
2020年度 クローネ会総会は書面で開催

　今年の対象論文は、渡辺泰正
氏の「サーチ理論からみる結婚の
成功に関する実証研究」でした。
以下、指導教員から寄せられた受
賞理由をご紹介します。

　渡辺泰正氏による修士学位論文「サー
チ理論からみる結婚の成功に関する実証
研究」は、「結婚の成功」を結婚の安定性
や結婚の質から捉え、厳密な計量分析
手法を用いて検討、考察した力作です。
本論での主たる問いは「いかなる配偶者
選択の過程が結婚の成功に結び付くの
か」とし、サーチ理論の枠組みから、結
婚にいたる前に獲得した情報量（要因１）
と配偶者候補者サイズの違い（要因２）に
大きく分けて検討されています。
　本論は６章から構成され、 ⑴初婚年齢
が離婚に及ぼす効果とその時代的な変
化、⑵サーチの範囲（広範か集中的か）
が離婚に及ぼす影響、そして、⑶サーチ

の範囲の違いが結婚満足度に及ぼす影
響、という３つの具体的なテーマについて
議論されています。実証分析を実施する
手順や分析対象となるデータ整備は周到
に実施され、極めて高い分析能力をもっ
て議論が展開されています。本分析で
用いたデータは、「日本版General Social 
Survey(JGSS)」の1999年から2012年の
統合データと「東大社研・若年パネル調
査」と「東大社研・壮年パネル調査」の
2007年から2015年の統合データです。分
析手法は、離婚というイベント発生に関す
るイベントヒストリー分析や結婚満足度を
従属変数とするマルチレベル分析を実施
しました。
　これまで配偶者選択分析は既婚カップ
ルの組み合わせを中心に議論が展開され
てきましたが、本論文では結婚にいたる時
間的なプロセスに着目して、結婚の安定
性について結婚の不成功を離婚イベントと
して分析、考察した点がオリジナルです。

具体的には、結婚にいたるまでのサーチ
期間が長いほど結婚の安定性は高い。一
方、サーチ開始時の年齢の違いを考慮す
ると、結婚の安定性とのサーチ期間の関
係は違ってきます。この知見は極めて重要
で、単に交際期間が長いかどうかのみな
らず結婚年齢で代表されるライフステージ
上の違いが交際期間の意味を変えます。
結婚満足度に着目すると、日本においては、
欧米で認められるほど同棲経験のプラス
の効果は認められませんでした。
　以上、交際開始時年齢、交際期間、
初婚年齢、といった人口学的な要素を考
慮して、結婚の安定性や結婚の質につ
いて考察した本論に対して、今年度のク
ローネ賞受賞論文として相応しいと高い
評価をいただきました。指導教員として大
変うれしく、この場を借りて東京大学社会
学研究室同窓会のみなさまに感謝申し上
げます。（東京大学大学院社会学研究室
教授・白波瀬佐和子）

クローネ賞修士論文の部　受賞報告

　新型コロナ感染拡大防止のため、本年の総会は書面での開催、記念講演および懇親会は中止といたします。
　総会資料は別途１０月中旬頃にお届けする予定です。内容をご確認いただき、委任状・議決権行使書ハガキにご記入の上
ご返送くださいますようお願いします。
　なお、クローネ賞修士論文の受賞作は、紙面にてご紹介させていただきます。

資料は後日送付します

渡辺泰正 著 『サーチ理論からみる結婚の成功に関する実証研究』
極めて高い分析能力で議論を展開

10月17日（土）第19回 東京大学ホームカミングデイは、新型コロナウイルス感染拡大に配慮しオンライン開催予定。

詳細はhttps://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/でご確認ください。
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新型コロナ対策で簡素化

　国際学術総合研究棟三大教室にて、
一連の手続きは教員・学生のみの出席で
執り行われました。
　壇上での学位記受け渡しやスピーチは
なし、教室の一画に受付を設け、学位
記や書類の受け渡しを事務的に行うのみ
の形です。教室入口にはマスクと消毒液
が置かれ、相互に距離をとるよう指示が
出される中での手続きでした。通常とは
異なる形でしたが、学生は冷静に受け止
め、協力してくれました。いつものように
一緒に集まってお祝い、とはいかなかった

ものの、それぞれ晴れやかな表情を浮か
べていました。
　手続きが終わった後、クローネ賞が発
表されました。対象論文は、小田碩規氏

「高学歴同類婚に至るメカニズムに関す

る実証研究」と桐谷詩絵音「『広場』とい
う都市空間をめぐるイデオロギーとテクノ
ロジー」の二作でした（受賞者本人による
詳細紹介は３頁）。
　教室での乾杯、二次会（謝恩会）はい

ずれも当初計画され
ていたものの、実現に
は至りませんでした。
学生からは「今は残念
だけれども、収束した
らまた一緒にお祝いを
したい」との声が聞か
れました。

51名の新会員が誕生
  2019 年度　学位記授与手続き

　2020年３月24日（火）、社会学研究室主催の学位記（卒業証書）授与手続きは、新型コロナ感染拡大防止のため大幅な
時間短縮と簡素化する形で実施されました。卒業生の保護者、クローネ会からの来賓参加も見合わせとなりました。研究室ス
タッフより報告いただいた当日の様子をご紹介します。

2019年度卒業生進路先
＜大学・大学院以外＞
アクセンチュア（２）、 あずさ監査法人、 アビームコンサルティング、 社会福祉法人 一路会、NHK（２）、NTTドコモ、
Google、KDDI、KPMGコンサルティング、国会図書館、シーアールイー、JFEスチール、JTB、JTB総合研究所、集英社、
セプテーニ・ホールディングス、総務省（２）、第一生命、ディー・エヌ・エー、テルモ、デロイトトーマツコンサルティング、
東急不動産、東京海上日動火災保険、日本政策金融公庫、日本政策投資銀行、日本生命保険、日本通信、ニッポン放送、
バンダイナムコアミューズメント、ピーアンドアイ、日立製作所、富士フイルム、ベイン・アンド・カンパニー、みずほ情報総研、
三井住友銀行、森ビル、文部科学省、楽天（２）、リクルート

＜大学・大学院＞
東京大学大学院人文社会系（３）、東京大学公共政策大学院、早稲田大学大学院（法学）、University College London

白波瀬佐和子教授（右）と小田氏
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佐藤健二教授（右）と桐谷氏
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クローネ賞受賞者のことば

　社会学の知見を活かし
て、社会に対してどのよ
うな貢献ができるのだろう
か。学部時代に悩み続け
た問いに対して、「社会に
対して提言をする」という
スタンスで実証的な社会
学に取り組んできました。
　本論執筆のきっかけは
イギリス交換留学中に履
修した量的調査の授業で
した。Mike Savage教授
を中心とした”Great British Class Survey”のリサーチ結果
が授業の題材となり、実際のデータセットを分析しエビデンス
ベースで議論すること、また階級の再生産について知見を
深めることの楽しさは今でも覚えています。
　本論のテーマは「学歴同類婚」です。「家族」を社会階層
の再生産と固定化に影響を持つ単位であると考え、学歴同

類婚の傾向差を出会い方の違いから、特に新しい出会い
の場としてのマッチングアプリに着目し量的・質的な面から分
析を試みました。執筆にあたり特に意識したのが「問いの面
白さ」でした。平凡な論文にならないよう仮説のアップデート
について試行錯誤を重ねました。
　マッチングアプリの利用により、日常生活では出会わない
多様な人との出会いが発生し、多様なカップルが生まれるの
ではないかという仮説を持って調査に臨みましたが、マッチ
ングアプリに存在する学歴や経済力のフィルタ機能が、結果
的に学歴同類カップルを生み出すメカニズムとなっていること
を明らかにしました。一見、機会の平等を担保するように見
える出会いの場においても、階層性の影響は根強いもので
あることを多少なりとも提言していくことができたのではないか
と思います。執筆を終えて、計量分析の手法など技術的な
部分では未熟さを痛感したと同時に、さらに社会学を突き詰
めたいという欲求に駆られました。
　現在、私は経営コンサルタントとして企業の経営戦略策定
に従事しております。エビデンスをもとに問題を特定する営
みは社会学で培った経験が大いに役立つことを実感してい
ます。今後はアカデミアへ戻ることも視野に入れながら、社
会学の知見から「社会に対して提言をする」というスタンスを
貫き通したいと思います。

　はじめて上京した日に降り立った駅が渋
谷でした。街頭スピーカーの大音量の音楽
と人ごみの流れに、身も心も気圧されてし
まいました。1年ほど過ぎて、連絡通路か
らスクランブル交差点を見下ろす観光客を
眺めながら、彼らは交差点ではなく、交差点を行き交う不定
形の人の流れを見に来ているのだ、と気づきました。空間
が名所なのではなく、空間と群衆が出会ってはじめて名所
になるのです。そしてハロウィーンの日には、交差点とハチ
公前広場の境界が分からないほどに人があふれかえります。
道路は交通の役割を果たさなくなり、駅一帯がひとつの大き
な「広場」になるとさえ言えるのではないでしょうか。
　東京の歴史を探ると、本来は「広場」ではない場所が「広
場」になってしまった事件が、これまでに何度もあったことが
分かりました。また、天皇を讃えるための皇居前広場が反天
皇制デモの会場になってしまった例や、「広い空間」というだけ
の意味で名づけられた「広場」を、皆で集まり議論するための

「広場」だと「誤解」した人々が埋めつくした例もありました。
　共通するのは、都市を管理する側があらかじめその空間
の用途を指定しても、人々は空間を別に読み替えて好きなよ
うに使いはじめ、管理者側がそれを鎮圧しようと動いても、
人々はまた対抗し……というダイナミズムです。それゆえに、

「広場」とは何かを言うことは簡単ではありません。むしろ「こ
れが広場だ」と言ってしまうことで、とりこぼされる要素があま
りに多いのです。群衆と空間のどちらが主役なのかさえ言
いきることはできないので、「広場」ではなく「広場的現象」とし
か言いようがありません。
　経済原理や効率性にそぐわない存在が排除されていく都
市のあり方に、以前から違和感を抱いてきましたが、「広場」
がその問題意識に深く関係するテーマであることも分かって
きました。人は決められた用途にそって空間を使うだけの存
在なのではなく、「そこは私たちの広場だ」と主張し意味づけ
続けながら、都市を生きる存在なのです。
　「広場」という最高の対象を、これからも研究し続けます。
誰も予想しなかった形での激変を余儀なくされつつある都市
空間において、大音量と人ごみに包まれるあの経験の行く
末を追い続けたいと思います。
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『高学歴同類婚に至るメカニズムに関する実証研究』

『「広場」という都市空間をめぐる
 イデオロギーとテクノロジー』
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2020

●2019年度卒業論文題目
現代ポピュリズムの一様相――「Ｎ国」の躍進を事例に――
アルコール依存症からの回復――断酒会の研究を通じて――
セクシュアリティをめぐる自己の受容・承認・構築――バイセクシュアル/パンセクシュアルの語りから――
日本における女性起業家の現状
高学歴同類婚に至るメカニズムに関する実証研究

「能力」の測定と階層の固定化
『アイドル』化する声優――雨宮天を事例として――
日本における大学・大学院留学生の生活基盤の確立
虚構化されるジャニーズアイドル――彼らがはらむ現実性とファンの視線――
SNS世代の承認行動――Twitter利用の実態を通じて
セクシュアルマイノリティの都市におけるコミュニティ形成過程――ゲイ都市コミュニティを通じて――
政府と市民の視点から見る子育て支援政策
アニメの世界観から見るコスモポリタニズムの検討
情報化社会における下位文化コミュニティの形成――日本のボール文化を事例に――
孤食の社会学――「食卓」のこれから――
長時間労働から見た意味世界の研究
戦後日本における学校と警察力に対する認識の変遷
現代の学校に見られる権力・不安・排除の関――大津いじめ自殺事件を事例に――
在日中国人留学生間のパーソナル民族関係研究
日本における、ソーシャルメディアによる対人関係の変化について
「やらせ」と「演出」――バラエティ番組及びドキュメンタリー番組の事例より――
複合メディア環境における匿名掲示板の立ち位置と世論形成の可能性

●研究室体制
　今年度は、教授7名（佐藤健二、白波瀬佐和子、中村雄祐、
小林真理、本田洋、赤川学、出口剛司）、准教授3名（祐成保志、
金成垣、井口高志）、助教１名（井口尚樹）の体制で、社会意
識論、少子高齢社会のみかた、意味の社会学／社会学の意味、
社会学理論の歴史とアクチュアリティ、国際協力と読み書き、アー
トマネージメント、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、ポスト福祉国家の社会学、ケアと支援の社会学、
社会調査実習等の授業が開講されています。学外からは、金井
雅之（専修大学：量的調査）、三浦直子（神奈川工科大学：手法
としてのブルデュー社会学）、瀧川裕貴（東北大学：計算社会科

学入門）、野辺陽子（大妻女子大学：〈多様な家族〉の社会学）、
Christopher Bondy（国際基督教大学：Japanese Society and 
History）、三浦倫平（横浜国立大学：社会学演習）、学内からは、
園田茂人（東文研：Global Japan Studies Summer Program 
2020: AN INQUIRY INTO JAPAN'S POSTWAR）、有田伸

（社研：社会学演習、日韓比較社会研究）、三輪哲（社研：初等
計量社会学）、三谷武司（学環：理論社会学文献購読）、鍾以江

（東文研：Japanese Culture）、藤原翔（社研：社会調査法）の
各氏が学部・院の授業に協力され、現在、学部学生は119名、
大学院生が46名です。

　新型コロナ感染拡大防止のため、４月24日（金）からオンライン授業を開始しました。原則的にすべての科目で実施され、社会
学研究室の授業では履修人数制限を設けずにすんでいます。オンライン上の対面双方向形式が可能で、チャット機能で発言する
学生もいます。
　研究室のスタッフが今一番心がけていることは以下のようなところです。
　リアルな対面でなくなることで、ちょっと会った時に声をかけるといったことがしづらいので、困りごとについてオープンに
相談できる態勢づくりや、普段以上に相手の状況を想像して対応するよう努めています。
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「フル・インクルージョン」に一致した教育実践と、教育的かかわり
人口減少時代の「公」――新たな「公」と過渡期の行政組織――
地方版総合戦略にみる地方創生政策の実情――鹿児島県・鹿児島市を事例に――

「広場」という都市空間をめぐるイデオロギーとテクノロジー
「圧縮された近代」におけるフェミニズム――日本の経験とアジアへの示唆――
コミュニティとしてのオンラインサロン――「箕輪編集室」を対象として――
岡崎京子と1980年代の東京
Airbnbにみられる新たな「信頼」に関する検討
現代の国内音楽の状況を把握するためのポピュラー音楽に対するネガティブな言説の解析
現代日本社会における大学進学費用負担のレトリック
アベノミクス下における政府の発表と国民の感覚の差異
デュルケム社会学における主観＝客観関係の認識論的変容――社会的事実の位置づけをめぐって――
伝統的都市祭礼の継続から見る町内社会関係――佃1丁目・住吉神社例大祭を事例に――
旧小学校区を基盤とする「地域づくり」とコミュニティ――宮城県大崎市池月地区の事例から――
埼玉県の観光業の現状と課題
教育の地域間格差に関する研究――東京都への大学進学に着目して――
モテる男女――テレビドラマから読み解く理想の異性像――

「母親になる」という言説実践が個人から離脱する時――子ども食堂の実態と現場の声から――
地域の特徴としての「多様性」概念を再定義す――新宿区・大久保地域の空間と集団における境界の発見――
オペラ史における「日本の民間オペラ」――「古典総合芸術」の展開とその未来――
不登校支援の現状と課題――フリースクール支援に着目して――
日本における難民問題の実態と社会的背景
キャリア教育における若者の職業観・勤労観に関する再検討
うわさの諸類型と災害――東日本大震災からみる現代自然災害とうわさ――
京都の置石と「語り」による実践――「いけず石」になるまで――
重度障害者介助におけるパターナリズムの解消しづらさ――「相手のため」言説の論理関係――
消費社会と広告――――ボードリヤールとリッツアの理論から見る現代消費文化の変遷
電子書籍の時代における読書実践
SNSの仕様・文化による情報の偏向――噂の類型化を通じて――

●研究室関連新刊案内
佐藤健二「考現学の本願と方法的規準」『現代思想』47巻９号、2019年7月
佐藤健二「柳田國男による柳田國男：全自序集の序にかえて」『柳田國男全自序集Ⅰ』中公クラッシックス、2019年11月
祐成保志「団地と『総中流』社会」渡邉大輔・相澤真一・森直人ほか編『総中流の始まり』青弓社、2019年11月
Sukenari, Yasushi, Implementing the Concept of "housing support" in a Super-aged Society, Journal of Asian Sociology, 
48(4), December 2019
祐成保志「日本における住居社会学の形成」『都市社会研究』せたがや自治政策研究所、12号、2020年3月
祐成保志・舩戸修一・武田俊輔・加藤裕治「『村の記録』のなかの都市」三浦倫平・武岡暢編『変容する都市のゆくえ』文遊社、
2020年３月
Powell, Martin, Ki-tae Kim & Sung-won Kim “The puzzle of Japan’s welfare capitalism: a review of the welfare regimes 
approach,” Journal of International and Comparative Social Policy, 35, Jul 2019.

（次頁へつづく）
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●研究室関連新刊案内（前頁から）
金成垣「21世紀のアジア」『生活経済政策』No. 272、2019年９月
金成垣「韓国の社会保障にみるアジアの共通課題」『社会学評論』第70巻題３号（通巻279号）、2019年12月
金成垣「広がる『福祉国家的ではないものの』」『生活経済政策』No. 276、2020年１月
金成垣「広がる『福祉国家的ではないものの』、その２」『生活経済政策』No. 280、2020年５月
井口高志『認知症社会の希望はいかにひらかれるのか――ケア実践と本人の声をめぐる社会学的探求』晃洋書房、2020年８月
井口高志「ケアできない「原罪」――家事・育児をめぐる煩悶とこの10年」『支援』生活書院、vol.10、2020年５月
井口高志「ポスト診断時代における認知症の社会学の課題」『家族研究年報』44、2019年７月
井口高志「『家族介護者支援』はなぜどのように論じられたのか？」奈良女子大学生活文化学研究会編『ジェンダーで問い直す暮ら
しと文化――新しい生活文化学への挑戦』敬文舎、 2019年３月
井口高志「認知症ケアにおける地域の意義――認知症の人の一貫性の維持と緩和に注目して」『保健医療社会学論集』29（２）、2019年１月

皆様のお便り・ご意見をお待ちしています　クローネ会事務局　krone_ad@l.u-tokyo.ac.jp　までお寄せください

１頁目でお伝えしたとおり、今年のクローネ会総会は書面開催のはこびとなりました。どうぞご理解のほど、よろしくお願いします。
出口の見え辛いwith コロナ時代、様々な世代が集い合う同窓会組織の運営はどうあるべきか。オンライン・オフライン双方に関し
て検討してまいります。皆さまからのアイディアも、お待ちしています。  （編集担当  大村公美子・1985年卒）
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ものとことばの思いこみを解く

　二昔ほど前の2000年に新しい専攻と
して「文化資源学」を立ちあげたとき、
社会学研究室からだれか手伝ってほし
いという、当時の研究科長からの要請
で、私がその準備に関わることとなった。
私自身は、社会学と別な仕事をしてきた
実感はない。そのあたりの感慨を記した

「はじめに」から始まる。
　冒頭の三つの章は、いわば基礎理
論篇である。「文化」「資源」「情報」は、
ふつうに耳にする用語でもあるがゆえ
に、なんとなくわかった気になっている。
しかし考え始めると、その意味の漠然
にとまどうだろう。と同時に、すでに考
え方を方向づけるさまざまな思いこみが
刻印されているのだから、始末にこまる。
たとえば、文化とは価値あるなにかと思
われているが、本当にその理解を疑わ
なくていいのか。「Culture＝文化」とい
う翻訳の自明性が、見えなくしてしまっ

ているものはなにか。「資源」と「資本」
は、ものの見方がどう異なるのか。こと
ばの内に潜む、さまざまな呪縛に光が
あてられ、思いこみの拘束を相対化し、
概念が担ってきた歴史性や公共性の復
活を試みている。そうした作業を通じて、
学問を支える思考の動きを描き出すこと
が、第一部の主題である。
　第二部は、演習・実習篇である。具体
的な事物を対象としながら、その物体や
できごとから、いかなる主題の文化分析

が立ち上げられるかを問うている。そうし
た研究を可能にするさまざまな実践と方法
を、具体的に取り上げた。「新聞錦絵」「戦
争錦絵」「絵葉書」のようなビジュアルな資
料から、「新聞文学」という忘れられたジャ
ンル、「万年筆」という近代の自動式の新
たな筆記具、さらに方法としての「フィー
ルドワーク」と、「実業」という新しい概念の
誕生などを論じている。実習を貫くモティー
フは、事物の社会的な存在形態それ自
体の解読であり、そこを主題化するため
の方法的な枠組みの構想である。
　最後の第三部は特別講義篇と位置
づけたが、内容的には「卒業論文」指
導をイメージしている。事例として「関東
大震災における流言蜚語」を扱っている
のは、以前に『流言蜚語』（有信堂高文
社、1995）で掲げていた、更なる検討
の課題があったからである。いくつかの
オリジナルな発見もあり、各地域の警察
署の資料や、調書をもとに作られた情
報を再構成することで、大都市東京に
おける流言の増殖と昂進のメカニズムを
浮かび上がらせようとした。こうした手
法は、現代社会の情報空間の分析にも
示唆を与えうるものだと思う。

「文化資源学講義」
東京大学出版会　4,400円（税別）

佐藤　健二（さとう　けんじ）
1957年生まれ。東京大学大学院人文
社会系研究科教授。社会学博士。




