
　本年の総会は、10月13日（土）に開催いたします（近年、東
京大学ホームカミングデイに合わせた日程で開催していました
が、本年は異なりますのでご注意ください）。

クローネ賞修士論文の部の授与式
受賞者　宮
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　総会に先立ち、クローネ賞修士論文の部の授与式を行います。
今年の対象論文は、宮部峻氏の「総力戦における宗教の歴史
社会学的研究――浄土真宗の戦時教学の分析」です。

記念講演は
「『東洋の魔女』を通して見る２つの東京オリンピック」
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　総会審議終了後、記念講演を行います。今回は、東洋大
学非常勤講師の新雅史氏にお願いしました。新氏は1973年
福岡県北九州市生まれ。東京大学人文社会系研究科博士

課程（社会学）単位取得退学。
専攻は産業社会学・スポーツ社
会学です。著書は（単著）『商
店街はなぜ滅びるのか――社
会・政治・経済史から探る再生の
道』、『「東洋の魔女」論』、（共
著）『大震災後の社会学』、『東
日本大震災と〈復興〉の生活記
録』など。新氏は大学院時代の

2003年に論文『「東洋の魔女」論』を書き上げ、その後2013
年７月には同タイトルの新書（イースト・プレス）の上梓に至りまし
た。直後には東京2020年オリンピック・パラリンピック大会開催が
決定。今回は２つの東京オリンピックと日本社会の構造を独自
の視点で語っていただく予定です。
　講演会後には懇親会も予定しています。多くの皆様のご参
加をお待ちしています。

平成30年度 クローネ会・幹事会・総会・懇親会日時
2018年10月13日㊏  場所日時

15：00より　　幹事会　　事業報告・事業計画/決算・予算/役員改選/総会付議事項の審議
15：30より　　総会　　　クローネ賞授与式に引き続いて付議事項の審議

記念講演　新 雅史氏
「『東洋の魔女』を通して見る２つの東京オリンピック」

17：10頃より　懇親会（会費3,000円）

法文１号館216教室

法文１号館215教室

法文１号館216教室

あらた  まさふみ

今年の当番期は、卒業年
次末尾が、「８」の期の方
ですので、68年、78年、88
年、98年、2008年、2018
年の各期当番期幹事の
方には、ご協力をお願いす
るとともに、各期の同窓会
の呼びかけ・開催などをお
願いいたします。

今年の当番期は「８」

平成30年度クローネ会総会は
10月13日（土）15：30より開催
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「大人の社会調査実習」２０１８年度開催のご案内
　社会学研究室の現役学部生や院生とＯＢ・ＯＧ、
先生方が集う交流会、通称「大人の社会調査実
習」が今年も開催されます。
　卒業生有志により2007年にスタートしたこの会、
2016年度からクローネ会の公式行事となり、毎年
50名以上が参加する恒例行事として定着してきま
した。

　卒業生から現役生への就職活動のアドバイスに
限らず、子育てと仕事との両立、はたまた社学時代
の思い出など、様 な々話題に花が咲くイベントとなっ
ています。現役生らにとっては社会学先輩らの層の
厚みを体感できるこのイベント、卒業生の皆様、学生
のためにも是非とも気軽にご参加いただき、そして
卒業生同士の新たな出会いも楽しんでみませんか。

日時：２０１８年12月１５日（土）
　　１８時―２０時
場所：東京大学伊藤国際学術研究センター内レストラン「ファカルティークラブ」（本郷キャンパス内）
会費（予定）：1,000円（学部生・院生）・3,000円（2011年～2018年卒業生）・5,000円（2010年以前卒業生）
参加ご希望の方はクローネ会事務局  krone_ad@l.u-tokyo.ac.jp  までご一報ください。
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　白波瀬佐和子主任の冒頭あいさつに引き続き、来賓の谷徳彦常
任幹事による祝辞、そして卒業生一人ひとりに指導教官より卒業証
書が手渡され、その都度、各自が１分間スピーチを行いました。

「この１年、卒業論文で苦しんだ記憶しかない」・「難民の研究をする
うちに彼らの勉学意欲に刺激された。大学院でももっと頑張りたい」・
「これから進む業界で社会に恩返ししたい」他、指導教官への多大
なる謝意、社会学を通して学んだ物の見方・考え方を生かし今後の
持ち場で全力投球したいとの思いの丈が次 と々語られました。
　続いて大橋会長より、卒業生へ向けた祝意と共に平成29年度ク
ローネ賞が該当者２名に授与されました。対象論文は、市川結城
氏の「ホルクハイマーにおける近代的権威論の研究」と竹内美晴氏の

「戦後70年間の東大卒女性の人生 ―東京大学女子卒業生同窓
会さつき会の発行物の分析から―」の二作です（受賞者本人による
詳細紹介は４頁）。
　今年は開花が早く、キャンパス内の桜もすでに８分咲き。文字どお
り華やかな門出の日となりました。

53名の新会員が誕生
  平成29年度　卒業証書授与式

　平成３０年３月２３日（金）１４時より、国際学術総合研究棟三大教室にて、社会学研究室卒業証書授与式が行われました。
クローネ会からは来賓として大橋皓介会長と谷徳彦常任幹事が出席し、クローネ会員５３名の誕生を見守りました。

竹内さんにクローネ賞を授与する大橋会長

式次第終了後、笑顔の集合写真
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　本年３月23日、皆様はじめ、ご家族ご
親類の皆様もさぞ誇らしいご気分であろう
と、心からお喜び申し上げます。
　私はここ社会学科を、49年前の1969
年３月、ではなく６月30日に卒業しました。
折からの東大紛争で卒業の年の1969年
１月には安田講堂陥落、本郷キャンパス
はその後も催涙ガスで目が痛みました。こ
のため卒論はキャンパスを出て、本郷の
喫茶店で担当教授から指導を受けまし
た。卒論の主題はタルコット･パーソンズ
の構造機能分析を援用した「社会運動
論」でした。1969年７月１日、卒業を３ヶ月
待ってくれたTBSに、かろうじて入ること
ができ、その後37年間はもっぱら報道記
者でした。中でも報道特集は10年間ディ
レクター、プロデューサーを担当しました。
　さてここからが本題です。TBS入社後の
早い時期、こういうエピソードがありました。
　夕方仕事が終わった後、赤坂の雀荘
で職場の先輩たちとマージャン卓を囲ん
でいました。夜も更けたとき、私に満貫を
振り込んだ慶応大出身の先輩が、ボソッ
と言いました。
　「東大生と我々の何が違うかというと、

集中力の違いだね。仕事だけじゃなくて、
マージャンやってても、ゴルフやってても、
集中持続力が他と違う。」と言うのです。
当時TBSでは、毎年およそ50人ほどの新
入社員のうち１割くらいが東大卒でした。
慶応出の先輩に指摘され、TBSの東大
出身者を見回してみると、なるほど皆、
報道現場でも、製作現場でも自分の持ち
場を十分以上にこなしていました。
　多分皆様もこれからどんな職場に出向
かれても、他大学出身の同僚より高い評
価を与えられることは私が保証します。

集中力と没頭力
あるのは当たり前

　東大生の持つ大きな特色は集中力
concentration、没頭力absorptionがす
ごいということです。でも、これは当たり
前ですよね。集中力、没頭力がなければ、
東大入試に合格するはずがない。
　東大を卒業して社会に出ても、この能
力は本当に役立つわけです。
　皆より早くスマートに与えられた仕事をや
り遂げる、これは当たり前です。
　でも現実社会では、これだけでは、半
人前です。一人前になるためには何が必
要なのか？
　50年前ここ本郷で私が講義を受けた、
政治学者丸山真男先生がおっしゃった言
葉を皆さんに送りたいと思います。丸山
真男教授は、今のままの東大生ではだ
めだと言われたのです。先生はこのとき、
Goal Attainmentと、Goal Set-tingに
ついて言及されました。＊目標達成能力：
Goal Attainmentと＊目標設定能力：Goal 

Settingですね。
　東大生は、先ほど申し上げたように集
中力、没頭力に優れ、与えられた目標に
ついては、ほかの誰よりも見事に達成いた
します。しかし丸山教授は、東大生は目
標設定は苦手だと言われました。
　どの文脈で目標達成能力、目標設定
能力という言葉に言及されたか、今となっ
ては定かではありませんが、たぶん、戦
前の政・財・官界で中心だった東大生に、
この目標設定能力がもっとあれば、もう少
し日本の針路は違ったものになっていたか
もしれないという文脈だったかもしれないと
推測いたします。今卒業を迎えられた皆
さんは、この目標設定能力を磨いていた
だきたいと思います。
　４月から社会に出られたら、例えば、こ
の組織はどこが優れているのか？どこが弱
点か、どんな要素が加わればブレークス
ルーが起きるか？冷静に分析していただき
たいと思います。そして斬新な目標を設
定し、邁進していただきたいのです。
　幸い皆さんは、社会学という道具を使っ
て、現実を分析する能力に長けています。
社会学科時代に培った、体制、組織、
社会運動、グループ、小集団、等々の
現実を分析する力に秀でておられます。
　現代は大きく変化する時代、でもそれ
は学長が今朝卒業式で仰った様に、皆
さんにとってチャンスです。社会学的アプ
ローチを駆使すれば、皆さんはどの立場
に立っても優位に立てることを信じてくだ
さい。どうか目標設定能力を磨いて、彩
りある人生を送っていただきたいと思いま
す。これをもって皆様への祝辞とさせてい
ただきます。 （３月２３日抄録）

来賓祝辞 谷 徳彦常任幹事

彩りある人生を
目標設定能力を磨こう
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『ホルクハイマーにおける近代的権威論の研究』

クローネ賞受賞者のことば

　このたびは「クローネ賞」という
名誉ある賞を賜り、大変光栄で
す。私の卒業論文は「フランクフ
ルト学派第一世代」に属するマッ
クス・ホルクハイマーを主題とする
もので、主に30年代の彼の学説
を「権威論」という観点から扱っ
ています。その内容については、
学説研究というスタイルと私の生

硬な文体のために、縁遠い問題だと思われてしまうかもし
れません。しかしそこで主題となっているのは、市民社会
における個人はいかにして資本主義経済に適応し、そし
て「自発的服従」に向かうのか、という問題です。依然と
して私たちが資本主義社会に生きている以上、今日の社
会もまた根底では共通した問題を抱えており、（そのまま受
け入れることは出来ないにせよ）彼の議論は今もなお検討
の余地がある、と考えています。

　では、ホルクハイマーはそのような状態を克服した社会
がいかにして可能になると考えたのでしょうか。この問い
に答えるためには、30年代の彼の諸論考を吟味すること
が必要なのは勿論ですが、その中でホルクハイマー自身
が直面したアポリアと、それに対する彼の一つの答えであ
る『啓蒙の弁証法』を無視することはできません。またこの
点に関して、「理性」や「自律」をめぐる難解な諸問題の領野
をどのように扱えば良いのかといった点についても、まだ
答えを出せていませんが、ホルクハイマーをはじめとする
思想家たちとの対話を通じて、何かしらのかたちで自分な
りの道筋が見つかることに賭けて、研究を続けていこうと
思います。
　最後になりますが、このような賞をいただけたのも、指
導してくださった先生方、議論を通じてご意見をお寄せく
ださったゼミや勉強会のみなさま、そして精神的な支え
としての家族や友人といった多くの存在があってのことで
す。深く感謝申し上げます。

『戦後70年間の東大卒女性の人生 
ー東京大学女子卒業生同窓会さつき会の発行物の分析からー』

　本論文では戦後70年間で大卒
女性が教育・労働に関して参加
資格・内容の順に「男並み化」して
いった背景を踏まえ、東大卒女性
が、高学歴女性に許された狭い
進路の先で、法律の整備や社内
の女性登用を推し進め、世間一
般の女性に対しても労働市場へ
の活路を拓いてきたことを再評価

し、女性が高学歴を手にすることの社会的価値を主張した。
　研究手法としては関連文献の分析の他、東大卒女性の
同窓会であるさつき会の約60年分の発行物の分析を行い、
世代ごとに受験・就活・結婚・介護など各ライフイベントでどの
ような状況に置かれ、どのような価値判断を行い、何を成し
得てきたかをまとめた。これにより、政治・経済・文化的背景
が東大卒女性という一定の能力の保証されたカテゴリ内に
世代特性を生んだこと、また一方で常に彼らがある種先導

者としての機能を果たしていたことを当事者の視点から明ら
かにした。
　元々ジェンダーには関心があり、大学までは同等に扱わ
れる男女が企業では意識的・無意識的に差別される現状に
も疑念を抱いていた。就職に際して東大卒女性の一人とし
て自信と使命感を言語化したいと思い、テーマを設定した。
女性の労働は教育・法制度・経済・文化など広範囲に切り口
を持たなければ全体像を把握しきれない複雑な問題であり、
非常にやりがいがあった。また、当事者の定性的情報を集
めるにあたり、近年新規会員数が伸びていないさつき会だ
けでは資料が足りず、若い世代ほど集めることに苦労した。
部活のインカレ出場が決まってからは卒論と部活の山場が完
全に重複したが、かえって負けず嫌いに火がつき、年末年
始は帯状疱疹と共に書き上げた思い出がある。
　先達の偉大さを知ってつい筆に熱のこもった箇所も多かっ
たが、次は私自身が前例を作る側となり、より自由な働き方
を実現させるという大志を抱いている。
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　クローネ会報に年一回掲載される学部
生の卒業後の進路。興味を持って見てい
らっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回は社会学研究室に協力いただき、
卒業生の進路を時系列で集計してみまし
た（2002〜2018年卒分）。
　学部卒業生進路先の生データを基に、
進路先を大まかな業界別に分類。進路を
把握できている卒業生の数自体が毎年変
動しており、絶対数での経年比較はトレ
ンドを読み間違う可能性もあると考え、％
ベースでまとめました（表参照）。なお、
上のグラフでは絶対人数を用いて傾向を
見える化しています。
　卒業生の皆様の中には「マスコミへの
就職が減っているのではないか」と思っ
ている方も多いかもしれませんが、実際
にデータを見る限りでは〝近年の状況〟で
は何とも言えないようです。絶対数ベー
スでも％ベースでも2000年代の卒業生に

関しては有意な差分は見えないと考えら
れます。
　一方で、2006年以降、金融業界（銀行、
証券、保険等）への就職が増えています。
これは各業界から少しずつ数を取ってい
るようです。
　総じて、近年ではマスコミ、事業会社、

金融、公務員、大学／大学院進学で卒
業生進路がある程度安定的に推移して
いるように見えました。
　卒業の段階で把握できた進路先の分
析に限らざるを得なかったという限界はあ
りますが、まずは、大まかな傾向としてご
参照いただければ、幸いです。

《大学・大学院以外》
旭化成、鹿島建設、キリン、経済産業省、国際協力機構、佐伯市役所、サーキュレーション、サンリオ、時事通信社、静岡県庁、CB 
cloud 、消費者庁、白梅学園高等学校、住友商事、大和証券、TBSテレビ、デロイトトーマツコンサルティング、電通（２）、トヨタ
自動車、日本医師会、日本経済新聞社、日本生命保険、日本たばこ産業、日本放送協会（２）、新日本有限責任監査法人、日本郵便、
博報堂DYメディアパートナーズ、ビズリーチ、フロムスクラッチ、北陸銀行、三井化学、三菱地所、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀
行、森・濱田松本法律事務所、ゆうちょ銀行（２）、横浜市役所、吉本興業、楽天、りそな銀行、リブ・コンサルティング
《大学・大学院》
サセックス大学、東京大学人文社会系（２）、東京大学工学系、東京大学法学政治学

平成29 年度卒業生進路先

社会学卒業生の進路を時系列で集計

卒業年 2017 2018201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
進路を把握できている卒業生数 56426134434537383841414634294035 49

マスコミ 735454447610129566 8

マスコミ業界就職者割合 13%7%8%12%12%9%11%11%18%15%24%26%26%17%15%17% 17%

金融業界就職者割合 13%12%7%9%12%11%8%13%16%20%7%11%0%0%5%0% 17%

事業会社就職者割合 54%50%49%41%44%53%35%47%37%46%44%46%38%45%55%49% 38%

公務員就職者割合 5%5%10%9%12%13%14%16%11%7%10%7%15%7%5%3% 13%

大学 /大学院進学者割合 13%21%26%24%19%11%24%13%18%12%15%9%21%28%15%17% 8%

金融 7543553568350020 8

事業会社 30213014192413181419182113132217 18

公務員 3263565643435221 6

大学 /大学院進学 79168859575647866 5

その他 2202113000010125 4

新聞・通信社 301 1111330342112 2
テレビ 312 3110013423212 3
広告 122 0022020123122 3
出版 000 0301113243120 0

※金融には銀行・証券・保険（生命・損害）を含む
※その他には会計事務所、法律事務所、宗教法人、ミュージシャン、役者等含む
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2018

●卒業論文題目
高齢者の孤独死から考察する社会的孤立問題　―これからの紐帯の在り方について―
動画共有サイトを用いたビデオゲーム経験の共有への考察　―「ニコニコ動画」の事例を中心に―
日本のインドシナ難民の受容と教育支援の変遷　―神奈川県の事例に着目して―
だれのための衣服か　―同調する中流と、必要とされる正解―
介護労働者の離職に関する研究　―介護労働市場からの退出に影響を与える要因―
2010年代の社会運動を通した意味世界を探る
近現代の日本における遊び言説の考察
夢を持てなくなった若者　―就職活動における若者の意識―
格差社会における解決策としてのベーシック・インカム　―先進国・途上国における社会実験の分析から探る制度的可能性―
能力主義についての原理的検討
萩本欽一と戦後日本　―萩本が創りあげた公共空間とその限界―
内容分析を通した自動運転車の社会的受容性の検討
ホルクハイマーにおける近代的権威論の研究
経験を共有する場としての都市
「変わっている」とされる人や集団に対する社会意識
流行現象からみる現代日本の社会意識
摂食障害を読み解く食>の社会学的想像力
日本に於ける障害者就労の研究　―社会的事業所の在り方について―
歴史的町並み保全における保全の論理　―川越市一番街商店街を事例として―
日本の家族と社会　―歴史人口学と家族社会学の成果を踏まえて―
養子縁組から見る日本の家族観
自動車の進歩と社会の変化　―自動運転の未来―
「運動部活動の成立と現状」　―揺らぐ「自主性」理念―
ドメスティックバイオレンスの実態と政策に関する日韓比較
先進衰退国としての日本と労働生産性

●研究室体制
　2017年度末で松本三和夫教授が退任され、2018年度後期
より井口高志准教授が着任します。今年度は、教授6名（武川
正吾、佐藤健二、白波瀬佐和子、中村雄祐、小林真理、本
田洋）、准教授5名（赤川学、出口剛司、祐成保志、井口高志
＝後期より、金成垣）、助教１名（武岡暢）の体制で、社会問題
と社会政策、少子高齢社会のみかた、社会問題の社会学、コミュ
ニケーションと自己の社会学、都市空間と地域社会、ケアと支
援の社会学、国際協力と読み書き、韓国の社会人類学、資本
主義と福祉国家、社会調査実習等の授業が開講されています。
学外からは植田今日子（上智大学：生存環境の社会学）、森川美

絵（津田塾大学：ケア労働の社会学）、加島卓（東海大学：デザイ
ンの社会学）、光岡寿郎（東京経済大学：メディア空間論）、佐
藤典子（千葉経済大学：医療社会学）、寿楽浩太（東京電気大学：
科学技術と失敗の社会学）、大塚明子（文教大学：文化研究とジェ
ンダー）、佐藤雅浩（埼玉大学：質的調査）、学内から三和哲（社
研：初等計量社会学）、藤原翔（社研：社会調査法、社会階層論）、
三谷武司（学環：理論社会学文献講読）、石田浩（社研：社会科
学における計量的データの応用分析）、有田伸（社研：日韓比較
社会研究）の各氏が学部・院の授業に協力され、現在、学部学
生は110名、大学院生が39名です。

6 15 SEPTEMBER 2018　第20号



東大闘争における活動家の意識の多様性　―全共闘と民青の比較から―
現代日本における葬送墓制
公民館・文化会館と地域の文化活動
現代日本の若者の死生観及びそれに影響された事象
災害復興における地域主導　―予算配分、プロフェッショナル育成の観点から―
都市と広告　―都市空間における広告の効用とその可能性―
機械学習によるマーケティングと消費活動の展望
戦後70年間の東大卒女性の人生　―東京大学女子卒業生同窓会さつき会の発行物の分析から―
中山間地における人口減少対策　―芦川町でのインタビュー調査から―
「なぜチームスポーツが企業に依存しているのか」　―スポーツ・ルールから考えるスポーツの存在意義と、日本におけるチームスポー
ツのこれから―
プロスポーツチームによるコミュニティの再創造
ＳＮＳを利用する若者の恋愛に関する社会学的考察　―大学生のインタビューを通して―
日本人はなぜ過労死するまで働くのか
共同体再生の手段としてのアートプロジェクト
有利子貸与型奨学金制度の有用性についての検討
芸術鑑賞型から地域づくり型へ　―今日におけるパブリックアートの意識と課題―
再開発志向型まちづくりにおける合意形成の前提条件　―丸亀方式による土地問題解決を事例として―
これからの小学生の放課後　―放課後子ども総合プランをめぐる論争構造を手がかりにして―
日本女性をめぐる性別役割分業意識　―その変遷とこれから―
日本における「負の遺産」観光をめぐる考察
日本の商業施設の変遷と特徴
なぜ居住誘導は受け入れられてこなかったのか
ディストピア文学の果たす社会的意義とは何か
同居する若者と親の衝突とコミュニケーション戦略
漫才は日本社会の「鏡」か？
県人学生寮における関係性の変容　―水戸塾と戦後社会―
健康政策の実施に関わる問題についての研究　―日本における受動喫煙の取り組みを例に―
静岡県沼津市の地域振興

●研究室関連新刊案内
武川正吾「いまなぜ、子どもの貧困か （特集 子どもの貧困 : 解決のために）」『世界』891号、2017年２月
武川正吾・角能「社会保障の分野別にみた高福祉高負担への支持 : 年金・高齢者医療・介護の比較」『厚生の指標』64(8)、2017年８月
大沢真理・宮本太郎・武川正吾「座談会 本来の全世代型社会保障とは何か（特集 反貧困の政策論）」『世界』904号、2018年２月
赤川学『少子化問題の社会学』、弘文堂
祐成保志（訳）『イギリスはいかにして持ち家社会となったか』（Lowe, S., 2011, The Housing Debate, Policy Press.の全訳）、ミネル
ヴァ書房、2017年９月
祐成保志「住宅とコミュニティの関係を編み直す」宮本太郎編『転げ落ちない社会』、勁草書房、2017年10月
井口高志（共編著）『被災経験の聴き取りから考える――東日本大震災後の日常生活と公的支援』（生活書院、 2018年）
井口高志「認知症当事者本の拓くもの――2017年の著作群を中心に」『支援 vol.８』（生活書院, 2018年）: 212-224.
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「少子化問題の社会学」
赤川学　著

弘文堂　1,994 円

赤川学（あかがわ まなぶ）
1967年生まれ。東京大学大学院人 
文社会系研究科修了・博士（社会学）。
現在、東京大学大学院人文社会系研
究科准教授。

　懐かしい顔ぶれで集った同窓会や
転職・起業などのエピソード、「大
人の社会調査実習」に参加してみ
ての感想、各方面で活躍するクロー
ネ会員の著作紹介（自薦他薦・新
刊既刊問わず）など、ぜひ共有さ
せてください。

会員の皆様からのご投稿
お待ちしています

クローネ会事務局
 krone_ad@l.u-tokyo.ac.jp 

までお寄せください

クローネ会員の
著 作 紹 介
クローネ会員の
著 作 紹 介

第17回
東京大学
ホーム
カミングデイ

10月20日（土）

詳細は
https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/index.htmlでご確認ください。

駒場キャンパス本郷キャンパス

　10月20日（土）、駒場キャンパスと並んで本郷

キャンパスでも、第17回東京大学ホームカミング

デイが開催されます。

　当日は「銀杏並木フェスタ」・「安田講堂音楽祭」

など、多種多様な企画・プログラムが展開される予

定です。

　また、2015年国の名勝に指定された懐徳館庭

園が、ホームカミングデイ当日のみ無料一般公開さ

れます。ふるってご参加ください。
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少子化問題３部作完結にあたって

　今年２月、『少子化問題の社会学』（弘
文堂）を上梓しました。2004（平成16）年に
『子どもが減って何が悪いか！』（ちくま新
書）を世に問うてから、干支も一回りしまし
たが、2017（平成29）年２月に『これが答
えだ！少子化問題』（ちくま新書）を刊行
し、ほぼ１年後に本書を刊行できたことで、
自分の中では、「少子化問題３部作」に一
応の完結をみたと感じています。
　私が大学院に入学したのは1990（平成
２）年の春です。少子化が大きく取り上
げられる数ヶ月前でした。この年６月、前
年の合計特殊出生率が当時過去最低
の1.57に急落したことが発覚し（いわゆる
「1.57ショック」）、これ以降、少子化は、
大きな社会問題とみなされるようになって
いきます。
　その頃の私は、セクシュアリティ（人間
の性・性欲）の歴史研究をライフワークと
すべく格闘しており、率直に申して、少
子化問題に大きな関心があったわけでは
ありません。しかしほどなく、少子化の原
因と対策をめぐって、種々な立場の人々

が、喧々諤々論じ合う時代が到来します。
中には、どう考えてもおかしな原因論や
統計が使われることがあり、これを批判
的に検討する一つの試みとして世に問う
たのが、『子どもが減って何が悪いか！』
でした。
　ある問題をめぐる数字や統計が世間に
流布すると、人々の問題認識に大きな影
響を与えます。また少子化の原因をどの
ようなものと捉えるかによって、その対策も
変わります。そうした人々の営みを「社会
問題の構築」という立場から研究すること

が、本研究室に赴任してからの目標の一
つでした。今回の『少子化問題の社会学』
で、ようやくその課題に取り組めたと感じ
ております。
　また『これが答えだ！少子化問題』で
は、少子化対策が国民の「産みたい」希
望を叶えようとすればするほど、その実効
性を期待できなくなるというパラドクスを、
高田保馬がおよそ100年前に提起した少
子化論を引っ張り出し、再構成することに
よって説明を試みました。少子化が進展
する根本的なメカニズムや、少子化対策
が奏功しない理由を理論的に考える試み
は、私にとっても新たなチャレンジでしたし、
高田保馬の偉大さを実感する良い機会と
なりました。
　もちろん私が少子化問題３部作で提起
した問いや答えが、正しい保証はありま
せん。社会学の素養を備えたOB／ OG
の皆様には、鵜呑みにしないで批判的に
読んでいただけることを願っています。た
だ個人的には、少子化問題の構築に、
多少なりとも関わったことに対する「落とし
前」を、ようやく、少しだけ、つけることが
できたと感じています。
　今後は、自らのライフワークとして課し
たセクシュアリティの歴史研究に、現在の
私にできるやり方で、いま一度取り組んで
みたいと思っています。


