動に活発に反応する。中産階
級は階級構造上、利益を異にした複数の集団が存在するため、その異質性と複雑性により、階級
の意味での「対自的な」集団になることが困難なのであり、統一した階級意識の形成も困難であ
る。弱体化された階級意識は異化していったのである。彼らの行動や行為は、職業または社会分
業の特徴と意識を帯びている。「中間層」と自己評価する意識が強く、現状にも満足せず、上へ
上る機会を常に期待し、「新社会運動」の主な担い手である。ところが、生産関係と利益に矛盾
があり、イデオロギーにおいても分岐がある。上層階級に依存し、政治、経済においては「二
股」で、定かではない。彼らは政治文化の多元化を推進してきた。たとえば社会主義理論の多様
性 ― 倫理社会主義、福祉社会主義、民主社会主義、エコ社会主義など ― を発展させ、伝統的
な自由主義と保守主義の闘争の代わりに、新しい国粋主義と進歩的なグローバリズムの競い合い
が登場した101）。一方、一部の知識人は社会への積極的な介入または批判の特性を保っているが、
理論化、多元化、体制化されていく傾向が見られ、結局資本主義がその文化の弾力を示す一要素
となってしまう。社会に責任感を抱く知識人は法律や制度で問題を解決するよう訴えているが、
やはり重んじているのは社会の公平や階級の平等でなく、秩序や発展なのである。したがって、
中産階級は階級意識を欠けており、一定の範囲で社会の秩序を組織された抗争運動の衝撃から免
れるが、常に変数を伴って発展し続ける不安定な階級として、それ自身にも危険が潜在している。
すなわち、不平等の社会において、政治上では砂で出来だ柱で社会を支えるが、それはただ記号
化された象徴的な存在で、実体のある堅牢なものではないのである。

結

び

西洋型社会の中産階級の政治的特性から見れば、技術の革命が社会産業構造、階級構造に対す
る衝撃の下、各階級・階層の再分化と再構築の現象を実際に反映している。それに再分化と再構
築の過程は今にも続いているのである。ライト・ミルスは新中産階級の政治的地位が一向にして
懐疑と論争の対象として、その政治の方向における四つの可能性を探った。即ち、①最終的に政
治上独立した階級に発展する。②独立した勢力まではなれないが、階級間の均衡を保つキーファ
クターになる。③社会属性と政治態度から見れば、今も、今後も資本家階級に付属したままでい
る。この点は特に経済的な階級のままでいるのを悔やみ、支配者階級までよじ登ろうとする集団
に反映する。これらの集団はナチスの状況と同じように、保守的で、反動的で、さらにファシズ
ム運動の参加者になる。④古典的なマルクス主義のモデルで発展していき、最終的にプロレタリ
アートと一体化し、社会主義の政策を受け入れる102）。これは中産階級の可能性であると同時に、
彼らに与えた選択肢でもある。常に矛盾の性格を持って矛盾の地位にあることにより発展する方
向が異なるのである。
現在、ヨーロッパの社会構造は、さまざまな脅威に直面している。資本の集中と資本のグロー
バル化に民主の制約が欠かせることや、ファシズムの復活または新ファシズムの台頭、利己主義
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などが考えられる103）。社会が直面するこれらの脅威は、実は中産階級に対する脅威でもある。
2005 年、イマニュエル・ウォーラーステイン（Immanuel Warllerstein）をはじめ、19 人の学
者は、全人類の利益のために、すべての人類の生存権を尊重し、平和で正義な方式で共同の生活
を維持するなど、12 箇条をまとめた「アレグリ港公約」（Porto Alegre Manifasto）を起草した104）。
これら中産階級知識人が社会発展の未来に対する宣言は、資本主義先進国がポストモダン社会へ
変革する過程において、人力資本、文化資本、知識資本の役割が上昇する背景下、中産階級が優
秀な創造の主体と価値の主体になるのに、実は希望と挑戦が共存しているのである。ギュスター
ヴ・ル・ボンはかつて変革期の中産階級について次のように指摘している。即ち「未来の社会は
どんな方式で組織されようと、このような勢力を無視することができない。つまり最終的に残っ
ている至高の勢力 ― 集団の勢力である」と105）。この勢力を現代の社会で言えば、それはおそ
らく中産階級にあたるのであろう。中産階級の発展についての理論の設定は楽観的である。とこ
ろが、曖昧や複雑、矛盾などの性格から脱出するには、理論の力では足りないのであろう。必要
なのはその内部の統一であり、即ち階級の自覚 ― 対自的な意識、ならびに組織された行動なの
である。
社会階層の構成について研究するために、収入や職業などの指標はもちろん重要なのであるが、
経済の範疇意外に、政治の範疇にも属しているし、イデオロギーの領域にも及んでいる。階級意
識、階級の内部における各利益集団の間の相互アイデンティティー、及び全体の価値体系の形成
なども欠かせないのである。この点からいえば、中産階級が社会を主導する中堅勢力になるため
には、経済の枠を超え、政治の段階に入る必要がある。しかし、それまではまた社会の変遷を経
なければならないのである。
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