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世論の移り変わりが激しい現代社会においては，世論がどのようにはたらいているのか，作用し

ているのかといった世論の「機能」を見つめていく視座が必要なのではなかろうか。本稿では，そ

うした視座としてＮ. ルーマンの世論記述を紹介する。ルーマンの世論記述は，彼が提唱する社会

システム理論を前提としてなされていくものであり，それを包括的に捉えようとする試みには困難

が伴うが，難解な用語をできる限り避けて整理していく。簡潔に言えばそれは，コミュニケーショ

ンのプロセスから発生してくるものとして世論を捉え，政治システムやマスメディア・システムと

の関連で特定の機能を有するものとして記述するものである。

本稿の目的は，そうしたルーマンの世論記述の紹介にとどまるものではない。本稿は，ルーマン

の世論記述は，世論あるいは世論概念への学問的アプローチを行う世論研究の領域においても類を

見ないものであることを，明らかにしていく。そのために，ルーマンの世論記述を世論研究の文脈

に置き，先行研究と比べてどの点が新しく，どの点が共通しているのかを明らかにしていきたい。

そしてその作業を通じて，ルーマンの世論記述の意義を考察し，さらに公共メディアに対する機能

的分析の可能性の考察へと結びつけていく。
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Ⅰ 問題意識，目的

Ⅰ−１　政治・マスメディア・世論の
現場から

「民主308議席　政権交代」――衆院選の開

票結果を伝える大手新聞各社は，こうした文

言を一面トップに掲げた。2009年8月31日

の朝である。「歴史的交代」「二大政党制へ」と，

当時のマスメディアは民主党の勝利を称え，

将来に期待する言葉を綴った。その勝利があ

まりにも圧倒的であったために「（次期）参院

選で民主党が負ければ，衆参両院のねじれが

再現」（2009年8月31日朝日新聞第2面，カッ

コ内は筆者）と，反動を懸念する声が即座に

上がったほどである。だが，筆者をはじめ当

時の人々は，そうした懸念の言葉よりもむし

ろ，これからの民主党政権に期待する思いの

ほうが強かったのではなかろうか。当時の

人々の鳩山新首相に対する意識をＮＨＫが調

査した結果を見ると，「大いに期待する」「あ

る程度期待する」を合わせると65.9％という

結果であった１）。

だがそんな期待をよそに，政局はまったく

違う方向へと動いていった。鳩山首相と民主

党小沢幹事長の「政治とカネ」問題や普天間

基地問題などによって，発足当時には７割超

であった鳩山内閣への支持率は半年も経たな

いうちに急落し２），「世論の警告を直視せよ」

（2010年2月1日毎日新聞第5面）といった批

判が政府に向けられた。そして鳩山首相・小

沢幹事長の辞任を経て，2010年7月に行わ

れた参院選で民主党は敗北を喫し，これによ

りねじれ国会が再現された。「反動」は，ま

さに現実のものとなってしまったのである。

１年前までは民主党の圧勝に期待をふくら

ませていた有権者達が，期待感の大きさゆえ

の反動として，今や民主党に「Ｎｏ」を突き

つけている。こうした政局の移り変わりの背

景においては，世論の変化も激しく，それに

はマスメディアが大きく関わっているとよく

言われている。現代社会においては，政治，

マスメディア，世論はいわば三者一体のもの

として把握されるべきであり，個別に切り離

して考えられるものではない，と３）。それ

は確かにそうだろう。

だが三者一体に捉えるとは言っても，そう

した捉え方にもさまざまなものがある。近年

においては，政治・マスメディア・世論の三者

を捉える視点として，「政治，マスメディア

等によって社会的に構築されたものとしての

世論が人々を操作している」といった議論４）

までが聞かれるようになった。あるいは，そ

うしたものとしてマスメディアや世論を捉

え，それらに騙されてはならないのだといっ

た議論も少なくない５）。

操作する／されるといった構図を暴露し，

批判を加え，騙されてはならないと警鐘を鳴

らし注意を喚起するのも重要であろう。しか

し，世論がこうした激しい変化を短期的に繰

り返すような時代だからこそ，人々を操作す

る云々の議論に囚われ過ぎるのではなく，そ

うではない視座を求めていかねばならないの

ではなかろうか。そして，そうした視座の１

つとして，世論がどのようにはたらいている

のか，作用しているのかといった世論の「機

能」６）を見つめていく視座が必要とされてい

るのではなかろうか。
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Ⅰ−２　ルーマンの社会システム理論

では，そういった視座にはどのようなもの

があるのだろうか。世論を概念として捉えて

研究する「世論研究」という学問領域がある

が，そこにおいても，世論の「役割，任務」

に関する議論はあっても，「機能」に関する

議論はあまり見当たらない。そこで本稿で注

目したいのが，ドイツの社会学者Ｎ．ルーマ

ン（1927-1998）が提唱する社会システム理論

における世論の「機能７）」に関わる記述であ

る。

「機能」と言っても，ルーマンは「機能」や「構

造」といったものを前提にする保守的な機能

主義者ではない。また，本稿Ⅱで挙げるよう

な従来の世論研究の良い悪いを主張するわけ

でもない。端的に言えば，世論の機能を「記

述」８）していくものだ。だがまさにこの「記

述」していくという点において，「人々を操

作する世論」といった議論に囚われない地平

での世論が見出され得ると考えられるのだ。

加えてルーマンには，世論および世論概念

に関する言及も少なくないこともある。ルー

マンは約40年の研究期間において70冊以上

の単行本と460点を超える論文９）を発表し，

「ルーマン語」とも呼ばれる難解かつ独自な

概念を駆使して社会システム理論の構築を企

図した。その研究成果は，メディア研究をは

じめ，さまざまな分野に大きな影響を与え続

けている。そして2000年代も後半になって，

本邦においてはルーマンの翻訳ラッシュと呼

ばれる状況が見られるほど，研究対象として

も盛んに取り上げられている。その膨大な著

作群の中で，今回取り上げる論文（書籍）に

は邦訳のないものが多いが，ルーマンは

『Öffentliche Meinung』（1970）

『Politische Theorie im Wohlfahrtstaat』

（1981）※

『Gesellschaftliche Komplexität und öffen- 

tliche Meinung』（1990a）

『Die Beobachtung der Beobachter im 

politischen System: Zur Theorie der 

Öffentlichen Meinung』（1992）

『Realität der Massenmedien』（1996）※

『Die Gesellschaft der Gesellschaft』

（1997）※

『Meinungsfreiheit, öffentliche Meinung, 

Demokratie』（1998）

『Öffentliche Meinung und Demokratie』

（1999）

『Öffentliche Meinung』in「Die Politik der 

Gesellschaft」（2002）

（※は邦訳あり）

等において世論について触れている。そし

て長期間にわたって，さまざまな概念を積極

的に取り込みつつ，晩年に向けてその世論観

を一層深めている。

ただし，ルーマンにおいては社会システム

理論の構築およびそれを用いた現実社会の観

察が一貫して主眼とされているため，世論に

関する記述は常に社会システム理論という体

系的な理論の一部として読まれるべきと考え

られる。したがって本稿においては「ルーマ

ンの世論」論といった表現は取らず，「世論

記述」などとする。

Ⅰ−３　本稿のねらい，方法

こうしたルーマンの世論記述を整理してい

くことにより，我々は，世論がどのようには
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たらいているのか，作用しているのかを見つ

めていく１つの視座をそこに見出すであろ

う。それは，政治・マスメディア・世論の現

場において世論を捉える視座の1つとなり得

ると考えたい。

しかし，本稿の目的は，ただ単にルーマン

の世論記述の紹介にとどまるものではない。

さらに言えば，ルーマンの世論記述は，「世論」

を概念として捉えて学問的に研究していく

「世論研究」という領域においても類を見な

い記述を含むものなのであり，あわせてその

点を明らかにしておきたい。そして最終的に

は，世論を機能面から捉えていくことの意義

を考察し，さらに公共メディアの機能的分析

の可能性を考察していくところまでを視野に

入れていきたい。そこで，次のようにねらい

を置くこととする。

●ルーマンの世論記述を概観する。世論の働

き，作用についての記述がどういうものか

を明らかにしていく。

●ルーマンの世論記述が，世論研究という領

域において新しいものであることを明らか

にする（先行研究と比べてどのような位置

をしめるのかを明らかにする）。

●世論に対する機能面からのアプローチが持

つ意義を考察する。

こうしたねらいを明確にするための方法と

して，まず従来の世論研究における世論の記

述を概観（本稿のⅡ）していく。そしてその

うえで，あまり取り上げられる機会のない上

記論文を含めてルーマンの世論記述を包括的

に捉えていく（本稿のⅢ）。なおⅢを書き進

めるにあたっては，先行研究との関連を都度

指摘していく。そして，こうした作業を経る

ことによって，先行研究の世論記述とルーマ

ンの世論記述との共通点および相違点を浮き

彫りにし，両者の位置関係を明確にする（本

稿のⅣ）。さらに，世論に対する機能面から

のアプローチはどのような意義を持つのかを

最後に考察していく（本稿のⅤ）。

また，世論および世論概念はその時々の歴

史的（社会的，政治的，経済的，文化的）文

脈から生じてくるため，その定義や意味はも

ちろんのことアプローチのされ方も一様では

ない。本稿では，先行研究とルーマンの世論

記述との位置関係を見ていくうえで，特に先

行研究については主に「世論や世論という概

念がどのように取り扱われてきたのか」に注

目して整理していくこととしたい。

Ⅱ 先行研究

このパートでは，ルーマンの世論記述が，

世論研究という領域において新しい記述を含

むものであることを明らかにするための準備

作業として，世論研究に関する先行研究を概

観する。

歴史を振り返ってみれば，主に社会学者や

政治学者などによって，「世論とは何か」「真

の世論とは」といった問いが幾度となく繰り

返されてきた。そしてそうした問いが発せら

れるにあたっては，その時代背景，特に政治

状況を踏まえたうえで世論概念に迫ろうとす

るアプローチが主にとられてきた。さらに，

「世論とは何か」の問いへの答えあるいは世

論という概念を究明しようという研究だけで

なく，そうした答えや研究（アプローチの仕
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方なども含め）を整理しようとするメタ言説

も数多く生まれてきた10）。

そのうえで本稿でも先行研究を整理しよう

というのは屋上屋を求めるような行為ではあ

る。また，特にマスメディア・政治・世論と

いう三者連関のもとで，先行研究において世

論はどのように記述されてきたのかという点

だけ見ておくという考え方もあろう。だが，

本稿の問題意識として述べたように，ルーマ

ンが世論の働きや作用をどのように記述して

いるかを明らかにするにとどまることなく，

従来の世論研究の流れの中においても何が新

しく，何がそうではないのか（共通点）とい

う点までを明らかにしていくためには，この

作業はどうしても欠かせないものである。し

たがって本稿では次の整理によって，先行研

究を見ていくこととしたい。

■世論概念の属性や特性を述べる議論

・合理性

　世論とは合理的な意見の集まりand／or感

情や雰囲気の集まり

　→理性的and／or非理性的　･･･Ｇ．タル

ド，Ｃ．Ｈ．クーリーなど

・集合性

　世論とは個々の判断が寄り集まったもの

and／or １つの集合体

　→集合現象and／or個人現象　･･･タルド，

クーリー，Ｗ．リップマンなど

■世論概念の役割，任務を述べる議論

・政治性（政治における位置づけ）

　→政治批判の手段and／or政治家が民衆を

操作するための道具　･･･リップマン，Ｅ．

Ｈ．カー，Ｃ．Ｗ．ミルズ，Ａ．ソーヴィー

など

■世論概念の構築性を述べる議論

　→個人に対する社会からの影響，人工的に

創り出された世論に操作される大衆　･･･

Ｐ. ブルデュー，Ｐ. シャンパーニュなど

■世論の形成過程を述べる議論

　→どのようにして世論が形成されていくか

　･･･クーリー，Ｎ. ノイマン，Ｍ. マコー

ムズなど

世論研究においては，先行研究の整理とい

えば歴史時代順，あるいは人別で順番に登場

してもらい，歴史社会的な文脈を踏まえつつ

「この学者はこう言っている」といった整理

の仕方をよく見かける。本稿の項目別の整理

はそれらとは異なるが，ルーマンの世論記述

との位置関係やつながりを見ていくために採

るものである11）。

また，一定の確認作業というのは，世論お

よび世論概念をめぐる言説の網羅的な歴史研

究が目的ではないということである。した

がって，どうしても恣意性は拭い切れないと

考える。だが本稿の目的に沿いつつも可能な

限りの叙述を行うために，先学の業績12）を

参照しつつ20世紀以降13）の記述について整

理を試みることとしたい（どうしても欧米の

研究者中心とならざるを得ないが，日本の研

究者も含めた包括的な歴史研究は別稿にて紙

幅を裂くこととしたい）。

なお，上記においてand／orと表現したの

は，たとえばＶ. Ｏ. キー（1961）が「それは

最悪の気まぐれかもしれないし，あるいは確

固 た る 信 念convictionか も し れ な い 」

[V.O.Key, Jr.  1961: p.14]などと述べている

ように，世論概念の二面性を指摘する議論を

考慮してのことである。
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Ⅱ−１　世論概念の属性や特性

世論研究の文献をいくつか見てみると，「世

論とは何か」という問題意識に対して「それ

はこういう属性，特性を持っている」という

答え方をしている議論が，その当時の政治・

歴史的文脈を踏まえつつ整理されているのが

目に付く。まずはそれらをいくつか簡単に見

ていきたい14）。

第一に，世論とは合理的（理性的）な意見

が集まったもの，あるいは感情や雰囲気（非

理性的）の集まったものといった意味での「合

理性に関する議論」がある。

たとえばタルドは，世論という言葉につい

て「判断jugementsの総体たるいわゆる世論

と，願望desirsの総体たる一般的意志」[タル

ド 1901=1989:p.72]とが混在しており，それ

らを区別すべきだと述べている。さらにタル

ドは「理性，伝統」といったものを世論から

峻別すべきだとも言っている15）。

クーリーも，世論概念の区別の問題として，

世論と人気とを明確に区別すべきだとしてい

る。クーリーは前者を「かなりの時間をかけ

た真剣な配慮と討議が要る。またこれが尽く

されたときは，たとえ誤っているにせよ，重

要である」[クーリー 1929=1970:p.104]とし

て重視し，その一方で後者を「軽く浅薄でう

つろいやすく，一般にいつも民衆の心に帰せ

られるむら気や愚鈍を伴っている」[クーリー 

1929=1970:p.104]としている。

タルドやクーリーらのこうした区別は，後

の時代においても，世論を理性的な意見の集

まりとして見る，あるいは感情・雰囲気の集

まりとして見るといった議論でたびたび引用

されている。

第二に，世論とは個々の判断が寄り集まっ

たもの，あるいは個を超えて１つの全体とし

て見る（組織・構成体として見る）といった

意味での「集合性に関する議論」がある。

タルドは世論に関する定義として「ここで

いう『世論』とは，目下起っている諸問題に

答えるために生じ，おなじ国，おなじ時代，

おなじ社会の人間たちのあいだでたくさんの

部数転写されている判断jugementsが，一時

的に，また多少とも論理的に寄り集まったも

のである」[タルド 1901=1989:p.75）として，

個人の意見が多数集まったものとしての世論

という見方を示している。さらに，多数派の

意見としての世論という見方もある16）が，

それは，こうした個人の意見の集合体という

意見の延長と位置づけることもできよう。

また，多数派の意見という意味ではなく，

世論を１つのまとまりとして見ようとする議

論もある。たとえばクーリーは「世論は一人

ひとりの個人の判断のたんなる総和ではなく

て，ひとつの組織である。すなわち，コミュ

ニケイションと相互影響の協同の産物であ

る」[クーリー 1929=1970:p.102，「コミュニ

ケイション」は原文のまま]として，組織と

しての世論を規定している。ここでクーリー

の言う「組織」あるいは「社会組織」とは，「精

神的もしくは社会生活の分化した統一性」

[クーリー 1929=1970:p.7]であり，「無限の発

達と適応の可能性を秘めた，もっとも単純な

相互交渉のうちにあらわれる」[クーリー 

1929=1970:p.7]とされる特殊なものだが，世

論それ自体を何らか１つのものとして見よう

という視点と捉えたい。
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またリップマンにおいても「人の集団に

よって，あるいは集団の名の下に活動する個

人が頭の中に描くイメージを大文字の『世論』

とする」[リップマン 1922=1987:上p.47]と，

個人の集団と見るにせよ集団と見るにせよ，

その頭の中にイメージされるものが世論であ

ると述べている。

Ⅱ−２　世論概念の役割，任務

次いで，民主政治における世論の重要性の

認識を基本として，その役割や任務を説く議

論をいくつか整理していく。

第一に，政治批判の手段か，政治家が民衆

を操作するための道具かといった意味での

「政治性に関する議論」である。

まず民衆を操作するといった視点での議論

である。リップマンの著作『世論』（1987）に

おいては，「いかに世論を生んでこれを操作

するか」[リップマン 1922=1987:下p.87]とい

う意味での世論の組織化にすぐれた者達が，

新聞という「世論を組織する手段としては不

完全」[リップマン 1922=1987:上p.50]なマス

メディアをつかってステレオタイプを生み出

し，人々はそれによって世界を見ているとい

うのが基本的な見方である。これは基本的に，

人々の現実認識はステレオタイプによって左

右されているとする主張であり，ひいては世

論とはステレオタイプによってあるいはステ

レオタイプを産み出すのが上手な者達によっ

て操作されるという見方にもつながり得る。

世論によって操作される人々という見方は

カーにおいてもなされている。カーは，近代

の古典的な自由主義的民主主義理論の基礎

（ロックなど）が痛烈な批判を受けている中，

大衆民主主義は新しいものであって「こ

の新しい民主主義の指導者たちは，もはや，

輿論の反映よりも，輿論の形成と操縦とに

深く意を用いるようになっている」[カー 

1951=1953:p.112，文中「輿」はそのまま表記]

と言い，そうした新たな政治状況において古

典的な民主主義的思考を適用しようとするこ

とは「自己欺瞞であり，インチキであります」

[カー 1951=1953:p.112]としている。

ミルズもそうした議論に近い見方を示して

いる。彼は『パワー・エリート』（1958）の中で，

当時盛んだった「大衆社会」に言及して「公衆

社会といい，大衆社会といい，いずれも，極

限型にたいする名称である。それは，現実の

ある一定の特徴を捉えてはいるが，それ自体

は構成概念である。社会的現実は，つねに，

この両者のなんらかの混合である」[ミルズ 

1956=1958:下p.205]と極端な理想論を斥け

つつ現実的な見方を示したうえで，「民主主

義的政策決定という神話の支配する状況の中

で，政治の基盤が拡大され，利用しうる大衆

説得の手段が増加するにつれ，世論の担い手

としての公衆は，統制・懐柔・操作・脅迫な

どの強烈な努力の対象となった」[ミルズ 

1956=1958:下p.217]と世論に操作される大

衆という見方を強く打ち出している。さらに

ミルズは，そうした操作ツールとして「拡大

され集中化された行政・搾取・強制力」[ミル

ズ 1956=1958:下p.218]に加えて，現代独特

の心理的管理と操縦の手段として「マス・コ

ミュニケーションのメディアと，義務教育制

度」（同）を挙げている。

一方で政治批判の手段といった議論も見受

けられる。カーやミルズなどのこうした悲観

的とも言える議論の一方で，ソーヴィーのよ
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うに「世論とは一個の審判者であり，良心で

ある。･･･世論とは，一国民の良心なのであ

る」[ソーヴィー 1956=1957:p.8]と肯定的な

世論記述を述べる学者もいた。しかしこの

ソーヴィーのような議論は世論に関する言説

を過去に遡って行けば特に珍しいものではな

い。たとえば 17 世紀においてパスカルは

「世論はこの世の女王のようなものである

が，力はこの世の暴君である」[パスカル 

1670=2002:p.132 断章 311]「この世の女王

は力であって，世論ではない――だが，力

を用いる女王は，世論である」[パスカル 

1670=2002:p.130 断章 303] 17）などと述べて

おり，ソーヴィーが示した議論とは通じるも

のがあると言えよう。「大衆社会」論の吹き

荒れる中で，ソーヴィーは，政府は世論を無

視することはできず，むしろ世論は政治批判

の道具であるとしてその役割を説いている。

Ⅱ−３　世論概念の構築性

ここで言う「構築性」とは，いわゆる狭い

意味での「社会構築主義」にこだわるもので

はない。そうではなく，世論の要素には社会

的・文化的に構築・形成されたものが含まれ

ているとするより広義な議論を，本稿におい

ては「構築性」と置くこととしたい18）。

日本においては特に世論調査に関する論議

の文脈においてよく取り上げられ，さまざま

に議論されているのがブルデューである。そ

の後のシャンパーニュも含め，そこでは，政

治，メディア，圧力団体といったものが世論

を作り上げているといった議論が展開されて

いる。

ブルデューは，利害体系をめぐって動員さ

れた圧力団体が作り上げた意見としての世論

や「性向」としての世論などを認めつつ，利

害関係を持つ圧力団体が世論を作り上げてい

る構図を暴露しようとしている19）。さらに，

さまざまな意見調査に対する二次的分析にも

とづいて，個人が意見を持つ確率は社会集団

に応じて異なるのでは（特に学歴などの文化

資本に応じて）といった議論を展開してい

る20）。

シャンパーニュにいたってはさらに，フラ

ンスの政治的文脈における示威行動（デモ）

を綿密に調査分析し，政治学者や調査業界，

ジャーナリスト，あるいは「政治のメディア

化」などが作り上げる人工物として世論を捉

えている。すなわち「『世論』の観念は，科学

とはなんら関係はなく，すべて政治と関わる

ものであり，必然的に歴史のなかで変るもの

である。なぜならこの観念は形而上学に属す

るものであり，歴史的に規定された政治界
シャン

の

機能からの副産物にほかならないからであ

る」[シャンパーニュ 1990=2004:p.18，文中

「変る」はそのまま表記]とその政治権力性の

暴露を企図し，象徴的武器としての世論は政

治における象徴闘争21）の一角を担うものだ

としている22）。世論概念へのアプローチと

いうよりは，その政治権力性の暴露に注力し

た感がある。

Ⅱ−４　形成過程からの視点

マス・コミュニケーションの効果に関する

研究は，マスメディアの隆盛に伴って新聞・

雑誌・テレビなどが人々に及ぼす効果や影響

等を実証的に明らかにしようとする研究であ

る。したがって直接的に世論を問題視するも
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のではないが，世論の形成過程の観点から世

論に触れている議論もあるため，それらにつ

いて簡単に見ておく。

マコームズらは世論過程に着目し，世論は

公衆アジェンダの設定と関係すると述べ，メ

ディアの議題設定機能の限界を指摘しながら

も，マスメディアが及ぼすさまざまな影響力

が強大であるとしている23）。

また，世論の形成過程に着目した研究とし

て，さまざまな分野から参照されているのが

ノイマン（1988）の沈黙の螺旋モデルである。

これは世論の形成過程あるいは伝播過程を社

会心理学的に説明しようという研究である。

孤立への恐怖こそが沈黙の螺旋（孤立したく

ないがために，自分の意見が多数者の意見と

異なっている場合に，自分の意見を言わずに

沈黙してしまう）を産み出すという仮説の妥

当性を①過去の思想の整理②調査データや事

例研究の積み重ねという２通りの仕方で

チェックしようとしている。

この仮説においては，「人々は自分の社会

環境をよく観察しており，まわりの人々の意

見に敏感で，また意見の趨勢の変化を感じ取

ることができ，さらにどの意見が支持を増や

しつつあり，またどの意見が支配的になりつ

つあるかを記憶にとどめることができる」[ノ

イマン 1984=1988:p.10]という仮定を置いて

いる。そうした仮定の是非もあるだろうが，

Ｊ. ベスト（1973）などによって従来から整

理されている世論の形成過程「どのようにし

て世論は形成されるのか」や伝播過程「どの

ようにして世論は広まるのか」について，決

断のプロセスとしての世論という社会心理学

的・認知論的アプローチを行った点は積極的

に捉えたい24）。

Ⅲ ルーマンの世論記述

本パートでは，ルーマンの世論記述を整理

していく。

先にその要点を言ってしまうと，ルーマン

の世論記述は，コミュニケーションのプロセ

スにおいて世論のはたらきを記述するもので

あり，そこで記述される機能についても，突

き詰めて言ってしまえばすべては「複雑性の

縮減」として語られ得るものである，という

ことになる。

これを詳しく説明していくために，以下で

は次の項目別に整理していくこととしたい。

■プロセスについての記述

　どのようなコミュニケーション・プロセス

によって世論が発生してくるのか

■世論の機能についての記述

　複雑性の縮減，およびそれに関連した世論

のはたらき

これらを時代順あるいは論文・著作順に

沿って整理していくことも考えられるが，本

稿では項目別の整理としている。それは，社

会システム理論という大きな体系の中でなさ

れた世論および世論概念に関する記述はさま

ざまな形で散らばっているからであり，それ

らをできる限り包括的に捉えるためには時代

的な整理の仕方ではなく項目による整理のほ

うが適当と考えるからである。

また以下での説明に伴い，ルーマンの社会

システム理論の中のいくつかの概念につい

て，最低限は触れていかなければならない。

ルーマンの社会システム理論は円環を成
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す25）体系的な理論であるため，そのいくつ

かだけ取り上げて要点を述べようというのは

暴挙に近いが，ルーマンの社会システム理論

に関しては既にすぐれた研究がいくつか出版

されている。それらの助けを借りつつ，かつ，

専門用語に頼った説明をできる限り避けなが

ら，本稿の目的に沿う形でまとめていくこと

としたい。

Ⅲ−１　ルーマンの社会システム理論

ルーマンの世論記述を読みすすめていくに

あたって，本稿において特に注意したいこと

は

①ルーマンは一貫して社会記述のための普遍

的な全体理論の構築を目的とし，そのため

にさまざまな概念装置を導入しつつ自己の

理論を展開させてきたということ

②社会システム理論の構築およびそれを用い

た現実社会の観察が一貫して主眼とされて

いるため，世論に関する記述は常に体系的

理論の一部として為されていること

③社会システム理論全体についてもその中で

の「世論」あるいは「メディア」といった個

別概念についても，その記述には時期に

よって異なる部分があるということ

といったあたりである。一例で言うならば，

ルーマンは1970年の時点で世論はメディア

であると言っているが，その後1997年の時

点で世論はメディアであると言っているのと

は，違った捉え方をしなければならないとい

うことである。

次に，ルーマンの社会システム理論のうち，

本稿にもっとも関係が深いと考えられる「コ

ミュニケーション」概念に関する部分を概説

しておく。本稿に関係するその他の点は，そ

の都度個別に説明や注釈を加えていくことと

したい。

まず，ルーマンのコミュニケーションモデ

ルの基本的な特徴から見てみたい。それは

①情報・伝達・理解という3つの選択の総合

②コミュニケーションからは意識（心的シス

テム）が切り離されている

③コミュニケーションからコミュニケーショ

ンが継続的に再生産される

といったあたりである。

ま ず ① に つ い て， ル ー マ ン は，「 情 報

Information」・「 伝 達Mitteilung」・「 理 解

Verstehen」という「三極の統一体dreistellige 

Einheit」「三つの選択が総合Syntheseされな

ければならない」[Luhmann 1984:p.196]とし

て，コミュニケーションのモデルを定義して

いる。ルーマンによれば，「情報・伝達・理解」

のそれぞれにおいて多数の可能性があり，そ

うした可能性の中から「情報」「伝達」「理解」

をそれぞれ選び出すプロセスがある，すなわ

ち三層になっているとされている。そして，

それらのすべてが「理解」において「総合

Synthese」されるときにはじめてコミュニ

ケーションが成立するとルーマンは言う。

この「三つの選択の総合」について事例で

考えてみよう。

夜遅くまで会社で残業をしていたＡさん。

ようやく区切りがついたので帰ろうとしてふ

と職場を見渡すと，Ｂさんが机に向かってい

る。Ａさんの意識の中では「一日疲れたな」

や「今日の部長の話は意味深いものだったな」

などさまざまな「情報」があるかもしれない。

そして机に向かっているＢさんに対して「Ｂ



129

世論概念をめぐる新たな視座とその意義

さんは残業をがんばっているんだな」と考え，

「どうしたんだろう」と心配するという「情報」

がＡさんにおいて選択される。それも，紙に

書いて渡すのではなく，Ｂさんの自席パソコ

ン宛にメールを出すのでもなく，「どうしま

したか？」声をかけるという「伝達」が選択さ

れる。このときに，Ｂさんの意識の中では「早

く帰りたいな」や「明日のサッカーの試合は

テレビの何チャンネルだっけ」などがありつ

つも，Ａさんの声に反応して「Ａさんは心配

してくれているんだな，ひょっとして手伝っ

てくれるつもりかもしれないな」という「理

解」が選択されたとする。そしてＢさんは「い

いお天気ですね」「大きなテレビがあります」

という返事，黙っているという返事などがあ

る中で，遠慮がちな返事という情報が選択さ

れ，それを口頭で伝達するという選択がされ，

すなわち「ありがとうございます，もう終わ

りますので」という返事がＡさんに返される。

するとＡさんにおいては「そうか，すぐ終わ

るなら手伝わなくてもいいな」と文字通りの

理解が選択され……紙幅がかさむのでこれく

らいにするが，こうした「情報・伝達・理解」

の選択が日常会話においても行われている。

こうした事例を出すと，かえってわかりづ

らいところがあるかもしれない。つまり，こ

れは情報の伝達を基本とした従来のコミュニ

ケーションモデルと同じではないかと思われ

るかもしれない。だが，そうではない。従来

のコミュニケーションモデルではコミュニ

ケーションはある種の行為によって成り立つ

ものと議論されてきたが，ルーマンの「三つ

の選択の総合」では，「伝達する」「理解する」

などといった具合に主体の行為が段階的に行

われるとされているのではない。それは「行

為」ではなく，２つ以上の心的システムによ

る意味の処理として捉えなければならな

い26）。

そして「三つの選択の総合」は，コミュ

ニ ケ ー シ ョ ン と い う 出 来 事 の 構 成 要 素

Komponentenとして「情報・伝達・理解」が

あり，どれか１つが欠けてもコミュニケー

ションとはならないと捉えなければならな

い。もし「情報」だけならば，何らかの出来

事が観察されたに過ぎない。

次に②の説明だが，「情報・伝達・理解」

が「総合」されるときにはじめてコミュニケー

ションが成立するとルーマンは言う。この「三

つの選択の総合」はさきに見たとおり重要だ

が，さらに言うとこれは，１つの意識だけで

はコミュニケーションは成り立たないという

ことをも含意している。そしてルーマンにお

いては，意識とは社会システムではなく心的

システムであるとされている27）。したがっ

てルーマンは社会システムの環境28）（環境は

システムではない）において，少なくとも２

つの心的システムを前提としているというこ

とである。そして「環境において」というこ

とは，社会システムと心的システムとは切り

離されているということである。このことを

ルーマンは「意識システムBewußtseins-

systemenとコミュニケーション・システム

Kommunikationssystemen（心的システム

psychischen Systemenと社会システムsozialen 

Systemen）とは，架橋できないように根本的

に 分 離 し て い る 」[Luhmann 1990b:p.36]と

言っている。

コミュニケーションにおいて意識（心的シ

ステム）が切り離されていると言うと，とん

でもないことを言っているように誤解される
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かもしれないが，そうではない。コミュニ

ケーションの参加者の意識あるいは考えなど

とは違った方向に会話がすすんでしまうと

いったことを想起すればよい。それを先ほど

の事例に戻って言えば，Ａさんの意識の中の

部長の話，Ｂさんの意識の中の「早く帰りた

いな」などがコミュニケーションと独立して

いるということである。ＢさんがＡさんに返

事をするとき，Ｂさんの意識内にある明日の

サッカーの話が，Ａさんに伝わるだろうか。

そんなことはあり得ないことであり，あって

は困るだろう。以上が②の説明である。

最後に③であるが，社会システムはコミュ

ニケーションからコミュニケーションを継続

的に再生産するとされている。具体的にはど

のようにして継続的な再生産がすすんでいく

とルーマンは説明するのだろうか。

ここで重要になるのは「理解」である。ルー

マンは，理解こそが「コミュニケーションを

継続するための条件Bedingungs」[Luhmann 

1990b:p.26]であると位置づける。先行する

コミュニケーションを「理解」することで別

のコミュニケーションが継続的に生産されて

いく。

ここで，先の②の説明とやや重なるところ

だが，「理解」は〔「情報／伝達」←理解〕といっ

たような形で把握されると考えられる29）。

このことをルーマンは「コミュニケーション

とは，つねに区別を区別として――それも情

報と伝達の区別を――処理するProzessieren

ものであり，そうでありつづけている」

[Luhmann 1990b:p.20]と言っている。情報と

伝達とに区別がなければ，それはある意識が

何らかの他者を観察したに過ぎない。この区

別を観察するのが「理解」のはたらきである。

そして，区別があることでコミュニケーショ

ンが継続していく。

また，先に「三つの選択の総合」の話で出

たとおり，「理解」についても，意識システ

ムが決定するものではなくコミュニケーショ

ンの出来事によって確定されるものである。

すなわち日常的な「理解」の意味で「理解」を

捉えてはならない。

こうした議論を見ることで「人間はコミ

ュニケートできない。コミュニケーションだ

け が コ ミ ュ ニ ケ ー ト で き る 」[Luhmann 

1990b:p.31]という一見不可解なルーマンの

表現がどういう意味でなされたものなのかが

わかるだろう。この表現はトートロジーでも

なければ，人間否定などという大それたもの

でもない。

ルーマンにおいては，コミュニケーション

とはこうした特徴を有するものとして記述さ

れる。ルーマン本人の記述としては，こうし

たコミュニケーションの記述に関してわかり

やすく図的に整理されたものは見当たらない

ため，最後に，ドイツの研究者Ｄ．クラウス

図 1

I

H K

K H

P2

社会システム
（Soziales System）

P 人格（Person）
PS 心的システム（Psychisches System）
V 理解（Verstehen）

H 行為（Handeln）
I 情報（Information）
K コミュニケーション（Kommunikation）
M 伝達（Mitteilung）

P1

PS1 PS2

M V

M IV

出典：Detlef Krause, Luhmann-Lexikon, Eine Einführung in das Gesamtwerk
von Niklas Luhmann （Lucius & Lucius・Stuttgart, 2005） p.38（訳語は筆者）
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（2005）の図式（図1）を挙げておく。

これは，どちらかと言えば静的なコミュニ

ケーション図式となっており，ルーマンが言

うコミュニケーションの動的な側面を捉えき

れていないが，議論の整理に資することを期

して掲げるものである。

Ⅲ−２　プロセスについての記述

（１）基本的スタンス　　　　　　
では，ルーマンの世論記述を順次見ていく

が，まずはルーマンの世論記述を読み解くた

めの基本的なスタンスを３つほど確認してお

きたい。

その１つめである。初期の論文において

ルーマンは，政治的支配の道具としての地位

を与えられた以降の世論は，依然として，役

割のシステムあるいは任務のシステムとし

て理解されており，コミュニケーションのプ

ロセスとしては理解されていないと言う。そ

して，後者を徹底的に検討すべきだとしてい

る30）。

役割や任務としての世論と言えば，本稿Ⅱ

の先行研究にも見たとおりである。ルーマン

は，そうした先行研究を踏まえつつ，それと

は異なる方向性を打ち出している。こうした

提起がなされて以降，ルーマンはさまざまな

形で世論記述をしていくが，そのどれもが，

この問題意識を無視しては理解され得な

い。すなわち，コミュニケーションを前提と

し31），コミュニケーションのプロセスとし

て世論を捉えること。それがルーマンの世論

記述を読み解くための基本スタンスなのであ

る。

次に２つめである。それは，世論概念から

の意識（心的なもの）の切り離しである。

先のコミュニケーションに関する記述「コ

ミュニケーションだけがコミュニケートでき

る」すなわち心的システムはコミュニケー

ションから切り離されているという議論を思

い出してもらいたい。これを踏まえると「コ

ミュニケーションのプロセスとして世論を捉

える」とルーマンが言うとき，「意識」などと

いった心的なものを「世論」概念から切り離

していることになる。ルーマンには，心的シ

ステムと世論概念との切り離しを明確に述べ

ている記述も見受けられるほどである32）。

やや話が逸れるが，世論概念の心的システ

ムからの切り離しとは，先行研究などで言う

ところの「合理性」「集合性」といった議論，

たとえば「ここでいう『世論』とは，目下起っ

ている諸問題に答えるために生じ，おなじ国，

おなじ時代，おなじ社会の人間たちのあいだ

で た く さ ん の 部 数 転 写 さ れ て い る 判 断

jugementsが，一時的に，また多少とも論理

的 に 寄 り 集 ま っ た も の で あ る 」[タ ル ド 

1901=1989:p.75]といった議論とは一線を画

すということを意味している。この点におい

ても，従来とは異なる新たな方向性を，ルー

マンは打ち出していると見ることができる。

最後に３つめである。それは，世論概念を

メディア（コミュニケーション・メディア）

としている点である。コミュニケーション・

メディアとは，後ほど詳述するように，複雑

性の縮減を支援するものである。ルーマンの

言うコミュニケーション・メディアは，コミュ

ニケーションにおいてそうした特定のはたら

きをするものであり，我々が日常的に言うと

ころのメディア（あるいはコミュニケーショ

ン・メディア）とはまったく異なっているこ
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とに注意しなければならない。

こうした基本的スタンスを念頭に置きつ

つ，ルーマンの世論記述を具体的に見ていく

こととしたい。

（２）コミュニケーション・プロセスの中の
世論

さて，コミュニケーションのプロセスにお

いて世論を見るのがルーマンの基本的なスタ

ンスであると先に述べたが，では，それは具

体的にはどういうことを指すのだろうか。

大雑把に言ってしまえば，ルーマンは「注

意」から「テーマ」が生産され，世論として取

り扱われていく（「注意」→「テーマ」→「世

論」）プロセスを説明しようとしている。こ

のプロセスを理解するには，「世論」はもち

ろんのこと，「注意Aufmerksamkeit」「テーマ

Theme」といった概念についても，ルーマン

の説明に沿って丁寧に見ていく必要がある。

以下では，「注意」「テーマ」「世論」について，

順を追って説明していく。

まず「注意Aufmerksamkeit」についてであ

る。注意とは，「注意がなければ，公的なコミュ

ニケーションは継続され得ない」[Luhmann 

1990a:p.165]「コミュニケーションは，最低

限の時間と注意とを必要とする」[Luhmann 

1984:p.267]と言うように，コミュニケーショ

ンの前提とみなされているものである。何ら

かの対象を知覚する「意識（心的システム）」

の出来事であり33），ルーマンはその発生ルー

ルを次のように述べている34）。

①さまざまな価値の中である価値が抜きん出

たプライオリティを有する場合

②危機あるいは危機的兆候がみられる場合

③コミュニケーションの送り手が社会的地位

を有する場合

④政治的に成功する兆しがみられる場合

⑤出来事が新鮮である場合

⑥ストレスなど痛みあるいは文明的な痛みの

代用品である場合

これらの事柄が発生している，あるいは発

生しようとするとき，そこに「注意」が集め

られるという。またこれとは別の説明として

「スキーマSchemata（図式）」を挙げている。

ルーマンが言う「スキーマ（図式）」とは，コ

ミュニケーションに参加する心的システムに

おいて参照される「カテゴリーKategorien」

[Luhmann 1999:p.25]であり，（強制ではない

にせよ）行為の可能性を定めるものとされて

いる35）。そうしたスキーマ（図式）について

ルーマンは，「それは注意の出動を要請する

ための補足的な機能を獲得する」[Luhmann 

2002:p.301]「時代スキーマの本来的な機

能は，それゆえ，注意の出動要請にあり」

[Luhmann 2002:p.301−302]と 述 べ て い る。

つまり，単なる知覚から始まって何らかの注

意が形成されるにあたって，スキーマ（図式）

が参照されることで注意が出動するというこ

とである。

またさらに，「（テーマとは）とりわけ，注

意をあつめるにあたって役立つ」[Luhmann 

1970a:p.11]というように，「テーマ」によっ

て注意が集められるということもある。テー

マについては後ほど述べていく。

このようにルーマンは，世論に関連して見

るのであれば「意見」よりも「注意」「テーマ」

という概念に関連性を求めている点には注目

したい。すなわち「注意→テーマ」であり「決

断→意見」とし，さらにテーマと意見とを区
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別し得るとしている36）。先行研究において

は，合理性あるいは集合性の議論，個人の理

性的「意見」の集合体としての世論といった

議論がそうであったように，属性を議論して

いくとむしろ「意見」への言及がなされてい

た。だがルーマンの記述においては，機能を

前提として社会システム理論を構築していく

過程で世論を記述していくと，「意見」では

なく「注意」へとつながっていく。つまり，「意

見」は世論の「属性論，役割・任務論」とつな

がるものであり，「注意」は世論の「機能」へ

とつながっていくものと考えられるのではな

かろうか。「世論の機能Funktionは，意見の

正確さにその本質があるのではなく，不確実

性Unsicherheitを吸収し構造を与えようとす

るテーマの能力Leistungにその本質がある。

……政治コミュニケーションのプロセスの

テーマ構造に適応することである」[Luhmann 

1970a:p.9]というルーマンの表現は，「意見

／テーマ」の区別を踏まえて理解されるもの

である。意見ではなく注意，そして注意から

形成されていくテーマにおいて世論の機能を

見ようとする点に，ルーマンの世論記述の特

徴がある。

やや話が逸れたが，次に「テーマ」である。

まずルーマンは，「注意」と同じくテーマ

についてもコミュニケーションの前提条件で

あるとし37），その例として，天気，近所の

人の新車，政治情勢，芝刈り機の騒音などを

挙げている。こうした例を見ると，ルーマン

がテーマという概念をかなり幅広く捉えてい

ることがわかる。

次に，テーマと先ほどの注意との関係を見

てみよう。注意が「意味深くsinnvoll適切で

あるがゆえに」[Luhmann 1970a:p.11]テーマ

になっていく一方で，先にも述べたとおり

「（テーマとは）とりわけ，注意をあつめるに

あたって役立つ」[Luhmann 1970a:p.11]とも

されている。「意味深く適切であれば」とい

うことだが，では具体的にはどのようにして

注意からテーマが発生するのだろうか。ルー

マンが例示した「近所の人の新車」というテー

マに沿いながら見てみよう。

まず，近所の人が新車を購入したとする。

しかし「近所の人の新車」が何れかの形でテー

マとなるかどうかは予め定められたものでは

なく，テーマは「潜在的段階」にある38）。そ

のうちに，通りかかった人のうち新車を目に

して「注意」を払う（注意のルール）人が出て

くる39）。あるいは，あまりにも特殊な新車

のため，ローカル新聞（マスメディア）が「近

所の人の新車」をいち早く取り上げるかもし

れない（これは「テーマへの寄与Beiträg」と

されている）。これらによって「近所の人の

新車」はテーマ（「可能なテーマ」）となる。

さらに続けると，こうして発生したいくつ

かのテーマ（＝「可能なテーマ」）の中から，「予

測」40）などによって，近所の何人かの人々が

「あそこのお家では車を買ったらしいわよ」

といった「近所の人の新車」というテーマが

選択され，コミュニケーションにおいて用い

られる。テーマがさらにコミュニケーション

において用いられ，伝播していくことで「知っ

ている」人が増えていく41）。また，発生はし

てもすぐに疲弊的な状況になってしまうテー

マもある42）。

ここで言う「知っている｣ 人が増えていく

ということ，つまりテーマが発生していくと

きにおいて，そこには「冗長性Redundanz」
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が発生するとルーマンは言う（ただし，ルー

マンの言う冗長性とは，我々が日常的に用い

る「冗長」（＝無駄な様子）とは異なる）。テー

マになるためには，少なくとも注意をはらい

興味を持った人々などが「知っている」とい

うことが前提とされているが，そこで「知ら

なかった」ことが「知っている」になることに

よって「知っている」という冗長性が発生す

る，とルーマンは言う。「同一の情報が流布

されていくほどに，情報は冗長性へと変化し

ていく。冗長性は，情報を，必要のないもの

とする」[Luhmann 1997:p.202]というように，

冗長性が発生すると同時に「情報」は「情報」

ではなくなり，「知っている」ものとしての

「テーマ」となっていく。

こうした「テーマ」の捉え方は，ルーマンに

おいてはさらに，角度を変えて「記憶」にも結

び付けられている。こうした「冗長性」の発生

によってテーマは「高度に差異化された記憶

hochdifferenziertes Ge dächtnis」[Luhmann 

1996:p.181]を生み出すものであるとされて

いる。すなわち，「知っている」ということ，

そこから発生する冗長性がテーマを作り出

し，それらのテーマが集まって「記憶」が形

成されていくということである。その様子を

「テーマに即して整理された，いわば局所的

lokalに（《トポス》的にtopisch43））秩序づけ

られた記憶が成立する」[Luhmann 1997:p.73]

としている。

最後に世論である。

先に説明したように，テーマとは世論より

もはるかに広範かつ流動的にさまざまな事柄

が対象となるものである（「近所の人の新車」

はテーマにはなり得ても世論とはならないだ

ろう）。「テーマ⊇世論」であり，テーマの特

殊型・一変種が世論である。それは「世論と

呼ばれている事柄は，そうしたコミュニケー

ションのテーマの領域に存在しているように

思われる」[Luhmann 1970a:p.7，太字は原文

斜体]といった表現や「世論の機能Funktion

は，意見の正確さにその本質があるのではな

く，不確実性Unsicherheitを吸収し構造を与

えようとするテーマの能力Leistungにその

本質がある[Luhmann 1970a:p.9]「世論とは，

特定のテーマに関する具象的な意見の地平

にあり，画一的な現象ではない」[Luhmann 

1999:p.27]といった表現からも見てとれよ

う。

では，テーマというものがどのようにして

世論になるのだろうか，あるいは両者はどの

ように区別されるのだろうか。ルーマンは，

テーマに対してさらに多くの「注意」や「意見」

をあつめ，あるいはマスメディアによって「提

示」され，多くの人々がそこに加わりつつ，

人気を獲得し流行となり（また逆に「テー

マ選択は流行に依存するmodenabhängig」

[Luhmann 1990b:p.354]）， 世 論 の 構 成 要 素

Bestandteilとなっていくと言う44）。

以上，「コミュニケーションのプロセスに

おける世論」という整理で，ひとまずはルー

マンの世論記述を見てきた。それは「注意」

「テーマ」などといったコミュニケーション

の前提とされる概念との関連で，どのように

して「世論」が発生してくるものなのか（ある

いは，どのように区別されるものなのか）を

記述するものであった。

先にも述べたことであるが，ルーマンは，

『Öffentliche Meinung』（1970a）において記し
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ているように，政治的帰結としての世論とい

う見方や因果論的な見方を排し，コミュニ

ケーションのプロセスにおける世論を見よう

としている。この点については，もちろんコ

ミュニケーションの捉え方にもよるが，動態

的な世論へのアプローチという広い意味で言

えば，世論の形成過程を問う先行研究と通底

すると言えなくもないだろう。またクーリー

は45），合意や意見といったものからどのよ

うにして世論が生まれてくるのかを記してい

るが，これは世論をコミュニケーション・プ

ロセスにおいて解釈しているとも言えよう。

ただ，意識・心的システムといった出来事（「注

意」）から始めて，それがどのようにして世

論にまで発展していくのかといったプロセ

ス，あるいはその仕組みを膨大な記述を残し

て説明しようとしたルーマンの試みには執念

すら感じる。そうした具体的かつ詳細なレベ

ルでの検討という点は出色と考えたい。

さらにもう１つ注意したいのは，こうした

プロセスにおけるマスメディアの位置であ

る。先述したとおり，マスメディアはテーマ

を取り上げるものである。そしてマスメディ

アと世論とのかかわりについては「マスメ

ディアによって提示される世論」[ルーマン 

2007:p.64，太字は原文斜体]とルーマンは

言っている。しかしこうした表現は，マスメ

ディアが世論に影響を与えるといった議論か

らではなく，あくまで世論はコミュニケー

ションのプロセスにおいて産み出され発展し

ていくものであるという基本的なスタンスか

ら理解されなければならない。ルーマンは「マ

スメディアは，メディアとしての世論が生産

Erzeugungされることには決して役立たな

い」「世論は，マスメディアにおいては決し

て産み出されない」[Luhmann 2002:p.310]と

重ねて述べている。つまりコミュニケーショ

ンのプロセスから産み出されるということで

あり，世論はマスメディアから産み出される

ものではない。

「マスメディアと世論」として見ると，ルー

マンの捉え方は，捉え方の枠組みというレベ

ルで見るのであれば，先行研究の記述と共通

点があると言えなくもない。しかし，マスメ

ディアが世論をつくる（シャンパーニュなど）

といった議論とは異なっている。と言うのも，

影響を与える／与えないではなく，世論それ

自体はコミュニケーションのプロセスから生

じるのであり，マスメディアはそうして生じ

てきた世論を「提示する」に過ぎないものと

して捉えているのである。

またその一方で，マスメディアのアジェン

ダ・セッティング（議題設定）などといった

議論は，ルーマンが言う「マスメディアは世

論を提示する」あるいは「マスメディアはテー

マを取り上げる」という議論と通じるものが

あると言えよう。しかし，両者が同じもので

あるとまでは言い切れないと考えるが，その

点については基本的な研究文脈の違いにも着

目しなければならない。前者は，テレビの出

現とともにマスメディアが個人に及ぼす影響

がふたたび注目を集めていた時代背景があ

り，そうした中でマスメディアが人々の現実

認識に与える「影響」を実証的に検証しよう

としたものである。その一方で後者について

は，マスメディアの機能を論じるものであり，

そこには「影響」云々といった議論は見当た

らない。ルーマンは，マスメディアは「議題（≒

テーマ）」を設定（提示）するとまでは言って

いるが，議題（≒テーマ）が何らかの対象に
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影響を与える／与えないという議論はしてお

らず，また前者がいう「個人」という捉え方

もなされていない。したがって，「議題（≒テー

マ）」の設定（提示）というところまでは両者

の共通点を見い出すことができるが，それが

影響を与えるかどうかといった議論に行くか

どうかという点で，両者は別れていると考え

られる。

Ⅲ−３　世論の機能についての記述

では続いて，世論の機能についての記述を

整理していく。

整理に先立って，用語の確認をしておきた

い。本稿Ⅱのパートにおいては「役割」とい

う単語が出てきたが，「機能」「役割」の両者

の混同を避けるために，本稿における「機能」

と「役割」とについて簡単にまとめておくこ

ととした。

『社会学小辞典』（有斐閣，2005）を見ると，

機能とは「①ジンメルや新明正道によって強

調されているもので，ある全体を構成する諸

要素が営む動的な活動（過程）をさしている

②有機体であれ社会であれ，何らかの全体な

いしはシステムが存続していくうえで充たさ

れなければならない必要不可欠な条件をさし

ている。この用例は，最近では機能的要件と

呼ばれるのがふつうである。③部分が全体の

維持・存続に対して果たしている作用ないし

は働きの効果をさしている」とされている。

すなわち，活動（過程）や作用や働きなどと

いったもの，あるいは全体ないしシステムの

存続のための必要不可欠な「条件」が「機能」

とされている。

過程や作用などといった概念には，行為や

思考などに対する価値規範性や，あるいは主

観性といったものが見当たらない。だが，存

続のための「条件」において，因果的な働き

が含まれるのではとの議論もある。それに対

してルーマンの言う「機能」は．さまざまな

選択肢・可能性の等価性を規制するものとさ

れており（等価機能主義），因果的なもので

はない。またルーマンは，パーソンズら（構

造機能主義）のように構造を前提とした機能

という議論をするのでもない（機能構造主

義）。

一方，同辞書によれば役割とは「ある地位

にふさわしいように期待され学習される行動

様式を『役割』と呼ぶ」（p.598）とされている。

すなわち役割は，集団や社会が準備し期待す

るという意味で，行為や思考などに対する価

値規範性あるいは何らかの主観性が高い概念

と考えられる。

本稿では，こうした整理に従いつつ「役割」

と「機能」とを使い分けていきたい。

（１）複雑性の縮減を支援するコミュニケー
ション・メディアとしての世論

ル ー マ ン は， 初 期 の 論 文『Öffentliche 

Meinung』（1970）において，世論とは複雑性

の縮減を支援するコミュニケーション・メ

ディアであるという捉え方をしている46）。

ノイマンはこうしたルーマンの議論を「争点

の選択」と呼んでいる47）が，そもそも「複雑

性の縮減Reduktion von Komplexität」という

考え方自体がかなり特殊なものである。それ

が世論の機能だと言われてもなかなかピンと

こないだろう。したがって，ここではまずは

「複雑性」から整理していくこととしたい。

ルーマンの言う複雑性とは何なのか。それ
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に対しては，過去，さまざまな批判が数多く

なされてきた48）。この概念を簡潔に説明す

るのは難しいが，「別様にもありうるAuch- 

anders-möglich-Seins」状態，さまざまなあ

りうる状態や出来事などが，とりあえず２つ

以上ある場合とされている49）。そのイメー

ジをより具体的に想起してもらうために，１

つの例を考えてみよう。

ある政治家が友人と最近の世情についてな

んとなく会話をしている状況を考えよう。政

治家が友人に対して「最近の育児施策は○○

となっている」と言ったときに，友人におけ

る「ありそうな状態」の一部を挙げてみる。

①それを聞いて（ただ漠然と）「ふうん，そう

なのか」と考える

②それを聞いて（この人は見た目がなんとな

く信じられない感じがすると思い）「本当

かなあ」と考える

③それを聞いて（世論を参照して）「世間では

そんなことは言われていない，そんなのは

嘘だ」と思う

といった（いわゆる常識的にありそうな）状

態がその友人において発生する可能性もあれ

ば，

④それを聞いて「この政治家は左利きだな」

と考える

⑤それを聞いて「今週は傘の携行が欠かせな

い」と考える

⑥今日の晩御飯の話を始める

⑦走り始める

といった（いわゆる非常識な）状態が発生

する可能性もある。ここでは７つしか挙げな

かったが，こうした可能性「ありそうなこと」

は，「それこそ無限大にある」としてしか認

識され得ない。だが友人は

③それを聞いて（世論を参照して）『世間では

そんなことは言われていない，そんなのは

嘘だ』と思う

という返事を返したとする。

さて，ここで思い出して欲しいのが，先の

コミュニケーションのプロセスでの整理，「情

報・伝達・理解という三つの選択の総合」や

「テーマ」「世論」である。それに沿ってもう

一度，この事例を見てみよう。

ある政治家の話「最近の育児施策は○○と

なっている」という情報を受けて，友人にお

いては「最近の育児施策」という言葉の伝達

によって「注意」が顕在化し，その他の「注意」

は棄却される。そこで「これは『最近の育児

施策』という『テーマ』の話だ」というテーマ

の選択があり，④⑤⑥⑦は選択されないこと

になる。そして「理解」にあたっては「世論」

が参照され，「それを聞いて（世論を参照して）

『世間ではそんなことは言われていない，そ

んなのは嘘だ』と思う」が選択され，①②は

選択されない。

こうした事例は，ある状況が，よりわずか

な複雑性の状況へと再構成されるものと捉え

られる。すなわち，別様にもあり得るものの

中から何かしらの「より複雑性の少ない状況」

が「選択」されるというプロセスが発生する

が，それが「複雑性の縮減」である50）。

また，何かしらの「選択」があるとは言っ

て も「 期 待 に 導 か れ た 蓋 然 性erwartungs- 

leitende Wahrscheinlichkeitenが存在しなけ

ればならない」[Luhmann 1997:p.190]という

ように，「別様にもありうる」からと言って

何でもかんでも発生し得るというものではな

い。ここで，複雑性の縮減を支援するものと

して「コミュニケーション・メディア」があ
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るとされている。ルーマンはそれを「コミュニ

ケーションという基礎の上で，ありそうもな

い事柄Unwahrscheinlicheであるにもかかわ

らず可能になるのはどのようにしてなのかを

説明してくれるはず」[Luhmann 1997:p.202]

と述べている。ただしこうした説明からわか

るとおり，コミュニケーション・メディアと

は世論に限った話ではない。この事例で言え

ばそれが「コミュニケーション・メディアと

しての世論」ということになるし，「テーマ」

もコミュニケーション・メディアの１つと言

えよう。また買い物においては「貨幣」とい

うコミュニケーション・メディアが複雑性の

縮減を支援する。

先ほどの例で言えば，世論というコミュニ

ケーション・メディアを参照することにより，

複雑性はよりわずかな複雑性へと再構成され

る。ある政治家の話を聞いた友人において，

漠然と話を受けたり見た目で疑わしいと考え

たりすることはなくなり，（ここでは仮に）「世

論とはみんなの意見」だという理解の周辺の

「ありそうな状態」が，何らか発生すること

になる。「言い換えれば，世論とは，引き起

こされたり影響を与え続けたりするような因

果的なものではもはやなく，選択を支援する

Selektionshilfe 機 能 的 な も の で あ る 」

[Luhmann 1970a:p.3]と言うときの「選択の支

援」とは，そうしたコミュニケーション・メ

ディアの機能を踏まえた意味である。

ここで従来の世論研究であれば，特に属性

に関する議論であれば，上の事例で言う「（こ

こでは仮に）『世論とはみんなの意見』だとし

て」という点に焦点が合わせられるだろう。

つまり，世論とは何か，みんなの意見なのか，

そうではないのかといった議論である。しか

し，ルーマンの世論記述はそうした点に向け

られるものではないのである。 

（２）政治システムにおける世論
本稿においては，冒頭で述べたように，「政

治，マスメディア等によって社会的に構築さ

れたものとしての世論が人々を操作してい

る」といった地平での議論を問題として捉え

ている。では一方で，世論と政治，マスメディ

アといった関係について，ルーマンはどのよ

うな議論を展開しているのだろうか。ここで

はまず，政治と世論とについて整理していく。

すなわち，政治システムが自分を観察する＝

反省するツールとしての世論という議論であ

る。

ルーマンが言う観察とは，「区別し，指し

示 す こ とUnterscheidens-und-Bezeichnens」

[Luhmann 1990b:p.82]51）である。きわめて抽

象的な言い方であるが，別の言い方で「観察

とは，マークされないunmarkiertでいる領域

に区別を設けることであり，観察者はその領

域から区別をしていく」[Luhmann 1995:p.92]

とも言っている。ルーマンは，そうした「観察」

に用いられるツールとして世論を捉え，それ

について「鏡Spiegelとしての世論」というメ

タファーを用いて説明しようとしている。

では，「鏡」のメタファーとはどういう喩

えなのだろうか。また，その喩えでルーマン

が言おうとしていることは何だろうか。

まず，これは政治システムに関する議論で

ある。政治システムに参加する観察者自身と

他の観察者52）のそれぞれの関係についての

議論である。政治システムに参加するさまざ

まな観察者が，互いにすべての他の観察者自

体を観察できるわけではない。世論を参照す
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ることによって鏡に向かっている他の観察者

を観察するのである。これをルーマンは「政

治への参加者は全て，政治家であれ有権者で

あれ，世論という鏡において相手を観察する」

[Luhmann 1995:p.108]としている。したがっ

てまず，「鏡」のメタファーが意味している

のは，政治に参加するさまざまな観察は，い

わば共通ツールとしての世論を用いて，相手

（他の観察者）を観察するということである。

さらに「鏡としての世論」による他者の観察

について，ルーマンは「対応する期待の構造を

それ自身で観察し発展させることができるよ

うに，世論を用いる」[Luhmann 1990a:p.216，

太字は原文斜体]と述べている。つまり他者

を観察するだけでなく，他者からの期待をそ

こで観察するということである。たとえば政

治家などは，他者（＝有権者，野党など）が

どのような期待を自分に対して持っているの

か（たとえば景気対策をして欲しい，社会保

障制度を充実して欲しいなど）を観察すると

いうことである。これは，鏡としての世論に

よってさまざまな観察者の期待感を調整して

いくということであり，またそれぞれの観察

者は鏡を見ながら，ある社会的文脈において

何を承知しておくべきかを学んでいくという

ことである53）。これをルーマンは「政治はそ

の作動Operationenを，世論によって方向づ

ける。世論という鏡のなかで，政治の活動が

引き起こす共振を，他の観察者の視野から観

察するためにである」[Luhmann 1993a:p.403]

と述べている。他の観察者との調整機能に

ついてはさらに「政治においては，選挙結果

を考慮しつつ，世論という鏡の前ですべて

の活動が演出されるinszenieret」[Luhmann 

1997:pp.766−767]とも述べている。すなわ

ちここでは，ある政治家は，鏡の前で鏡を意

識した行動をとるかもしれないといったこと

を表している。

ただし世論という「鏡」において相手を観

察するとは言っても，「完全に不透明な鏡でし

かない」[Luhmann 1990a:p.216]「鏡それ自身

が不透明なのである」[Luhmann 1997:p.1102]

というように，他の観察者のすべてがわかる

わけではない。たとえば政治的に表明された

立場や行動といったもの（＝鏡の前で取り澄

ました表情）はわかるということである。そ

れをルーマンは「人は鏡の中に自分自身をみ

ることはなく，鏡に向かって取り示す表情だ

けをみる」[Luhmann 1990a:p.172]と述べてい

る。

したがってまた，観察それ自体が，鏡に反

射した自己を見るにあたっても，自己の表面

的なものしか見えない。「観察者は，それ自

身にとって観察不可能unbeobachtbarなまま

である」[Luhmann 1995:p.66]というように，

観察それ自体はその瞬間において自己を観察

できないとされている。鏡としての世論を見

ることで自分を見ることができるとはいえ，

それは表面的なものにとどまる。

こうした不透明な鏡とは，先に述べた複雑

性の縮減を言い換えたものとも言えよう。こ

うした不透明性を有しているからこそ，政治

システムにおけるコミュニケーションの参加

者は，世論というコミュニケーション・メディ

ア（＝「鏡」）を参照することによって複雑性

を縮減し，意識の動きなどに依るわけではな

く，何らかの選択が発生していくということ

である。

なお，ここでルーマンが言っている鏡とは，

「その裏面Rückseiteにも同じ鏡が取り付け
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られ」[Luhmann 1997:p.1102]たものだとされ

ている。ルーマンは，両面鏡の片方は「情報

提供者Informationsgeber」の観察に用いられ，

もう片方は「情報受容者Informationsnehmer」

の観察に用いられるとしている。ここでの観

察者は人格，集団，政党，見解などとされて

いる54）。

以上のような説明を整理すると，観察者と

鏡としての世論との関係として，次のような

図2を描くことができよう。「世論の機能は

全体社会を統合することではなく，観察者の

観 察 を 可 能 に す る こ と に あ る 」[Luhmann 

1997:p.1099]という最晩年の記述は，こうし

た「鏡としての世論」という議論を踏まえた

うえで理解されなければならない。

このように，政治と世論という意味での

ルーマンの世論記述は，先に述べた「世論を

操作することに必死になる政治家」「世論に

操作される民衆」⇔「政治批判の道具として

の世論」といった地平の議論とは明らかに異

なったものである。二項（世論操作／政治批

判の世論）のそれぞれにおいて，それとは異

なる（あるいはそれ以前の）問題として「鏡と

しての世論」が問われているのである。この

点はきわめて重要である。

その一方で，ある意味においては「鏡とし

ての世論」という記述は，先行研究との共通

点も見出せないわけではない。すなわち先に

挙げた「沈黙の螺旋モデル」，また世論形成

過程に関する他の議論55）などでは，世論あ

るいは世間の人々の意見や社会規範などを参

照することによって自分の意見や位置を確認

するという議論がなされてきている。ただし，

ルーマンの世論記述ほどに，「鏡としての世

論」の機能を詳細に考察している例は見当た

らないのではないかと考えられる。また，世

論形成過程の議論は「どのようにして世論が

形成されてくるのか」が基本的な研究の視点

であり，一方のルーマンの世論記述は社会シ

ステム理論の視点での記述である。そうした

基本的研究文脈の相違もあり，両者を同一の

議論とまでは言えないと考えられる。

また，共通点としてさらに言うならば，政

治への参加者すべてが自分や他の観察者を見

るために世論というツールを用いているとさ

れるが，図が明らかにしているように，ここ

で述べられている世論とは政治システムにお

いてさまざまな観察を結びつける機能を果た

している。いわば社会的紐帯としての「世論」

であるが，結果的に言えば，ある種の「つな

がり」を政治において形成するものとして世

論を見るという議論と言えよう。その点で言

えば，先行研究との類似性を見てとれる。「鏡」

の機能を属性論のレベルで言い換えれば，「世

論＝みんなの意見」という素朴な世論観にた

どりつくと言えよう。

図 2

情報受容者
［ウラ面］

不透明

［オモテ面］
情報提供者

個人・集団・
政党・意見など
（ここでの）観察

観察D

世
論

観察A
観察B

観察C

観察E
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（３）マスメディア・システムにおける世論
上に見てきた「鏡としての世論」すなわち

政治システムにおける世論という見方とあわ

せて理解しておきたいのが，マスメディア・

システム56）と世論との関わり方である。ルー

マンは，マスメディア・システムは全体社会

を記述するものであり，そこで支援的な機能

を果たすメディアとしての世論という見方を

示している。

ここで突然「全体社会を記述する」という

言葉が出てきたが，社会を記述するというの

は社会学がその成立当初から担ってきた基本

的な目的である。そして近代以降において社

会の自己記述が多数出現し，それらが対立し

つつ社会的な重要性を高める中で，自らの正

当性や根拠を主張してきた。しかし，どれが

正当で根拠があるのかの争いに決着がつくこ

とはなく,「そうした根拠づけへの諦めが幅広

くひろまっているため，根拠づけの試みがも

はやない」[Luhmann 1984:p.7]という状況に

なってしまっている。そうした点に，ルーマ

ンの基本的な問題意識がある。

「自己記述」に対するルーマンのこうした

問題意識の一方で，ここでルーマンが世論に

関して述べていることは，社会の自己記述を

どのようにしていくのかという基本的問題と

関連しつつも，別の次元の問題として捉えて

いかなければならない。それは，近代以降の

社会をどのように記述していくのかといった

方法論的な視点ではなく，ある方法論に依っ

て実際に社会を記述するとどのように記述さ

れ得るのかという具体論である。

そうした個別具体的な議論において，ルー

マンはまず「マスメディアはここで固有の性

質を有する機能システムとして紹介されるべ

きである。その性質とは，「情報／非情報」

のコードの助けを借りて世界記述（全体社会

の記述も含む）をするというもの」[Luhmann 

2002:p.304]と位置づけている。ただしマス

メディアだけが社会記述をするものではな

い。ある社会はその社会の記述を有しており，

社会はさまざまな視座から記述されている。

そしてマスメディアによる社会記述につい

て，具体的には次のように整理され得る。出

版メディアであれ放送メディアであれ，マス

メディアは「情報／非情報」のコードを参照

しながら政治システムなり経済システムなり

を観察し記述し，常に何らかの「情報」を大

量に出し続けている。マスメディアが出す「情

報」はさらに，コミュニケーションにおいて

「注意」を集めることによって「知っているこ

と」になり「テーマ」となっていく。その「テー

マ」をふたたびマスメディアが取り上げるこ

ともあろう。つまりマスメディア・システム

は，自身のアウトプットへの「再帰的な

reflexiv」反応も含めて，社会記述をしていく。

これをルーマンは，マスメディアという機能

システムによる社会記述によって，「そして

当惑しつつも極めて多様な仕方で他の機能シ

ステムが構造的にカップリングされる」

[Luhmann 2002:p.304]としている。

そしてその 構 造 的カップリング57）につ

いてルーマンは「したがってテーマとは，

マスメディアとその他の社会領域 Gesell- 

schaftsbereichenとの構造的カップリングの

役割を果たす」[Luhmann 1996:p.29]と明示し

ている。ここで世論はどうなのかということ

だが，世論をテーマの一変種として捉えてい

けば理解しやすい。すなわち一方でルーマン

は，コミュニケーション・メディアとしての
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世論が意味を有しているのは，マスメディア

と政治との関係を指し示す形式としてだけで

あるとも述べている58）。ルーマンの社会シ

ステム理論においては，あるシステムと他の

システムとの関係が問題となる。マスメディ

ア・システムと政治システムとはそれぞれ，

閉じたシステムであるとされているのだ。そ

のため，閉じているはずのシステム同士がど

のように関係するのかという説明が必要とな

るが，ここにおいてはマスメディア・システ

ムと政治システム間の関係を説明するための

議論をしていると考えられる。

先に述べたとおり，マスメディアは世論を

提示するに過ぎない。マスメディアの社会記

述においても，マスメディアによって世論が

提示されることによって，政治システムにお

ける観察者の観察は可能となる（＝「鏡とし

ての世論」）。こうして政治システムにおいて

観察が発生する様子を，マスメディアは記述

していく。これを「世論は近代の全体社会が

自己を記述し世界を記述するメディアdas 

Medium der Selbst- und Weltbeschreibungな

のである」[Luhmann 1997:pp.1107−1108]と

ルーマンは説明している。

以上「マスメディアの社会記述」およびそ

こに用いられる（提示される）世論という議

論を見てきた。本稿では先に，先行研究にお

ける「マスメディアと世論」という議論と，

ルーマンのそれとについては述べたところで

はある。だが，上に見たように，社会の記述

問題にまで及ぶきわめて広範囲な視野の中で

「マスメディアと世論」およびその機能を捉

えた議論は，先行研究には見当たらないもの

と考えられる。

また，さまざまなシステム間の構造的カッ

プリングをするものがテーマであるが，一方

の世論はマスメディア・システムと政治シス

テムとの構造的カップリングにおいて用いら

れるとルーマンは言っている。この点におい

ても，先の「鏡としての世論」の議論と同様に，

ルーマンの世論記述は政治（政治システム）

との関連でなされているものであるというこ

とが明確になっている。それは，政治（政治

システム）に関連して世論があるという基本

的な点において先行研究と共通していると言

えよう。ただし，「鏡としての世論」の議論

でも述べたとおり，ルーマンの「マスメディ

アと世論」もまた，政治性の議論（政治批判

の手段and／or政治家が民衆を操作するため

の道具）よりも以前の問題を提起している点

において，二項対立の構図を解体するものと

なっている。

Ⅳ 先行研究との接続

ここでは，本稿ⅡとⅢの整理を踏まえて，

ルーマンの世論に関する記述は先行研究に対

してどのように位置づけられるのか，その意

味での「接続」を考察してみたい。

個別の論点は本稿Ⅲで都度述べてきたが，

共通点と相違点とをまとめる作業を経ること

で，両者の位置関係がより見やすくなること

を期したい。したがって，本稿Ⅲの個別の論

点について順を追って考察しておくこととし

たい。

　

まずコミュニケーションのプロセスとして

世論のはたらきを記述するという点である。
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先に述べたとおり，コミュニケーションをど

う捉えるかにもよるが，コミュニケーション

のプロセスにおいて世論を捉えるということ

自体は新しいものではない。だが，意識や心

的なものを世論やコミュニケーションから排

除し，「意見」よりもむしろ「注意」「テーマ」

という概念に関連付けたルーマンの世論記述

は特異なものと言える。また，世論が産み出

されてくるのはあくまでコミュニケーション

のプロセスにおいてであり，マスメディアが

それを産み出すものではなく提示するに過ぎ

ないという議論も，本稿においては特に注目

しておきたい。

続いて，世論の機能に関する記述である。

まず挙げたいのが「複雑性の縮減」に関連す

る世論という捉え方であるが，それは他に類

をみないものである。これを基本として，政

治と世論の関わり方（鏡としての世論）につ

いても述べられていた。そこにおいては，政

治への参加者すべてが自分や他の観察者を見

るために世論というツールを用いているとさ

れていた。結果的には，これは一種の社会的

なつながりの議論であり，その意味において

は従来の世論研究の文脈と通じるところがあ

ると言えよう。

またマスメディアと世論との関わり方につ

いても述べられていた。そもそもルーマンに

おいては，マスメディアとは社会を記述する

ものであり，世論はその社会記述において用

いられるものとされていた。マスメディアや

政治と世論といえば，冒頭から述べていると

おり，構築性を指摘する議論やそれにより

人々が操作されるといった議論がなされてき

たが，ルーマンの世論記述はそうした議論と

は一線を画する。

さらに，補足的にいくつかの点を述べてお

きたい。

基本的な点を言うと，ルーマンの世論記述

は，従来の世論記述を問題視してその良い悪

いを述べ，それらに１つ１つ批判を加えつつ

新たな自説を提示するような形にはなってい

ないことが挙げられる。だが，世論について

述べる際に少なからず歴史記述を添えてい

る59）ことからも，世論研究の従来の記述を

無視するものではないことは明らかである。

ルーマンの世論記述は，あくまで社会システ

ム理論の構築という大きな目的の中でなされ

た記述であり，世論研究の先行研究の１つ１

つに反論して自説を展開するという目的でな

されたものではない。しかしだからといって

接続ができないということでもない。その点

は誤解されてはならない。

次に，これもきわめて基本的な点だが，世

論あるいは世論概念を重要視しているという

点では接点を見ることができよう。その点を

先行研究として一括りにして言えないとする

ならば，ルーマンは世論を重要視していると

いうことは少なくとも言える。それはルーマ

ン自身，先行研究の歴史的な整理を度々しな

がら冒頭に掲げたような膨大な世論記述を残

したこと，晩年に至ってはキーを引用しつつ

世論は近代の全体社会システムの「聖霊

Heilige Geist」とまで言っている60）ことから

も明らかである。

また，抽象的な理論の世界を離れてルーマ

ンの議論を捉えようとするのであれば，従来

の世論研究において述べられてきた議論と共

通する点が少なくない点も挙げておかなけれ

ばならない。たとえばアジェンダ･セッティ

ングの議論とルーマンにおける「テーマ」の
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議論，沈黙の螺旋の議論とルーマンにおける

「鏡としての世論」の議論などを，そうした

例として見ることもできよう。ただし，ルー

マンの世論記述をどのようなレベルで捉える

にせよ，それらは社会システム理論の一部と

いう前提，「機能」「システム」といった基礎

的概念におけるルーマン的思考を前提として

読まれなければならないのは言うまでもな

い。

こうした点も踏まえ，本稿Ⅲ以降の議論を

総括すると，ルーマンの世論記述は，社会シ

ステム理論を前提としつつ，コミュニケー

ションのプロセスに関連させて説明しようと

するものであり，世論の機能面について説明

していくものであったと言えよう。そうして

得られた記述は，世論をめぐる研究の新たな

視座として，従来の世論研究の系譜の末端に

接続され得るものとして考えたい。

ただし，接続し得るとは言っても，その接

続の仕方については誤解のないように注意し

ておきたい。

ルーマンは，彼が構築した社会システム理

論のさまざまな概念装置（観察，複雑性･･･）

を用いて，社会全体を説明し記述しようとす

る。彼の関心は，社会システム理論の諸概念

を用いて社会学の対象領域すべてを記述する

という意味での理論の普遍性にある。社会改

良や規範を説くものでもなければ，世論概念

が持つ複雑多層的な性格を改めて暴露しよう

とするのでもない。あくまで記述的に，政治

や世論に関して彼が行った「観察」の記述に

努めた結果であるところに，特に注意しなけ

ればならない。したがって，属性や特性など

の概念として「世論とは何か」あるいは「真の

世論とは」といった問い方およびその回答と

いった地平における議論の１つとして捉えて

はならない。それは喩えて言うならば，人間

を見るなら「体重（＝重さ）」だけではなくて

「身長（＝長さ）」もあるといったような，測

り方そのものが新たに追加されるようなもの

である。だが，それも接続の１つのあり方で

はなかろうか。

Ⅴ まとめ
～世論と公共メディア

まとめにあたって，まず，本稿の目的に立

ち返って今までの議論を整理してみよう。

まず１つめの目的は，ルーマンの世論記述

を概観するというものである。すなわち，世

論のはたらき，作用についての記述がどうい

うものかを明らかにしていくということが掲

げられた。

これに対して，本稿では大きく２つに分け

て整理した。その１つめは，コミュニケーショ

ンのプロセスにおいて世論が発生してくると

いうものであった。それがどのように発生し

てくるのかについて，ルーマンは詳細な分析

を加えていた。そしてもう１つは，世論の機

能に関する記述であった。すなわち，コミュ

ニケーションにおいて複雑性の縮減を支援す

るものとしての世論であり，それは政治シス

テム・マスメディアシステムにおいて特定の

機能を果たす世論として記述されるもので

あった。

そして２つめの目的として，世論研究とい

う学問領域におけるルーマンの世論記述の位
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置を明らかにしていくことを掲げた。ルーマ

ンの世論記述は，先行研究を批判しつつそれ

を超克するといった形のものではないが，先

行研究の歴史的記述を度々行っていることか

らも明らかなように，先行研究を踏まえたも

のであると言えよう。また，捉え方の枠組み

など，より広い視点で見るのであれば，ルー

マンの世論記述と先行研究との間に通底する

部分も少なくないが，世論の「機能」につい

て記述していくということや，その具体例と

しての複雑性の縮減など，先行研究にはない

新たな視座を提示するものであったと言うこ

とができよう。

では最後に，

●世論に対する機能面からのアプローチが持

つ意義を考察する

という目的を果たすこととしたい。

世論に対するルーマンのアプローチの仕方

は，今まで見てきたように，コミュニケーショ

ンのプロセスに関連させつつ記述するもので

あり，さまざまな形で社会システム理論的に

密接に関連付けられつつ，機能的な側面から

記述されたものであった。

それは，世論に対する先行研究のアプロー

チとは明らかに異なるものであるが，多様な

アプローチの１つと捉えてよいだろう。そし

てその意義については，世論概念の複眼的・

多層的な読みに資するものととりあえずは考

えられる。

だが，ルーマンの世論記述，すなわち機能

的な世論記述の持つ意義は，もっと積極的に

評価されて良いのではなかろうか。本稿Ⅱの

冒頭に書いたように乱立状況を続ける「世論

に対する読み」ではあるけれども，そこに新

たな「読み」をさらにもう１つ加えた点は積

極的に評価されるものと考える。しかし，た

だ単に「以前にはそういった記述は見当たら

なかった」というだけの評価にとどまるもの

ではない。

と言うのは，ルーマンによる世論への視座

および記述は，「政治，マスメディア等によっ

て社会に構築されたものとしての世論が人々

を操作しているのではorそうではない」と

いった地平での議論がどうあれ，世論や世論

概念に対する別の角度からのアプローチを可

能にするということであり，そのことが持つ

意味はきわめて大きいと考えるからだ。つま

り，「操作する／しない」「操作される／され

ない」といった地平で述べられる世論（ある

いは役割・任務などの属性論等でも同様に）

がいったい何であれ，世論がどのようなはた

らきや作用をするのかといった視点からなさ

れていく記述は，それらとは関係なく独立し

た視点を持ち得るということである。それは，

世論研究というものが，「世論が人々を操作

する／しない」といった議論ではなく，むし

ろ別の方向にも向かうことができるというこ

とを示しているのだ。

ルーマンの意図は，社会のすべての関係を，

彼自身が構築しようとする普遍的な（「絶対

的な」ではない）一般理論を用いて記述して

いくことにある。既に知られているように，

社会の理論を研究計画として提出するにあ

たって，ルーマンは，機能主義ほかをその理

論的基礎として既に位置づけていた61）。さ

らに，ルーマンが基本的な問題意識としてい

た点（社会の自己記述の問題）などを考えて

みれば，多様な読みが乱立する世論記述にお

いて新たな世論記述あるいは記述の仕方が
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ルーマンにおいて見られ，さらにそれが多様

な読みからある意味独立し得るのは，さほど

不自然なことではないのではなかろうか。

ただし本稿は，ルーマンの世論記述の新し

さや意義を考察はしても，それを無批判に受

け入れるものでもない。繰り返しになるが，

ルーマンが社会システム理論を構築し，それ

をもとに（あるいはそれを構築する途上で）

社会を記述していくにあたって，さまざまな

世論記述が産まれたということである。「実

証」の意味にもよるが，こうしたルーマンの

世論記述を社会システム理論に対する「実証」

と捉えることもできよう。しかし，こうした

ルーマンの「実証」的な世論記述をすべて鵜

呑みにはできないとも考える。

と言うのは，一方では，世論記述うんぬん

以前の問題として，ルーマンの社会システム

理論全体にかかわる大きな議論が今も交わさ

れていることがある。（本稿では触れなかっ

たが）オートポイエーシスや構造的カップリ

ング，さらにはシステムというルーマンの社

会システム理論の基本的前提などに関して，

理論的な論議が書籍等でなされており，それ

らの議論の解明が待たれている中である。そ

してその他方では，筆者として，現実に即し

た実証が求められるのではないかと単純に考

えるからである。すなわち，現代の日本社会

の政治・マスメディア・世論の現場において，

世論は，本当にルーマンの言うようなはたら

きや作用をしているのかということである。

それはどのようにして複雑性の縮減を支援す

るものとなっているのか，また鏡のように動

いていると言えるのだろうか，あるいはテー

マの一変種として世論を捉えることができる

だろうか。めまぐるしく変遷を遂げる現代日

本の世論において，そうした実証を企図する

こと自体が無謀の謗りを受けかねないが，そ

れは経なければならないプロセスであると考

える。

こうしたルーマンの世論記述に関する考察

のまとめとして，やや拡大解釈かもしれない

が，１つの考察を行って本稿を閉じることと

したい。

冒頭に掲げたように，政治・マスメディア・

世論という捉え方は，時代や政局がこれほど

めまぐるしく移り変わる時代であればこそ，

確固たるものとして保持し，また捉え方自体

を自己反省的に考えることも必要とされよ

う。特にマスメディアの位置に立つのであれ

ば，「マスメディアが世論を構築し，人々を

操作する」などといった議論があることを踏

まえつつも，そうではなく世論の機能，マス

メディアの機能を冷静に見い出していく姿勢

も求められるのではなかろうか。こうした視

点に立つのであれば，ルーマンの世論記述は

その一助となるものであろう。

さらにこの点を敷衍していくと，概念とし

ての世論を抽象的に「公共メディア」として

置き換えて（単純な置き換えはできないが）

捉え得るとするのであれば，本稿の考察の１

つとして「公共メディアと機能」について考

えていくことができよう。

とは言っても，「機能」概念を措定したう

えで，特定のシステムの「はたらき」や「作用」

を解明していくといった手法は，世論に限ら

ずに言うのであればとくだん珍しいものでは

ない。社会学で言えばデュルケムをはじめと

して繰り返されてきたものである62）。そし

て機能主義に対する批判が数多くなされてき
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たことも，周知のとおりである。しかしルー

マンの場合は，そうした批判も踏まえつつ，

機能構造主義的な社会システム理論を構想し

ており，その結果産み出された膨大な記述の

一部には「メディア」「公共性」といった概念

（特に前者については手厚く）に関する記述

もなされている。筆者としては，機能主義的

な記述が「メディア」「公共性」にまで及んで

いる点に，特に着目したい。

ただルーマンにおいては「公共メディア」

という概念あるいは「メディアの公共性」と

いった記述はないように思われる。しかし，

仮になかったとしても，だからといってそれ

らに対する機能主義的アプローチの可能性ま

でがないわけではないだろう。

「公共メディア」という概念は，従来から

役割や任務といった文脈で語られ続けてき

た。そうした視点は現実的には必要なもので

あり，「期待→役割・任務→情報発信→情報

受信→評価→期待」といった循環的プロセス

は，さまざまな形を伴って繰り返されていく

だろう。しかし，「公共メディア」の役割や

任務を語ると同時にあるいはそれ以前に，「公

共メディア」がどのようなはたらきや作用を

するものなのかといった機能を問う領域があ

れば，役割や任務の議論はより厚みを加えて

明確なものとなり，一層確固たるものとなり

得るのではないだろうか。その機能を探るア

プローチ「公共メディアの機能主義的分析」

をすすめていくとするならば，機能とは何か

といった基本的な研究から，今後さらに重ね

ていかなければならない。

（なかあき ひろし）

※翻訳書から引用した場合は，原書の発行年ではな

く，翻訳書の発行年を表記した。

注：
1）『政治意識月例調査』「放送研究と調査2009年10

月号」ＮＨＫ放送文化研究所編，日本放送出版協

会

2）2010年9月18日～20日に行われた政治意識月例

調査によると，鳩山内閣を「支持する」は72.0％，

「支持しない」は15.6％であった（『政治意識月例調

査』「放送研究と調査2009年11月号」ＮＨＫ放送

文化研究所編，日本放送出版協会より）が，2010

年2月5日～7日に行われた政治意識月例調査によ

ると，鳩山内閣を「支持する」は46.7％，「支持し

ない」は41.5％であった（『政治意識月例調査』「放

送研究と調査2010年3月号」ＮＨＫ放送文化研究

所編，日本放送出版協会より）。

3）岡田直之（2001）p.v，谷藤悦史（2010）p.17など。

4）詳しくは本稿Ⅱ参照。

5）一例としてＮ．チョムスキー（1993=2003）鈴木主

税訳『メディア・コントロール』集英社新書や，P. 

シャンパーニュ（1990=2004）宮島喬訳『世論をつ

くる　−象徴闘争と民主主義』藤原書店など。

6）本稿における「機能」の捉え方についてはⅢ−３

参照。

7）ルーマンが言う機能主義とは，システムが，はた

らきをやめたものを他のはたらきへと置き換える

可能性を有していることを指す（等価機能主義）。

これは，因果論的な機能主義と対置されるもので

ある（富永健一（2008）pp.664−670参照）。

8）ルーマンが言う「記述Beschreibung」とは，「観察

Beobachtung」の結果を記したものである。「観察」

とは「区別し，指し示すことUnterscheidens-und-

Bezeichnens」[Luhmann 1990b:p.82]であるとされ

ている。区別とは「境界を設定すること」，指し示

すとは区別の「２つの側を持つ形式Zwei-Seiten-

Form」のどちらの側から出発するか，境界の横断
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がどちら側からかを確定することである[Luhmann 

1990b:pp.75−87]。「観察」については長岡克行

[2006 pp.173−204]，クニール・ナセヒ[1993=1995 

pp.112−129]も参照。

9）Ｄ．クラウス（2005）によればルーマンには547の

著作物Schriftenがあるが，雑誌“Soziale System. 

Zeitschrift für theoretische Soziologie”（4. Jg. 

[1998], Heft 1）によれば単行本72冊，論文その他

は465点（合計537点）である。

10）そうした問いかけの結果，「書き手の数ほど

世論の定義が存在する」とまで言われるような

状況が生じた。この言葉自体はＢ．ヘネシー

（Public Opinion, Wadsworth Publishing Company, 

1965:p.94）からの引用だが，世論の定義の多様性

に関しては岡田直之[2001:pp.87−107]参照。

11）先学における整理のされ方を見ていくと，歴史

的な文脈を踏まえつつ（すなわち時代順に），人物

単位で記述を追っていくのが典型的であると考え

られる。

12）高橋徹（1960），児島和人（1967），Ｅ．ノエル=

ノイマン（1984），三上俊治（1993），岡田（2001），

Ｄ．Ｒ．キンダー（1998=2004），林香里（2004），

谷藤悦史（2005）など。

13）Ｊ．ハバーマスは「タルドによってはじめて『群

集の意見』として詳しく分析され」[ハバーマス 

1962=2002:pp.325−326]たとして20世紀初頭の

タルドの『世論と群集』（タルド 1901）を紹介して

いる。また岡田[2001:p.58]は「世論観念の社会心

理学的転換」として主導的役割を果たしたものと

してタルドに触れている。

　また児島は，20世紀に入ってからの近代社会の歴

史的展開は世論の諸理論に対して「きわめて大き

なインパクトを与え，その理論構造の根本的変質

を迫る」[児島 1967:p.243]ものであったとしてい

る。そうした歴史状況の中，タルドの議論は，近

代的世論観の嚆矢と目されるものである。

　以上のような諸説から，タルドの議論すなわち20

世紀以降の記述について見ていく。

14）本稿では「合理性」「集合性」を挙げたが，その他，

世論概念のイデオロギー性を指摘する議論もあ

る。岡田[2001:p.128]は，マスメディアが世論の

イデオロギー的基盤を形成しているという議論と

して，とくに新聞に着目して整理している。また，

社会心理学的な観点からいう自覚的体系的な社会

意識としてイデオロギー性を捉えるキンダーの議

論もある[Ｄ．Ｒ．キンダー 1998=2004:p.81]。

15）タルド[1901=1989:p.72]参照。

16）蒲島郁夫[2007:p.116]およびGlynn, Herbst, O’

Keefe, & Shapiro（1999）のカテゴリー分類参照。

17）パスカルの『パンセ』断章303における訳者注に

よれば，前後の主張にたいする反論と考えられる

[パスカル 1670=2002: p.130]。

18）リップマンのステレオタイプ説は，文化的に構

築されたものとしての世論と捉え返すことができ

ると考えられる。すなわちリップマンは，「それ

ぞれの人間は直接に得た確かな知識に基づいてで

はなくて，自分でつくりあげたイメージ，もしく

は与えられたイメージに基づいて物事を行ってい

る」[リップマン 1922=1987:上p.42]と，人間の認

識においては自分の目で見たものよりも頭の中に

あるイメージや定義が優先すると述べている。そ

して文化的につくられたステレオタイプによっ

て，すなわち「外界の，大きくて，盛んで，騒が

しい混沌状態の中から，すでにわれわれの文化が

われわれのために定義してくれているものを拾い

上げる」[リップマン 1922=1987:上p.111]ようにし

て見ていると言う。その想定のもと，「このよう

な人々の脳裏にあるもろもろのイメージ，つまり，

頭の中に思い描く自分自身，他人，自分自身の要

求，目的，関係のイメージが彼らの世論というわ

けである。人の集団によって，あるいは集団の名

の下に活動する個人が頭の中に描くイメージを大

文字の『世論』とする」[リップマン 1922=1987:上

p.47]としている。

19）[ブルデュー 1980=1991:pp.287−302]参照。

20）[ブルデュー 1979/1982=1990:Ⅱ p.237]参照。

21）[シャンパーニュ 1990=2004:p.307]参照。

22）[シャンパーニュ 1990=2004:p.308]参照。

23）[Ｍ．マコームズ他 1994:pp.151−167]参照。

24）世論の形成過程に関する見方は，政治学からの

視点において見受けられる。たとえば，政治エリー

トや利益集団，ニュースメディア，一般公衆といっ
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た行動主体による「相互作用の結果として形成さ

れ」[蒲島ほか 2007:p.120]るという見方である。

この過程を「世論形成過程ないしは世論過程と呼

ぶ」[蒲島ほか 2007:p.120]とされている。

25）[大黒 2006:p.165]参照。

26）意味を処理するものとしてのコミュニケーショ

ンについては，詳しくは[Luhmann  1984:pp.194

−195]参照。

27）「加えて我々は，すべての心的作動psychischen 

Operationenは意識的に生じるという前提から出

発する。意識とは，作動的なOperationsweise心

的システムである」[Luhmann 1995:p.15]とあるよ

うに，意識とは心的システムであるとされている。

28）環境Umweltとシステムとの区別は，社会システ

ム理論における基本的な考え方の１つである。そ

の点についてルーマンは「システム理論的な分析

の出発点としては，いずれにせよ，システムと環

境との区別を用いなければならない――そのこと

については，今日ではおそらく専門領域のコンセ

ンサスがある」[Luhmann 1984:p.35]としている。

29）ここで注意すべきは，「三つの選択の総合」は，「情

報→伝達→理解」という順を追って発生してくる

ものでもないということである。むしろルーマン

は逆に「コミュニケーションは，プロセスの時間

経過に逆らって，いわば後ろのほうから実現され

ている」[Luhmann 1984:p.198]としたうえで「理解

することがコミュニケーションの成立の不可欠な

契機Momentである」[Luhmann 1984:p.198]と述べ

ている。この点も，「三つの選択の総合」を「理解」

していくためには重要なポイントである。

30）[Luhmann 1970a:p.16]参照。

31）「世論とは，（公的な）コミュニケーションの結果

として定義することができ，そして同時に，より

広い（公的な）コミュニケーションにおいて用いら

れる前提として定義することができる」[Luhmann 

1992:p.78]「世論とはさしあたり（より精密である

という条件付きで），より広範なコミュニケーショ

ンの前提条件としてのコミュニケーションの成果
である」[Luhmann 1998:p.101，太字は原文斜体]

というように，世論とはコミュニケーションの結

果でありかつ前提でもあるとしている。

32）たとえば[Luhmann  1990a:p.206]参照。

33）「意識とは，注意のかなりの部分でもって知覚

している意識なのであり」[Luhmann 1990b:p.35]

「 注 意 を 用 い る 純 粋 に 心 的 な 作 動 」[Luhmann 

2003:p.67]「内的に用いうるintentional einsetzbare

注意（意識状態Bewußtheit）」[Luhmann 1995:p.207]

というように，注意とは意識（心的システム）であ

るとされている。

34）[Luhmann 1970a:pp.7−17]参照。

35）ルーマンはスキーマとは「踏まえるべき事態が

時々刻々変化していくことに対して，心的システ

ムと社会システムとの構造的カップリングが持

続的に適応していくために用いられる」[Luhmann 

1997:p.114]）と説明している。スキーマとは心

的システムにおける単なる参照カテゴリーだけ

の機能ではないという位置づけである。また，

スキーマは行為を強制するものではないという

説明として「スキーマとは，コピーされた瞬間

に，具体的に固定化されてしまうようなイメー

ジではなく，（具体的な）オペレーションを繰り

返すための規則に過ぎないのである」[Luhmann 

1996:p.194]とも述べている。また，「それが価

値判断を引き起こし，行為要請を含んでいる場

合には，そうしたスキーマはスクリプトになる」

[Luhmann 1998:p.104]として，スキーマとスクリ

プトとを使い分けている。

36）[Luhmann  1970a:p.11]参照。

37）「コミュニケーションの前提条件に，可能なテー

マmöglichen Themenを既に有していなければなら

ないのは明らかである」[Luhmann 1970a:p.7]と述

べている。

38）一方でルーマンは，テーマにならないものも多

い（むしろ，かなりの場合が潜在的段階のままで

ある）と言っている。これについては[Luhmann 

1970a:p.14]参照。

39）ただし，注意がたくさん集まればテーマになる

わけでもなく，それが「意味深く適切であれば」す

なわち出来事の内容などにもよるということであ

る。

　テーマそれ自体の区別，すなわち「テーマである

／テーマでない」という区別についてルーマンは
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「もちろん内容Inhalteの問題であり，名前，場所，

出来事の問題でもある」[Luhmann 1990a:p.211]と

個別性を有するものだとしながらも，世論のはた

らきにおいて「より一般的な，形式を生産するよ

うな形式formproduzierende Formen」を区別する

ことができるとも言っている。

　テーマが，内容や出来事によって個別的に区別

されるというのはわからない話ではない。「近所

の人の新車」が良い例だろう。また，ここでルー

マンが言う「一般的なallgemeiner」区別について

は少々わかりづらいが，ルーマンは「それは時

代Zeitの区別，数量Quantiätの区別であり，社

会的な次元で言うのであれば，対立のポジショ

ンKonfliktpositionenの 区 別 で あ る 」[Luhmann 

1990a:p.211]としている。具体的にはそうした区

別とは何だろうか。これに対してルーマンは２

つの側面を持つ形式として「事前vorher／事後

nachher」「多いmehr／少ないweniger」「賛成dafür

／反対dagegen」という区別を挙げている。誰が賛

成し，誰が反対しているのかを明示することがで

きるのであれば，対立の形式としてテーマが発生

するということである。

40）テーマの選択にあたっては，ルーマンは，合意

しそうだという予測あるいは既に合意しているこ

とが明らかだということから自立しているわけで

はないとしている[Luhmann 1970a:p.8参照]。

41）[Luhmann 1970a:pp.7−17]参照。またここで挙

げた２つについては[Luhmann 1997:p.1098]参照。

42）テーマはすぐに疲弊的な状況になり宣伝的な効

果を失い，形だけの重要性を持つに過ぎなくなっ

てしまう。そうなるとテーマは，衝撃を与えるよ

うなものでは既になく，再びテーマとして活性化

させることは困難となってしまう（あるいは，疲

弊したテーマは，新たな別のテーマとして再生産

される）。

　 テ ー マ に つ い て は「 局 所 的lokaleな『 調 整 弁

Module』であり，それは必要に応じて取り替え可

能」[Luhmann 1996:p.181]なものとルーマンは言っ

ている。つまり基本的にはテーマとは，局所的な

ものに過ぎず，取り替え可能という意味での不安

定さを持つものとされている。

43）『独和大辞典〔第２版〕』（小学館 1998）によれば

「topisch」には①［医］局所の，部位的な②Topos

に関する　という２つの意味があり，「Topos」に

ついては［文芸］トポス，文学的常套文句，伝統的

言いまわし，冠辞　としている。この点について

は，邦訳版における馬場による訳注（『社会の社会

１』p.838［37］参照。

44）[Luhmann  1970a:pp.13−17]参照。

45）[クーリー 1929=1970:pp.102−112]参照。

46）『Öffentliche Meinung』[Luhmann 1970a:p.4]におい

ては，「任意性の縮減Reduktion der Beliebigkeit」

と 表 現 さ れ て い る。 前 後 の 記 述 か ら 見 れ ば

内 容 的 に は 後 の「 複 雑 性 の 縮 減Redektion der 

Komplexität」と同じ趣旨で用いられていると考え

られる。

　「世論とは，いわば名詞化された政治的偶発性で

ある――それは１つの名詞であり，法的な可能性

や政治的な可能性について，その任意性を縮減

するという問題の解決を委ねられるものである」

[Luhmann 1970a:p.4]

47）[ノイマン 1988:pp.177−180]参照。ただし，ノ

イマンはそれを世論の「役割」と呼んでいる点や

「陳腐なものになる」と表現している点には，まだ

『社会システム』が発表されていなかったという時

代背景を鑑みたとしても，十分な理解ではないと

考えられる。

48）馬場靖雄[2001:pp.20−21]，長岡克行[2006:pp.82

−85]参照。

49）国内の研究者による複雑性に関連した議論とし

ては，馬場[2001:pp.13−46]，クニール・ナセヒ

[1993=1995:pp.46−49]参照のこと。

50）またルーマンは，要素の数が増大し，それによっ

て発生する関係や出来事が増大すると「それぞれ

の要素がそれ以外のすべての要素と関係すること

がもはや可能ではない閾Schwelleにすぐさま達し

てしまう」[Luhmann 1984:p.46]としている。そし

て「それぞれの要素がそれ以外のすべての要素と

いかなる時点においてももはや結びつくことがで

きない」[Luhmann 1984:p.46]といった状況が発生

し，これをルーマンは「複雑」であると言っている。

　このように，一方では，すべての要素が関係を取
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り結ぶことは「すぐさま」限度に達してしまうとい

うことがあり，また一方では，時間の問題を指摘

する議論もある。後者については，事例において，

政治家が「最近の育児施策は○○となっている」と

言ったあとに，何らかの「ありそうな状態」が友人

において発生するまでの間に，どれほどの時間が

あるのかという議論である。

51）区別とは「境界を設定すること」，指し示すとは

区別の「２つの側を持つ形式Zwei-Seiten-Form」

のどちらの側から出発するか，境界の横断がど

ちら側からかを確定することである[Luhmann 

1990b:pp.75−87]。 さ ら に，「 観 察 」に つ い て

は 長 岡[2006:pp.173−204]， ク ニ ー ル・ ナ セ ヒ

[1993=1995:pp.112−129]も参照。

52）他の観察者とは言っても，必ずしも人ではな

い。「他の人格Personen，他のグループ，他の

政党，同じテーマに関する他の見解などである」

[Luhmann 1990a:p.216]

53）[Luhmann 1997:p.1102]参照。

54）[Luhmann 1990a:p.172]参照。

55）たとえばFields, J. M. and Schuman, H. Public 
beliefs about the beliefs of the public , Public 

Opinion Quarterly, vol.40, 1976:pp.427−448など。 

56）ただし，マスメディア・システムとは機関や組

織のことではない。

57）構造的カップリングとは，ルーマンによれば，

依存しているようでありながらも依存していない

ようでもある，完全に同期したり融合したりする

ことのない関係である（これをルーマンは「同時

的Gleichzeitigkeitな関係を示しているのであっ

て，因果関係Kausalverhältnisを示しているので

はない」[Luhmann 1990b:p.39]と表現している）。

たとえば政治システムと経済システム，人間の脳

と意識といった関係を説明するものである。そう

した関係は，他があるからこそ自らがあるのであ

り，だからこそ各々のシステムがそれぞれで作動

することができるとされている。これについては

Luhmann（1990b）の第一章Ⅲを参照。

58）ルーマンは「マスメディアと政治との構造的

カップリングを指し示すための形式としてのみ」

[Luhmann 2002:p.311]であると述べている。

59）ルーマンが世論に関して触れた論文では，16世

紀 以 降 に お け る 世 論 概 念 の 歴 史 記 述 を 度 々

記している。『Öffentliche Meinung 』（1970），

『Societal Complexity and Public Opinion 』

（1990a），『Öffentliche Meinung：Die Politik der 
Gesellschaft』（2002）など。

60）[Luhmann 1997:p.1108]参照。また，V.O.Key（1961）

参照。

61）この点に関しては，長岡[2006:p.49]参照。

62）富永[2008:p.245]，中[1986:p.62]，新明[1967:pp.

　1−42]など参照。
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