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機詑主義の社会理論と構造変動法則
橋爪大三郎
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民 宿主l二閉し之氏主型JI白~モ設定IÆ1ミニズ l手，笠通つしかむれようと思われ ;~o ひとつは 悼をの
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帯乙主義す三壮大。この手H問lユ，格見霊登色且程之与u.t院に，租互丞照合析(J;主 1¥し下土色ミ〆ス守A
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またがりにこうした変化の趣暫と!志向がを取会的に確定ヲミ盟塁ざすラミり丘-="'11た'tL互

主ム生:..g今回 [1'i'?8.lの田市に毛あるふづに.熊賞E掛酌討I1哩から -i塁。11司自的土砂1乏毛主豆三2旦

モチグし 1¥.， '2こさ、君事者ゐ坦乏当直合rらかの理街、問主張に侶ぴ、つ 1)~珂貧乏性J二つ\\之の つを、

のよう Eミ悲毘鈎受両手 (pessimism) e 'a.1三室三七・てく;S:
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的建吉モをそとたた~I\，，>>く直干干 Elq lSI : 34-.1) <ま疋付佐沼除長や経済禿長の趨稿!手， かはり F円rr..的に百三

しヲ~ iJ..~， t~A証言を良の事脅については， モの躍が ろし~l^' -:之、 <J" し毛明確で 73. (， 0 '/7 <<取っ上げた

τÌt ~c乃護持与を豆のう〉ら特に註念発展に閣して/~ ~叫l(2'パ 7穴互の畏到的理号室'0<;伝 sのがE.， LE 

7')百三ヒ判断す Eごとホきわめて国鞄主主応乏にみ:3.>>C亙弁f.19S1:~O/ 見 1)

LXと"J::'主す 31二，つぎめよっ lこちZょう o 註ょたんにさ寧習会理 芝草t色ず3というだ、1)の二之c;;

あ肌I(f.:.'，主主伺、及理君モヂ1ν で十今1で‘あ 3. t.b')穐能理論にctヲでそ三 間 U'ii軍習会理1五、主烹でを 5

srt定性があ ~f竺， そC司法色に/;;.弘三:2Rの余合な条件Tto今暁ヲ d，x，雲tがあき。 也 寓段 理路T}"，

主量的fd.週初モヂ1νの 11う以上のこと く話進五量曹司の器製) E 主荒しよう ζ す否嵐み lご I~ . 廷諒よ主主う

拘主呈毘才えでは，隠角E短時に加ヲて-c.主主帥与を包帯τ干 IV C.崎広三外l'ifo)以上のごと同町から1;;."0 
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酒、足して3すくなら.夜、取理論7志いし高這ー典白色令祈lユ，モ仇畠14-として笠邑な内包互有しとな

りちに色主事君命さき三主主弘す:;;='2乙 ιF三‘け) ~巨的乙し之 1\ 五わけで!ユな(\. しかし、豊畠7立理

誌閃室 cf百it4む 9話F言UJよらび巳l:j1間的話会思)J:J..零湾写会理で寸志Ta;l)にせよ， い9"1/lぽ主主人与7J-.の 5

下訪日貧民謡説持会主f;n二倍Zどっ<1 d-1"の eのちあ ~o をの礎，理持。前提と広三仮設ま底的己主

伝寝間及喜当性三尾ZEするE斤十令 に，また富有に，彦乱立札 â."見零P;' (9;~。こうした論点p..

t念写厚手で:瓜国知で尽1¥17'1::し叫u玄，¥ 77"'. r.銭高科きのひもゥである邑琵3きさは Chomskyの詰主

このよう忌~l2;、理ちと、の育ろで、前量的に論主主 III ている.怠角E足拘E乙 I& t.'ðろ~ '9 ~ら毘論往生(~t予，

義語勺及蓋}て.J'温~~，と厄五八、、 ~ きたl.Td.かろうか。 10 

〈3)可:主許主君差是一型。 日さえ許宮司教とlJ とリ~~と 9" 私fスち向付た名称己・ある京，蓋皇室

生一υミるえ毛主主JI長写〉のう之にき午巻末準 (主dmi3sible level) ヒ\\うとの主老~. 乏の実タ77J.;.'l売国

'Cr弘ヮて主主主活;主的支主打Eひきおこす， とす dt:ので苦言言。
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ミJて志!こ伺のをfヒnOi主\\とし之モ，荷ミ寄手前室 ~'K当主吋D再現重山町立， 立与にIó- 長:.'iî..~êl l二てに民
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主主主主〉の変化ーーによヲて，託金 "l ス干ムの許~~r.%1本をのま <P~許割t:.Q主巴，ささにまた月時午

主忙もは乏のままま与S'l:C包に詰門しうきのであ ~o .ð>(色ffi. [I'?舛:Z04-， 20<7]) 

《理特のヤス子ムの穐来的達Fむの~ささか・終'Hé，B守主体にL主し尽，'- 三 I¥ ~フ=と11'\いかにして涜二三 20
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二1/¥Id: ， 月一ツ↑リキィ惇廷にお門 ;)A契1之太宰 (aspir~tion level) の上界I二砲当 9~eので，

宇ヱ5主党民f7¥'ピlし卜f与芝れたγズ守ムに丸、 l'て主τf3， 1/ (主末[IQ'7S:72]) 

散型に唱島ブけら肌色被告ξ零件の1互のうち，許事末、会よりよ往の部令 ξ主主金 (acceptable

domain)と¥¥¥ I 許、芸;時 l亡さし即吟附乏~~送実 (un~cceptable domain)記立ヱヨ同諸

汗 c=<<換民雲fキ不気足宝闇 (dysfunctionalspace) ~ Uト主主[Iqヮ'4-:ワ2]))にあ五種選jユ竜安打八

白がう Eこしてそ ，許冨 Eこ評価τ士¥1'¥.$植草lミ斐!frrしE主"ことにな三。ここに. 矢に紹介した今回 E
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乙づ 3tうのであ玉。

主しかに .5午芸米海ぴ五:史的1三‘友イヒE.$1在百五と 由主のき;史的な変動引蔚きできミ三。旦'(1<".
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めに.新たに lザヲメータ乏導入す三。荷謹J正

を梓ぢ干奮としノsjE.許容とす~許事成の許容?に
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Zε に宋徐容であるT味合を F(勾/∞〉、ほと、工1:.<.。
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ール」という罷免|守，社会シズ〒ム理時間高時仁夢、・¥¥之酒造や機能の売手、表舛であ り.f盟街0・'Zえ
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討ちゑ~.工夫に 1d: 1\31\3 ありフâ.1]¥'，コく包容広幸宅建とし之，i三と乞1;+"'，r罷lド作用の原理」
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(斗〉

A 一→ .Az 一-?- .A3 ι→一一 一一~ AI'L 
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