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「人類学的な視野に立てば、一方の科学者、他方の人文的知識人がともに文化として、現実に存在するのである。すでに以前にのべたよう
に、そこには行動にたいする共通の態度、共通の規準、共通のパターンや、共通のアプローチの仕方や前提があるのである。このことはなに
も、ある文化に属する人が自分の個性や自由意志を失っているということではない。それはわれわれが識らないうちに想像以上に、自分た
ちの時代、場所、教育の生んだ子供となっているということである。」
（C・P・スノー［松井巻之助訳］
『二つの文化と科学革命』みすず書房
1967 年）
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「４、５年前、ヨーロッパのいくつかの国を、訪れる機会があった。『豊かさのなかの貧困』とは、生活水準が一応保たれた人の気楽な戯言ではないかと思わせ
る、さまざまな貧困に出会った。ロンドンの地下鉄駅の木製エレベーターは、人を数層にもわたって地下深く導くが、その全き地底で、一箱のマッチを道行く人に
買ってもらおうと、うつろな目をこちらに向ける老人、シチーリャ島はパレルモのスラム住人。周辺性、悲観性、依存性、現在指向性という点では、双方は共通し
ていた。その限りで『貧困の文化』を分かちもっていた。しかし、私にはロンドンでみた老人のほうが、いっそう救いようのないもののように感じた。それは、地
底の暗さとパレルモの灼熱の太陽が、私に醸しだす気分の違いが一因であったかもしれない。しかし、貧困がたんに物質水準の問題だけにとどまらず、社会関係の
反映だとすれば、なんらかの社会的ネットワークに良かれ悪しかれつなぎとめられたパレルモでの貧困は、階級社会からはじきだされたロンドンの老人のそれより、
あるいは悲惨でないのかもしれない。
」
（「はしがき」
『比較政治と政治文化』1989 年）
「午前中いっぱい、見残したメンフィスの街をみて歩き、午後はブラウンズヴィルにもどって、夕食はロータリー・クラブの会合に出た。この町には二百人ばか
りのロータリアンがいるというが、もしかするとそれは白人家族の戸主を全部合わせた数に等しいかもしれない。いずれにしても人口五千の町に二百人のロータリ
アンというのは、この町に住む白人のほとんどが、かなりの実業家だというわけだ。」
（安岡章太郎『アメリカ感情旅行』1962 年）

＜社会革命＞
・“civility”(Jessop)
・“clientelismo
Virtuoso”
(Piattoni)
・“intermediation”
(Schmitter)
・social capital
・civic education
・“proximité idéologique(Percheron)
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