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 第69回関東社会学会大会 プログラム 

【日 程】 2021年6月12日（土）・13日（日）  

【会 場】 オンライン開催（自由報告部会、テーマ部会ともにZoomによるリアルタイム配信） 

【大会参加費】  ［会 員］ 一般 2,500円／学生 1,500円 

［非会員］一般 3,000円／学生 2,000円   

【参加登録】報告者・司会者・討論者を含め、本大会に参加する方は、以下の「第69回関東社会学会大会参加登録シス

テム」から必ず参加登録を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。大会参加登録システムは５月７日（金）

以降にオープンになる予定です。参加登録の締切は６月２日（水）9:00です。これ以降に、事前参加登録者には「第69

回大会特設ページ」へのアクセス情報をメールでお知らせします。 

 なお、参加予定者の方は６月２日（水）9:00までに大会参加費（一般会員2,500円、学生会員1,500円、一般非会員3,000

円、学生非会員2,000円）を大会参加登録システム上でクレジット決済を終えていることが大会参加登録の条件になりま

す。必ず期日までに大会参加費の支払いが完了しているようお願いします。 

 なお、本大会は自由報告部会、テーマ部会ともにZoomによるリアルタイムでのライブ配信方式で行いますが、参加登

録された方は、報告者の配布資料に関して著作権法等を遵守すること、Zoom画面の録画・録音・スクリーンショット撮

影を行わないことなどを承諾したものとみなします。また、大会特設ページへのアクセス情報を転送・転載することは、

拡散して「あらし」等が起きることにもなりかねませんので、くれぐれもご注意ください。 

 

◆第69回関東社会学会大会参加登録システム 

https://iap-jp.org/kss/conf 

※5月7日（金）以降に上記URLよりログインIDを発行の上、参加登録・参加費お支払いをいただけます。 

 

【大会参加費】 ［会 員］一般2,500円／学生1,500円 

        ［非会員］一般3,000円／学生2,000円 

※できるだけリーズナブルな大会参加費とするため、第69回大会の大会参加費の支払方法はクレジッ

ト決済のみになっております。郵便振替・振込での事前納付や現金払いは受け付けておりませんので、

あしからずご了承ください。上記の「第69回関東社会学会大会参加登録システム」からクレジット決

済ができますので、画面指示にしたがって決済してください。 

 

【大会参加にあたっての留意点】 

 大会参加にあたっては、大会特設ページに掲載する【参加者共通マニュアル】をご参照ください。報告者は【報告者



 

 

 

 

 — 3 — 

マニュアル】を、司会者は【司会者マニュアル】をご覧ください。 

 Zoomによるリアルタイム配信では、各自由報告部会ならびに各テーマ部会の開始冒頭に司会者等からテーマ部会運営

に関する説明と指示がありますので、そちらに従っていただきますようお願いいたします。どうぞ宜しくお願い致しま

す。 

 

【自由報告部会報告者へのお願い】 

（1）大会当日は、できるかぎり安定した通信環境のもとで接続し、ご参加ください。また、万が一の場合に備え、接続

可能な複数のデバイスをご用意いただくことを推奨します。 

（2）また、ハウリングを防ぐために、イヤホン・ヘッドホンおよび外付けマイクの使用を推奨します。加えて、当日使

用しないアプリは終了しておくことをお勧めします。 

（3）報告要旨集は、PDFにて学会ページならびに第69回大会特設ページに掲載します。 

（4）報告者は、報告される部会開始15分前までに部会URLにアクセスし、入室を完了してください。司会者・報告者

による簡単な打ち合わせを行います。 

（5）報告時間は１報告につき最大30分（原則、報告時間20分、質疑応答10分）です。部会の報告がすべて終了したあ

と、総括討論をする場合もあります。各報告の共通論点の討論などはここで行います。 

（6）報告申し込みの際にパワーポイントを使用希望があった報告は、報告題目の末尾に[PP]と付記しました。Zoomに

て画面共有機能を用いる際には、事前に画面共有などの操作方法等をご確認いただき、パワーポイントの動作確認

等の事前点検をお願いします。 

（7）資料配布方法については、各部会で設定するone driveで共有するか、各自由報告部会内でチャットを用いて資料

を送付するか、Zoomにて画面共有するかは各報告者が選択してください。各自の自己責任において資料共有をお

願いいたします。また、報告者は報告に先立ち資料配布方法について各自由報告部会の参加者に説明してください。 

（8）部会開始冒頭に司会者からマイク・ビデオのオン／オフを含め、部会運営に関する説明と指示がありますので、そ

ちらに従っていただきますようお願いいたします。 

（9）配布資料は当日の報告に直接関係するもののみにしてください。当日の報告とは直接関連のない資料等の送付や共

有はお控えください。 

（10）回線が切れたなどの場合は、事前にお伝えしています大会特設ページへのアクセス情報をもとに改めて大会特設

ページにアクセスしていただき、ページ内に掲載していますZoomのURLとミーティングID から再度入っていた

だきますようお願いします。 

 

【テーマ部会参加者へのお願い】 

（1）大会当日は、できるかぎり安定した通信環境のもとで接続し、ご参加ください。また、万が一の場合に備え、接続
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可能な複数のデバイスをご用意いただくことを推奨します。 

（2）また、ハウリングを防ぐために、イヤホン・ヘッドホンおよび外付けマイクの使用を推奨します。加えて、当日使

用しないアプリは終了しておくことをお勧めします。 

（3）テーマ部会は、司会者、操作担当、モニター担当を置く予定です。司会者ならびに操作担当から当日の進め方など

について適宜指示がありますので、指示にしたがってご参加ください。 

（4）報告資料については、各テーマ部会で設定するone driveで共有するか、各自由報告部会内でチャットを用いて資

料を送付するか、Zoomにて画面共有するかは各報告者に委ねておりますので、各テーマ部会の司会者の情報を参

考に各自で資料を受け取ってください。 

（5）部会開始冒頭に司会者からマイク・ビデオのオン／オフを含め、テーマ部会運営に関する説明がありますので、そ

ちらに従っていただきますようお願いいたします。 

（6）回線が切れたなどの場合は、事前にお伝えしています大会特設ページへのアクセス情報をもとに改めて大会特設

ページにアクセスしていただき、ページ内に掲載していますZoomのURLとミーティングID から再度入っていた

だきますようお願いします。 
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大 会 次 第 
 

日時 部会・総会・理事会等 

6月12日（土） 

9:30～12:00 

 

 

 

12:00～13:00 

13:30～14:00 

14:00～17:30 

 

自由報告部会 

 第1部会 

 第2部会 

 第3部会 

新旧合同理事会 

テーマ部会B打ち合わせ 

テーマ部会B 

6月13日（日） 

9:30～12:00 

 

 

12:00～13:00 

13:00～14:00 

13:30～14:00 

14:00～17:30 

 

自由報告部会 

 第4部会 

 第5部会 

総会 

新理事会 

テーマ部会A打ち合わせ 

テーマ部会A 
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第１日目 ６月１２日（土） 
 

 

9：30～12：00 自由報告部会（第１日目午前）（Zoomによるリアルタイム配信） 

 

第１部会：国家・移民 

司会：村上 一基（東洋大学） 

中力 えり（和光大学） 

 

１．何が移民政策を促進するのか 

―2019年入管法における産業間の処遇格差から考える―〔PP〕 

樋口 直人（早稲田大学） 

２．イギリスにおける移民に対する「敵対的な環境」形成と日常の国境化＝序列化〔PP〕 

髙橋 誠（慶応義塾大学） 

３．マイノリティと／が連合する 

―フランスの旧植民地出身移民女性たちと／が創るラディカルな連帯の空間―〔PP〕 

田邊 佳美（東京外国語大学） 

４．現代日本においてなぜナショナリズムは否定的にとらえられるのか〔PP〕 

安東 慶太（東京大学） 

 

 

第２部会：教育・キャリア・選択 

司会：香川 めい（大東文化大学） 

小澤 浩明（東洋大学） 

 

１．社会病理に対応できるサバイバル心理 

―一理ある自己肯定感の育成を手掛かりに― 

前田 益尚（近畿大学） 

２．「アスピレーションの低い人びと」のアスピレーションをどうみるか 

山野上 麻衣（一橋大学） 

３．芸術家キャリアへの選択の要因と出自に関する社会学的考察 

―海外在住芸術家の聞き取り調査から―〔PP〕 

相澤 真一（上智大学） 

４．キャリア教育の効果についての実証研究〔PP〕 

新小田 成美（東京大学） 
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５．発達障害児の進路選択におけるディスアビリティ経験 

―親子の障害認識に着目して―〔PP〕 

松浦 加奈子（一橋大学） 

 

 

第３部会：歴史・経済・労働 

司会：伊奈 正人（東京女子大学） 

宮本 直美（立命館大学） 

 

１． コレラをめぐる流言記録の社会学的検討〔PP〕 

宮前 健太郎（筑波大学） 

２． 見物する米軍将兵と「アメリカの世紀」 

―第二次大戦後における米軍将兵向け観光ツアーを事例として―〔PP〕 

遠藤 理一（西武文理大学） 

３．取締りの対象から経済的資源へ 

―風営法改正運動を通じたナイトライフの再編―〔PP〕 

山内 智瑛（一橋大学） 

４．クラシック音楽・クラシック以外の音楽の聴取体験をもとにした勤労者意識の比較〔PP〕 

森 泰規（株式会社 博報堂） 

５．共働き世帯における妻の「時間貧困」〔PP〕 

平井 太規（立教大学） 

 

 

 12：00～13：00 新旧理事会             

 

 13：30～14：00 テーマ部会Ｂ打ち合わせ                 

 

 

14：00～17：30 テーマ部会（第１日目午後）（Zoomによるリアルタイム配信） 

テーマ部会B「ワークショップ時代の統治と社会記述――「新自由主義」の社会学的再構成」 

司会者：加島 卓（東海大学） 

元森 絵里子（明治学院大学） 

討論者：樫村 愛子（愛知大学） 

 

１．「新自由主義」に関する複数の記述をめぐって 
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仁平 典宏（東京大学） 

２．日本の行政学は「新自由主義」をどのように捉えてきたのか 

木寺 元（明治大学） 

３．「新自由主義」の機能 

北田 暁大（東京大学） 
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第２日目 ６月１３日（日） 
 

 

9：30～12：00 自由報告部会（第２日目午前）（Zoomによるリアルタイム配信）          

 

第４部会：都市・地域 

司会：南後由和（明治大学） 

西野淑美（東洋大学） 

 

１．Urbanism as a Way of Lifeの登場と現在までの展開についての考察〔PP〕 

楠田 恵美（筑波大学） 

２．「広場」における身体的実践 

―方向・音響・集合―〔PP〕 

桐谷 詩絵音（東京大学） 

３．三大都市圏における格差の空間構造〔PP〕 

平原 幸輝（早稲田大学） 

４．1990年代以降の障害をめぐる地域社会の再編成 

―東京都多摩地域における市民活動を事例に―〔PP〕 

加藤 旭人（一橋大学） 

 

 

第５部会：理論・技術 

司会：小山 裕（東洋大学） 

橋本 摂子（東京大学） 

 

１．19世紀末エディンバラ「社会学学校」における知のネットワークについて〔PP〕 

高森 明（中央大学） 

２．集団的アイデンティティ表象と政治政策 

―節合概念の再検討―〔PP〕 

新嶋 良恵（十文字学園女子大学） 

３．自己定量化の実践と動機 

―先端技術への社会学的アプローチ法を求めて(1) ―〔PP〕 

堀内 進之介（東京都立大学） 
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４．解釈される人工知能（AI） 

―先端技術への社会学的アプローチ法を求めて(2) ―〔PP〕 

赤堀 三郎（東京女子大学） 

 

 

 12：00～13：00 総会 （Zoomによるリアルタイム配信）          

 

 13：00～14：00 新理事会                  

 

 13：30～14：00 テーマ部会Ａ打ち合わせ            

 

 

14：00～17：30 テーマ部会（第２日目午後）（Zoomによるリアルタイム配信） 

テーマ部会A「理論という実践――ジェンダー理論は社会正義を語れるか――」 

司会者：流王 貴義（東京女子大学） 

齋藤 圭介（岡山大学） 

討論者：千田 有紀（武蔵大学） 

江原 由美子（東京都立大学） 

 

１．ロールズの政治哲学とジェンダー平等 

―公正としての正義の方法、実質、制度構想―（仮） 

魚躬正明（成蹊大学） 

２．社会の中の規範理論 

―ジェンダー研究との対話から―（仮） 

金野美奈子（東京女子大学） 

３．フェミニズム・ジェンダー研究による構造的説明と公私の再編（仮） 

山根純佳（実践女子大学） 
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テーマ部会 A 

「理論という実践――ジェンダー理論は社会正義を語れるか――」 

 

１．ロールズの政治哲学とジェンダー平等 

―公正としての正義の方法、実質、制度構想―（仮） 

魚躬正明（成蹊大学） 

  

 J・ロールズが『正義論』で提起した公正としての正義は、社会正義や平等を規範的に論じるうえで、無視しえない巨

大な影響をもたらした。本報告では、ロールズの政治哲学からジェンダー平等を考えるために重要ないくつかの論点に

ついて、テクストに即した理解を示す。それをふまえたうえで、ジェンダー平等という課題にロールズが貢献しうる可

能性あるいは限界について考えたい。 

 第一に方法的側面に焦点をあてる。政治哲学という思考の営みが、社会のなかでどのような役割を担いうるのかを検

討したのち、ロールズの契約論的枠組みと、正義の主題とは「社会の基本構造」であるとしたことに、ジェンダー的観

点、フェミニズムから向けられた批判へのロールズの応答を概観する。 

 第二に、ロールズのもちいる中核的理念の一つである「自由で平等な人格としての市民」を検討する。正義の原理は、

そのような市民を支え、育む、自由・権利、機会、所得と富、自尊心の社会的基盤といったものを公正に分配、保証す

るものである。ジェンダー平等という観点からみたとき、ロールズが、一つの理念・理想として提示した市民像にはど

のような問題があるのか、それともジェンダー平等という目標にも応えうる理念であるのかを考えたい。 

 第三に、財産所有のデモクラシーという制度構想を検討する。自由で平等な市民たちによる正義にかなった社会を実

現しうるものとして提起されたこの制度構想は、働き方、賃金、税制といった論点を含んでおり、それらに関するジェ

ンダー間の不平等の解決、克服にも示唆を与えるものと考える。 

  

 

２．社会の中の規範理論 

―ジェンダー研究との対話から―（仮） 

金野美奈子（東京女子大学） 

 

「社会研究の課題は社会の現状や問題を明らかにすることだ」という理解に立てば、規範理論の営みは現実から遊離

した地平で「望ましい社会」を語る、有害とまではいえなくとも的外れな試みに映るかもしれない。私たちが共に生き

る社会に、規範理論は一体、有益な何かをもたらしうるのだろうか。そうだとすれば、それは何なのか。本報告では、

後期ロールズの政治的リベラリズムを手掛かりとする規範的社会像、そこにおけるジェンダーの位置づけを素材に、規
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範理論が自ら社会を構成する一部として果たそうとする役割と、直面する課題について考えたい。 

 多くの経験的社会研究がそうであるように、ある社会状態が「問題」ととらえられるとき、その背景には「望まし

い社会の状態」についての何らかの想念がある。この想念はしばしば明確な形をとらず、背景に漂っている。私たちは、

私たちが望んでいるのはどのような社会かについて、必ずしも「知ら」ない。規範理論が果たそうとする第1の役割は、

望ましい社会についての私たちの想念をできるかぎり具体的な社会像として展開し、私たちが目指すべき社会に関する

反照的議論を手助けすることである。規範理論の第2の役割は、その理論を自身のものとした人々をエンパワーし、よ

り望ましい社会の実現に向けたそれぞれの一歩を積極的に後押しすることである。規範理論が社会の中で積極的役割を

果たしていくには、さまざまな課題もあり、現代社会においてますます深刻さを増している。規範的問題関心をもっと

も明示的に追求してきた社会研究が、ジェンダーを対象とする研究である。ジェンダー研究との対話は、規範理論の可

能性と困難を浮かび上がらせる格好の素材となる。 

 

 

３．フェミニズム・ジェンダー研究による構造的説明と公私の再編（仮） 

山根純佳（実践女子大学） 

 

本報告ではフェミニズムの主張が公共的問題として位置づけられる際にフェミニズム・ジェンダー研究が果たす役割

について議論する．フェミニズムにとってリベラリズムは，男性と平等な権利の獲得（機会均等）において必要不可欠

な思想であった．一方で「女性は〇〇だ」「女性には〇〇すべき／してほしい」とする見解を，個人の思想・表現の自

由や家族形成に関わる自由として許容するリベラリズムの原則とのあいだの対立が残りつづけている．フェミニズムに

おいて「女性にケアしてほしい」「女性にパンプスを履いてほしい」という社会の期待やそのもとでの女性の選択は，

個人が選びとった善の構想（プライバシー）ではなく，教育の変更，夫婦間の交渉，労働市場の改革によって変えられ

るものである． 

このなかでフェミニズム・ジェンダー研究は，なぜ人びとの「見方」が変わるべきか，どのように自らのふるまいや

制度を変えるべきかについて公共的な理由を提示する役割を果たしている．「権力」「家父長制」「（異性愛）規範」

といった概念は，A女性の不利益や被害を証明するだけではなく，B市民が自由に選択しているとされる価値や合理性，

自律的主体像が構造的につくられたもの（かつ家父長制を変えることは男性にとっても自由をもたらす）であることを

説明することで，C私的問題を公共的（＝誰もがかかわるべき責任）問題に転換する．Cのプロセスは，リベラリズムの

枠組みでいう「個人の権利」を手放すことも含まれるかもしれないが，必ずしもそれは「正義による制約」ではなく，

市民社会における責任として引き受けられることが目指される．またフェミニズムのBの「構造的理解」にもとづいた

変革は，市場での選択を自由の基礎とするネオリベラリズムに対する批判力にもなりうるはずであるが，そのためには

ジェンダーだけでなく，階級・エスニシティ・セクシュアリティをめぐる構造的説明と理解を必要とする． 
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テーマ部会 B 

「ワークショップ時代の統治と社会記述 

――「新自由主義」の社会学的再構成――」 

 

１．「新自由主義」に関する複数の記述をめぐって 

仁平 典宏（東京大学） 

 

「新自由主義」という概念は、近年の政治及び社会再編の方向性を的確に捉えるという評価がある一方で、過剰かつ

不適切であるという批判も寄せられてきた。本報告では、それぞれの観察・記述が成り立つ地点を確認するために、3

つのアプローチを取る予定である。 

第一に、「新自由主義」の内包・外延が論者によってどのように定義されているか、そこにどのようなバリエーショ

ンがあるか、関連する論文をいくつか検討することで簡単な概観図を示す。その作業の行う上で、そのバリエーション

が、経済政策、財政政策、社会政策、ガバナンス、統治性などの諸領域に対する、いかなる評価の差異によって生じて

いるのか検討していきたい。第二に、上記に示された複数の定義のうち、いかなる記述に依拠すれば、2000年代から現

在に至るまでの日本において、「新自由主義」という一貫した記述が可能になるのか／ならないのか、領域ごとに検討

する。第三に、論文という営みから離れた場、例えばインターネット上のコミュニケーション等において、「新自由主

義」という言葉がどのように用いられているのか、それによって何が行われているのかについても補足的に検討する。 

以上を通じて、現在の日本社会を記述する上で「新自由主義」という概念を用いることの意味について、複数の角度

から考えていきたい。 

 

 

２． 日本の行政学は「新自由主義」をどのように捉えてきたのか 

木寺 元（明治大学） 

 

行政機構を主たる研究対象とする行政学は、「新自由主義」を主として「小さな政府」を取り戻そうとするイデオロ

ギーとして捉えてきた。その一方で、日本に当てはめれば、すでに公務員数の伸びは高度経済成長の初期で頭打ちとなっ

ており、現在でも国際比較上では日本の国民当たりの公務員数は低い水準にとどまっている。つまり、70年代以降に先

進民主主義国でガバナンス概念やNPMをもたらした「新自由主義」的行政改革が展開される前から、日本では既に「小

さい政府」が実現されていたと考えられる（前田健太郎など）。こうした日本の官僚制は、外郭団体や住民団体・地域

団体など行政組織を超えた組織体に行政サービスの提供主体をアウトソーシングした。限られた資源しか許されなかっ

た日本の官僚制が、こうした社会全体のリソースを活用することに対して行政学には「最大動員モデル」として評価す
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る向きもあった（村松岐夫など）。 

加えて、行政への市民参加は特に地方自治の分野で拡充された。この背景において官治・集権から市民自治への転換

を唱える松下圭一らを理論的支柱とする運動の影響は大きかったが、松下の理論が「社会民主主義型福祉国家」を官僚

的国家統制の進行と捉える大衆社会論から出発し、自由・平等・独立かつ理性ある市民によって形成される市民社会を

「規範」としてきたことには留意すべきである。 

本報告では、日本の行政学が「新自由主義」をどのように評価してきたのか、多機関連携など関連する今日の研究動

向を含めて概観したい。 

 

 

３．「新自由主義」の機能 

北田 暁大（東京大学） 

 

新自由主義という概念が社会学周辺で聴かれるようになって久しい。 

この概念は、人びとの積極的な自己や生への配慮（自己責任・自己実現・自由競争）を促しつつ、小さな政府を実現

するある種の政治的な潮流に対して投げかけられたものであり、ひとつには現代的な「自由主義」批判を可能にする理

論装置として提示された概念である。それはたしかに、自己責任論があふれ出す社会・政治の風潮や、再配分政策の切

り崩しなど、肯定的・否定的のいずれにしても「自己」や「個」の活用を志向し、「社会」のあり方を見えにくくさせ

るロジック、レトリックの跋扈を批判するうえで非常に重要な役割を果たした。この概念を用いることで、私たちは社

会にある「個人化」や「社会的なもの」の欠落を、きわめて広範な事象に関して指摘することが可能になった。このこ

との意義、というか機能は否定することができない。 

一方で、この理論概念はその大きすぎる説明力と、その適用様式の恣意性について少なくない批判が投げられてきた。

報告者自身もそうした批判的立場を共有し、日本における「リベラル」概念が独特の捻じれをみせ、「新自由主義」と

いう概念や言葉を批判的な意図をもって使用する論者が、「人びとの積極的な自己や生への配慮（自己責任・自己実現・

自由競争）を促しつつ、小さな政府を志向する」という立場に帰着してしまうという逆説を指摘してきた。 

本報告では、まずはこの捻じれのあり方をトレースしたうえで、新自由主義の説明概念としての有効性に疑問を呈し

つつ、しかし、それでもなお新自由主義という概念が有意味なものとして受け取られ・使用されるのはいかにしてかと

いう問題、つまり（批判的機能とは異なる）新自由主義概念の機能について考察していくこととしたい。 
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自由報告部会 報告要旨 

 

 

第１部会：国家・移民 

 

１．何が移民政策を促進するのか 

―2019年入管法における産業間の処遇格差から考える― 

樋口 直人（早稲田大学） 

 

 2019年の新入管法は、現業職の移民労働者を公式に受入れる点で、新たな体制と呼びうる転換をもたらした。その一

方で、「特定技能」での受入れを14業種に限ったことにより、産業間で格差が生じたことになる。すなわち、特定技能

のもととなった技能実習との関連でいえば、以下のような分岐が発生した。(1)技能実習→特定技能2号（建設、造船）、

(2)技能実習→特定技能1号（農漁業、素形材、電気電子、産業機械、自動車整備、航空、食品、宿泊）、(3)技能実習→

特定技能から除外（繊維、紙製品、印刷製本、リネンサプライ、陶磁器、家具）、(4)技能実習非該当→特定技能1号（外

食）、(5)技能実習非該当→特定技能認定に失敗（コンビニ、トラック運送、産廃処理）。 

 なぜこうした分岐が生じるのか。本報告では、移民受入れ政策を規定する要因として労働力需要、政策過程、人権を

想定し、これらがどう作用して2019年体制へと至ったのかを検討する。業界団体と政治家への聞き取り調査により、以

下が明らかになった。(1)新入管法は、数少ない成長戦略として構想されており、労働力需要が最大の要因となった。(2)

政策過程は、業界の政治力の反映たる側面もあるが、特定技能という政策枠組みとの適合性という技術的要素の影響も

大きい。(3)人権は、技能実習に対する評価が直接影響しており、それが特定業界の冷遇につながった。 

 (1)～(3)は移民政策における標準的な規定要因であり、日本でもこれらが一定程度作用した結果、特定技能という国

際標準に近い政策につながった。その意味で、日本の移民政策は他国に収斂する兆しを示しているが、複数の要素が作

用することで業界間格差を伴う跛行的な受け入れが進むと考えられる。 

 

 

２． イギリスにおける移民に対する「敵対的な環境」形成と日常の国境化＝序列化 

髙橋 誠（慶応義塾大学） 

 

本発表は2010年に13年ぶりに政権に返り咲いたイギリス保守党が推し進めた「不法」移民に対する「敵対敵環境」

（hostile environment）形成に焦点をあてる。2010年から2018年のあいだに移民に関する規則には5千の修正がもたら

され、規則全体は37万3千語から成るとされる。そのうち、本発表ではOperation Vakenという「不法」移民取り締まり

を目的としたプログラムと2014・2016年移民法をとりあげる。そうすることで、「敵対的環境」形成の背景にある合理

性と統治手法の性格、そして「敵対的環境」形成の帰結・副作用を明らかにする。簡潔に述べると、「敵対的環境」形
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成とは公的機関就業者に加えて民間人をも国境警備員へと仕立てあげ国境を国内に偏在化させることで、「不法」移民

によるイギリスでの暮らしを困難にし、「不法」移民の自発的な国外退去を促すことであったといえる。ところが、「敵

対的環境」形成によって「不法」移民の自発的な国外退去数は増えておらず、むしろ「敵対的環境」のための法規定・

政策への過度の適合によって、長年イギリスで暮らしていたイギリス市民が「イギリス人なるもの」から排除され、医

療・福祉サービスへのアクセスが閉ざされ、就業機会を奪われ、時には国外退去を迫られるという結果を生んでしまっ

たのである。 

 

 

３． マイノリティと／が連合する 

―フランスの旧植民地出身移民女性たちと／が創るラディカルな連帯の空間― 

田邊 佳美（東京外国語大学） 

 

 フランスにおける「移民女性」は、「声を発せないサバルタン」（Spivak 1988）として、これまで多くの研究者の

関心を集めてきた。他方で近年では、「移民」そして「移民女性」の非均一性が注目され、「移民集団」内部の多様性

または権力関係にも光が当てられるようになってきた。さらに、「移民（女性）」に好意的な政党や、移民支援を掲げ

る人権団体を含む、「左派」における人種主義やパターナリズムにも光が当てられてきた。「移民女性の連帯」や「移

民女性の支援」という社会的問題について、階層や人種、その他の権力関係の軸による分断が問題化されるようになっ

た。 

 本発表では、こうした文脈を背景に、発表者が2012年から2019年にかけてパリ郊外の一自治体で実施した長期的調査

をもとに、旧植民地出身の移民女性を中心とした女性たちの連帯の空間を考察する。支援者と被支援者、マイノリティ

とマジョリティのように、単純に割けることのできない関係性のなかで、女性たちは、ともに知的・芸術的実践を行う。

この実践は、一方では（自らの）偏見や特権をひもとき、他方では（自らの）非規範的な資源や知識を再発見すること

を可能にし、女性たちは共に、奪われた声を取り戻していく。この連帯の空間はまた、一方では流動的で開放的な構造

をもつが、他方で、支配関係を再生産してしまう「支援者」「調査者」「協力者」から守るための様々な戦術を備えて

いる。こうした実践と戦術を武器に、彼女たちは、ラディカルな「政治的連帯」（bell hooks 2010）＝連合を可能とす

る空間の一つの例を示している。 

 

 
４． 現代日本においてなぜナショナリズムは否定的にとらえられるのか 

安東 慶太（東京大学） 

 
ナショナリズムは多義的な現象であり、歴史的に様々な政治イデオロギーと結びつきながら多様な評価を与えられて

きた。一方で現代日本に目を移すと、国民の権利や国民としての個人の主体性を重視する議論はあるものの、ナショナ

リズムそれ自体を肯定的にとらえる議論は少なく、排外主義などと結びついた危険なものとしてとらえられることが多
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い。このような状況は学術的・思想的にナショナリズムを考える際にも時に過剰な忌避反応を引き起こし、価値中立的

な分析や建設的な議論を阻害してしまう。 

本研究では上記のような否定性の成立それ自体を明らかにするために、戦後におけるナショナリズムの意味の変遷を

分析する。具体的には新聞記事上における「ナショナリズム」という言葉の用いられ方の変遷を追うことで、他の言葉

との結びつき方を分析しながらその評価の変化を明らかにしていく。 

結論として、1980年代後半における日米経済摩擦の発生を直接的な契機として「ナショナリズム」の否定性が確立し

たことが分かった。この背景には経済成長による日本の大国としての地位の確立と、それに対する自省の意識があった。

日米経済摩擦が落ち着いた1990年代以降も中国・韓国との歴史認識問題や軍事問題を背景に同様の状況が続くが、『朝

日新聞』『毎日新聞』は日本の、『読売新聞』は中国や韓国のナショナリズムに焦点を当てるようになり、ここに現在

のマスメディア間の対立の発現を見ることができた。 

 
 

第２部会：教育・キャリア・選択 

 

１． 社会病理に対応できるサバイバル心理 

―一理ある自己肯定感の育成を手掛かりに― 

前田 益尚（近畿大学） 

 

『米陸軍サバイバル全書』でも、「サバイバルの心理学」という章を設けています。本報告で扱う心理とは、経済学

が心理学の考え方を取り入れ、人間の心の動きを経済活動に直結させる行動経済学に発展させ、人間の心を動かして問

題の解決を図る仕掛け学に展開する場合に使う心理と同様です。本報告では、人々の心の動きを察知する社会心理学を

経由し、社会病理に対応できる生き残り学を探究します。 

具体的には、大学で学生たちに間違のない自己肯定感（self-affirmation）を育む必要があると考えます。間違いのな

いとは、空気を読んだ上で、多くの相手に共感される自己肯定感です。そのため、どんな意見でも、一理ある！と共振

できれば、自他ともに尊重した自己表現や自己主張を目指すアサーティブネスにも通じます。 

極論ですが、映画『スター・ウォーズ』で、ダース・ベイダーがフォースの暗黒面を使うのにも一理があるとすれば、

圧倒的な恐怖で全体を支配することによって、異星人間の戦争を鎮めるためだったと、中華思想の引用のように報告者

は深読みしています。 

そんな報告者の研究室には、東大京大や早慶といったトップ校卒ではない報告者の経歴を、ゼミ志望の動機に挙げる

関関同立を落ちた近大生がいます。それは、報告者のライフヒストリーを代理体験すれば、自分でも人生を逆転できる

「自己効力感」（self-efficacy）の実現にも捉えられ、自尊心（self-esteem）に気づいた個体は生き残れる（進化と呼

べる）「間違いのない（健全な）自己肯定感」を予感させます。 

さらに、報告者の自分史で地平に直面する高齢者問題、例えば認知症が引き鉄となり、自尊心が唯我独尊と化した親

への対応には、暴力を避けるため分断「世帯分離」で危機管理を図るなど、家族が生き残るためのサバイバル法も検証
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してみます。 

 

 

２． 「アスピレーションの低い人びと」のアスピレーションをどうみるか 

山野上 麻衣（一橋大学） 

 

教育と達成、ないし社会移動や世代間の再生産の検討において、アスピレーションが説明変数として用いられる場合

には、「教育達成を通じた社会経済的地位達成を目指す志向性」の有無やその程度が計測される。しかし、このような

尺度は社会的マジョリティの規範を投影したものであるとも考えられる。このような問題の捉え方をすると、構造があ

る種の（当該社会における「成功」につながる）アスピレーションをいかに規定するかを論じることは可能だとしても、

「アスピレーションが低い」とみなされた人びとを理解する道が閉ざされ、構造の犠牲者のみとしてみることにつなが

る。グローバルに浸透する新自由主義的な教育／就労政策により、「個々人のアスピレーションを高めること」が鍵で

あるとする社会的風潮も強化されている今日的な状況のなかで、構造的要因と教育達成／地位達成への人びとの意味づ

けの関係を問うことも重要であろう。本報告ではその端緒として、教育社会学研究を中心に日本における関連の議論を

概観したうえで、英語圏においてアスピレーションが低いとみなされがちな集団、すなわち人種・民族的マイノリティ

（移民を含む）、「不利な地域」に暮らす人びと、貧困層などをめぐり、アスピレーションを読み解くための枠組みが

どのように論じられてきたのか、その動向をレビューする。 

 

 

３．芸術家キャリアへの選択の要因と出自に関する社会学的考察 

―海外在住芸術家の聞き取り調査から― 

相澤 真一（上智大学） 

 

本報告は、主に調査当時海外在住であった芸術家を対象にして、彼らがどのような理由で芸術の道を選んだのか、ま

たそこにどのような出自、とりわけブルデューの観点から見た場合の諸種の資本が影響していたのかを検討する。本報

告では、欧州（主にドイツ）で、音楽、美術、演劇を中心とする芸術分野に留学やフリーランスとして滞在する人々に

行ったインタビュー調査を基とする。彼らが芸術家という進路を選ぶにあたり、どのような情報を参照し、どのような

資源を用いているのか、あるいは、彼らが芸術の進路を選ぶ際に、どのような進路をそれまでに念頭に置いていて、か

つそれとの比較の関係で芸術を選び取るか、に着目する。既に予備的な分析を行ってきたなかで注目しているのは、と

りわけ美術においては、選択が遅くとも進路として選ぶことができる可能性があり、そのため、大きく進路転換をする

際に、それまでに打ち込んできたものと異なるものとして美術を選択する人々がしばしば見られた。そのような人たち

が美術を選び取る際には、経済資本のみならず、より多様な文化資本や社会関係資本を活かしていることがしばしば見

られ、また、社会的ネットワークとしても重要な連結関係を持っている点が観察された。当日は、以上のような点をさ

らに踏み込んだ分析を報告する。 
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４．キャリア教育の効果についての実証研究 

新小田 成美（東京大学） 

 

本報告では、キャリア教育が主体的な自己実現を求めるのに対して、そのようなキャリア教育の在り方はむしろ不安

を拡大させ、失敗すれば自己責任だと生徒たちにプレッシャーを与えているのではないかという問題関心のもと、仕事

の不安とキャリア教育の受講の経験の関係を分析した。また、先行の実証研究においてキャリア教育の効果とされてい

るものが、教育プログラムと関係があるものなのか、学校以外の職業的な世界との関係があるのかは、一国の分析では

明らかにならない。そこで、キャリア教育自体が仕事への不安に与える影響と、それが国によってどのように異なるか

に焦点を当てた分析を行った。 

第一に、国際調査を用い、各国の居住国の変数をコントロールすることで、各国特有の雇用文化を排除した教育プロ

グラムのより純粋な効果を明らかにした。次に、居住地とキャリア教育の出席の有無との相互作用を独立変数とした分

析を行った。その結果、キャリア教育を受講した若者は、受講しなかった若者に比べて、仕事への不安を増大させてい

た。この傾向は国によって異なり、特に東アジアにおいて、この傾向は強まった。この結果は、国際的なキャリア教育

の相対化を可能にし、不安定性に強引に適応する学校におけるキャリア教育を推進する政策の有効性に疑問を投げかけ

ている。 

 

 

５．発達障害児の進路選択におけるディスアビリティ経験 

―親子の障害認識に着目して― 

松浦 加奈子（一橋大学） 

 

本報告の目的は、発達障害と診断された子どもたちが進路を選択していく過程においてディスアビリティをいかに認

識・経験しているのかを障害認識の有無に着目して明らかにすることである。本報告ではこれらの目的に対して、発達

障害児（者）とその親の語りを中心に分析していく。 

発達障害と診断された子どもの中には、障害を自己認識せずに学校生活を送ってきた者もいる。そのような人々がディ

スアビリティに直面した場合、それが障害に起因するものであるかどうかを判断することは難しくなる。従って、障害

認識しない故に、ディスアビリティに無自覚な人々をいかに支援していくのかという点が課題となるのである。そして、

親はその支援の中心的な担い手となりうる。親が当人のディスアビリティをどのように捉え、支援していこうとしてい

るのかを発達障害児の認識との差異に着目して検討することで、発達障害におけるディスアビリティ経験の複雑性、多

様性を明らかにすることができると考えられる。 
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第３部会：歴史・経済・労働 

 

１． コレラをめぐる流言記録の社会学的検討 

宮前 健太郎（筑波大学） 

 

明治大正期に猛威をふるった疫病・コレラは①致死率の高さ、②発病から死までの期間の短さ、③患者の異様な症状

という特異性ゆえに、当時の人々にかつてない、異質な混乱をもたらした。それゆえに、伝染病としてのコレラそのも

のと並んで問題化したのが、伝染病をめぐる流言蜚語である。コレラをめぐる暴動・一揆も元々は「隔離された患者は

生き肝を奪われる」、「警察官は消毒と称して病原菌を散布している」といった流言の流布によって起きたものである。 

その歴史的背景を踏まえ、コレラにまつわる流言や民間伝承、コレラ一揆の記録を収集・分析した。人々の断片的な

コレラ解釈の記録を、あいまいな状況に巻き込まれた人々が自らの知識を寄せ集めることによって、有意味な解釈を行

おうと尽力するコミュニケーションとして体系的に捉えた。 

研究目的のために、近代日本に存在したコレラに関する流言、うわさ、フォークロア等の記録を参照して考察を行なっ

た。収集作業に用いたのは、郷土の歴史・文化・事件記録などを扱っている各種ウェブサイト、JSTAGE・CINII Articles

上に保存されているコレラ・伝染病関連の雑誌論文、国会図書館データベース内の流言・うわさ関連の記録である。 

 

 

２． 見物する米軍将兵と「アメリカの世紀」 

―第二次大戦後における米軍将兵向け観光ツアーを事例として― 

遠藤 理一（西武文理大学） 

 

本発表の目的は、米軍における将兵向け観光ツアーを探ることから、「アメリカの世紀」に相応しい米国民を作り上

げる契機という、米軍の日本占領の一側面を照らし出すことである。 

占領期の米軍については日本の諸主体と接点があった事例のみが論じられることが多かったが、近年、その接点に関

わらない米軍の構成や施策について掘り起しが進められている。日本に限らず影響力のある組織である米軍の構成や性

格を探るという意味でも、それらが日本の人々の経験の遠因となっていた可能性があるという意味でも重要な作業だと

思われる。 

本発表では第二次大戦後の米軍将兵が世界各地で観光ツアーに参加していたことに着目し、ヨーロッパおよび日本に

おける観光ツアーについて、運営方式やツアー内容、ツアーの目的を探る。資料調査には米国立公文書館、国会図書館

憲政資料室、デジタル・アーカイブ等を利用し、米軍将兵向けの新聞『星条旗新聞』や米軍・米赤十字社の発行資料を

調査した。そして1943-45年におけるイタリア・フランス、1945-49年における日本（とくに東京-横浜エリア）でのツ

アーに関する資料を分析した。 

観光ツアーは基本的には米軍が将兵の士気の低下や買春の抑制のために発達させたレクリエーション施策に位置付け

られるものであった。しかし観光ツアーには駐留する地域についての教育という独特の側面も期待されていた。これは
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米軍が国際協調路線を取るなかで各地の将兵たちに何を求めるようになったのかを表していると考えられる。 

 

 

３．取締りの対象から経済的資源へ 

―風営法改正運動を通じたナイトライフの再編― 

山内 智瑛（一橋大学） 

 

 20世紀後半以降、イギリス等の欧米諸国では脱工業化に伴うインナーシティの衰退やグローバルな都市間競争の激化

を受け、クラブやライブハウスといった音楽・ダンスの場、およびバー等の酒類を提供する娯楽場である「ナイトライ

フ（nightlife）」を都市経済成長のための「夜間経済（night-time economy）」として利用する動きが見られている。

日本では2010年以降のクラブ摘発問題からもわかるように長らく取締りの対象であったが、2015年の風営法改正を機に、

インバウンド観光振興のための経済的資源として政府から認識されるようになった。本報告では、従来取締りの対象で

あったナイトライフがなぜ政府から経済的資源と認識されるようになったのかを、風営法改正運動の展開過程から明ら

かにする。 

 調査方法については、風営法改正運動に関わったアクター（e.g.ナイトタイムエコノミー推進協議会、各種クラブ業

界団体）に対するインタビュー調査および各種資料（e.g.新聞・webメディアによる報道記事、行政資料）の分析を行っ

た。その結果、風営法改正運動は①署名活動を通じてクラブ摘発問題をダンス文化規制の問題として定義する、②ダン

ス文化を保護するだけではなく、まちづくりに活用していくことを主張する、③「治安悪化」を懸念する警察庁と議論

しながら風営法改正を実現するという3つの時期に区分され、特に②については、第二次安倍内閣の「成長戦略」と2020

年東京五輪開催決定が大きな影響を与えていた。以上の結果は、既存研究において「新自由主義」の名のもとにブラッ

クボックス化されてきた、夜間経済政策のグローバルな展開過程を明らかにする上で意義があると考えられる。 

 

 

４． クラシック音楽・クラシック以外の音楽の聴取体験をもとにした勤労者意識の比較 

森 泰規（株式会社 博報堂） 

 

クラシック音楽に親しむ趣味を持つ勤労者は、クラシック以外の音楽に親しむ勤労者と違いがあるのだろうか。この

種の問題関心はブルデュー（Bourdieu,1979=1990）的思考法はクラシックかそれ以外かの弁別性を示すかもしれない

し、後続の「オム二ボア」仮説（Peterson, R. A., & Kern, R. M., 1996)は、両方に広く知見を持つ人が最も特異的な傾向

を示し、1)両方、2)クラシックのみ、3)クラシック以外のみ、4)いずれの経験もない、という四層の差を示唆するかも

しれない。 

そこで今回筆者は2020年3月に日本全国の勤労者3000名(男女 20－65歳)に実施した定量調査を通じて、まず、クラ

シック音楽を聴いた層とそうでない層との二分でみたのち、さらに1)-4)の層に分けて勤労意識の差を確認する。いずれ

も「自分はクオリティの高い仕事ができている」（以下「業務評価実感」とする。年齢による差は確認されなかった）
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を目的変数として設定し、音楽体験ごとに解析した。 

結論として、まず二分で見た場合はクラシック音楽に親しむ層の方が業務評価実感が高かった（χ二乗検定1％水準

で有意）。次に四層で見た場合は、1)の両方に親しむ層が最も意識が高く、次いで2)の層、4）の層となり、3)の層は1)2)4)

および全体の平均より最も低かった(同様に5％水準で有意)。この結果はオム二ボア仮説とブルデュー的な思考法の両方

を支持し、いずれにせよクラシック音楽を聴いたかどうかを把握すると、勤労意識の判定に一定の効果を持つことを示

唆する。 

 

 

５． 共働き世帯における妻の「時間貧困」 

平井 太規（立教大学） 

 

本報告の目的は、共働き世帯において妻が生活上必要な時間的余裕・ゆとりを保持しているかについて、「時間貧困」

の観点から明らかにすることである。 

「時間貧困」とは、本来確保されるべきゆとりが制約されている状況を示すものである。時間貧困は多くの家族・個

人にとってライフコース上のウェルビーイングに多大な影響を及ぼし得ることから、欧米では時間貧困に関する研究が

主に経済学の分野において実践されてきた。その一方で、日本においては長年未着手のテーマであったが、近年では一

定の知見が蓄積されており、また内閣府の「平成28年度子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究報告書」

で時間貧困が取り上げられるなど、着目するべきテーマとしての重要度が増している。そうした中で、本研究は働く女

性（妻）が、日々の暮らしの中において最低限必要とされる時間的資源の保有状況、および保有の規定要因について検

討するものである。 

周知の通り、日本においては今なお家事や育児などのケア労働の多くを女性（妻）が担っており、ジェンダー規範が

根強い。既存研究では、男性（夫）の家事・育児参加の規定要因に関する検証が多くなされてきたが、その一方で女性

（妻）の負担軽減および時間的余裕についての分析が十分に行われてきたとは言い難い。 

以上を踏まえ、本研究では「社会生活基本調査」の政府匿名データを用いて女性（妻）の時間貧困の実態を記述的に

示すと同時に、時間貧困の規定要因について二項ロジットモデルを用いて検討する。 

 

 

第４部会：都市・地域 

 

１．Urbanism as a Way of Lifeの登場と現在までの展開についての考察 

楠田 恵美（筑波大学） 

 

Louis Wirthの1938年の論文Urbanism as a Way of Lifeが社会学に大きな影響を与えたのは、研究対象としての「都

市」を定義し、都市社会学という学問領域が担う目的と態度を明確化したことにくわえ、地理的・物理的に存在する都
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市を越えた広がりをもつ「都市社会」を都市社会学の研究対象に位置づけたことによる。言ってみれば、Louis Wirthは

‘都市の社会学’と‘都市社会の学’という相互に補完関係を有する二つの研究内容を都市社会学のなかに組み込んだのだ。 

本報告では、Urbanism as a Way of Lifeについてのこのような理解のもと、特に研究対象としての「都市社会」に注

目しながら、Louis Wirthにより生活様式としてのアーバニズムが理論化されるに至った背景と、その後の展開を、学問

の動きと社会の動きの双方向から探っていく。 

1938年以降、今日までに、情報化、グローバル化などの進展のもと、生活様式としてのアーバニズムはさらなる展開

を遂げている。Wirthが提示したこの理論Urbanism as a Way of Lifeの登場した時代に改めてさかのぼり今日までの展

開をたどる作業を行うことで、現代の世界都市や国際社会に対する理解につなげていく。 

 

 
２． 「広場」における身体的実践 

―方向・音響・集合― 

桐谷 詩絵音（東京大学） 

 

これまで、都市の「広場」空間は、市民の政治参加を促進し民主主義を実現する空間として、あるいは逆に空間管理

技術によって人々が監視される空間として、論じられてきた。いずれの議論も、空間の性質を先験的に措定しており、

「広場」の理想化や管理権力の過大評価といったシナリオに固着化しやすい。 

この課題解決のためには、いちど「広場」の身体的側面に着目することで、空間へのアプリオリな意味づけを解除す

る必要がある。また、現代の空間管理のあり方を正確に評価するためには、通時的な「広場」の比較視点が欠かせない。 

本報告では、空間に対して群集が身体的実践を通じて意味づけをおこなう状況を論じた、吉見（2008）や中筋（2005）

を参照しながら、宮城前広場、皇居前広場、国会議事堂前、そして新宿西口地下広場を事例に、「広場」に関して従来

は扱われてこなかった、以下の新たな論点を浮かび上がらせる。 

①群集が皇居に向かって整序されていた宮城前広場から、敗戦・占領によって向くべき方向が転換した戦後の皇居前

広場へ、そして群集が自ら議事堂に向いた国家議事堂前から、向くべき方向そのものが否定された新宿西口地下広場へ

という、「広場」における方向性が存在した。 

②礼砲や大礼中継のラジオ放送、演説や労働歌合唱、フォークギターによる唱和など、音響が空間の占有のための技

術として動員されていた。 

③いずれの広場も、天皇遥拝やパレード行進、通勤客の通路など、当初想定されていた空間の用途が存在した。しか

し異なる目的をもった個々人が集合し、協力と対抗をくり返す中で、当初の目的と外れたかたちで「広場」が使用され

た。 

[参考文献]中筋直哉，2005，『群衆の居場所——都市騒乱の歴史社会学』新曜社．／吉見俊哉，2008，『都市のドラ

マトゥルギー——東京・盛り場の社会史』河出書房． 
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３．三大都市圏における格差の空間構造 

平原 幸輝（早稲田大学） 

 

近年の日本社会においては、経済的格差が拡大してきた。この格差に関する空間構造を取り上げた研究として、首都

圏を対象とした分析が行われているが、その分析においては都心部と外周部では経済的格差が大きくなっているといっ

た状況が捉えられてきた。このような空間構造は首都圏以外の他の都市圏においても生じているのだろうか。このリサー

チ・クエスチョンについて、本研究では明らかにする。 

本研究においては、三大都市圏の市区町村データを用いて、「住宅・土地統計調査」データから算出される所得関連

指標を従属変数、「国勢調査」データから算出される社会経済指標を独立変数に設定し、回帰分析を実施した。その結

果、所得関連指標に対して各社会経済指標が与えている影響力について、三大都市圏における共通点および相違点など

が示された。 

また、「住宅・土地統計調査」において調査対象外となっている自治体の所得関連指標の値を、上記のモデルを用い

て推定し、三大都市圏全域の各市区町村における所得関連指標を網羅した。そして、この所得関連指標を用いて、経済

的格差に関する社会地図を作成した。その結果、三大都市圏における低所得層の空間分布や高所得層の空間分布が捉え

られ、経済的格差に関する空間構造が示された。 

 

 

４．1990年代以降の障害をめぐる地域社会の再編成 

―東京都多摩地域における市民活動を事例に― 

加藤 旭人（一橋大学） 

 

 本報告の目的は、1990年代以降における障害をめぐる地域社会の再編成の展開について、東京都多摩地域における障

害をめぐる市民活動を事例として明らかにすることである。 

 1990年代以降、新自由主義的な行財政改革を背景とした社会政策が新たに展開した。とりわけ、学校週五日制の導入

および社会教育から生涯学習への転換といった教育政策、そして社会福祉基礎構造改革を背景とした新たな福祉サービ

スの供給といった福祉政策の展開は、障害者の生活のあり方に大きな影響を与えた。 

ただし、障害者の生活はこうした社会政策によってのみ規定されるわけではない。実際には、地域社会における障害を

めぐるさまざまな取り組みは、こうした社会政策の展開とは異なる自律的な活動を行ったり、あるいは社会政策の変化

を利用しながら新たな試みを開始するなど、活動のあり方を変容させることで自らの望む障害者と健常者の関係のあり

方を実現しようとしてきた。 

 本報告で対象とするのは、東京都多摩地域において、障害をめぐる社会的課題に取り組んだ市民活動団体である。本

報告では、市民活動の形成過程および活動の展開を、社会政策と社会運動の相互交渉の過程として捉えた上で分析する。

この作業を通して、東京都多摩地域の障害をめぐる地域社会の再編成の過程を、社会制度による規定性とアクターの主

体性の双方を視野に収めながら明らかにすることを目指す。 
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第５部会：理論・技術 

 

１． 19世紀末エディンバラ「社会学学校」における知のネットワークについて 

高森 明（中央大学） 

 

  本研究の目的はイギリスにおける最初の社会学学校として知られるエディンバラの科学サマースクール

（1886-1900)においていかなる知のネットワークが形成され、社会学知識が集積されていったのかを明らかにすること

である。 

 科学サマースクールは都市学を提唱したP.ゲデスが設立した教員を対象とした大学拡張運動（市民に大学教育を提供

する運動）の一環であり、ゲデスおよび弟子のV･ブランフォードは後に、イギリス社会学会設立（1904）の中心的役割

を果たすことになった。 

 調査はドキュメント分析に基づいて行われ、主に分析したテクストは『アメリカン社会学雑誌』第4巻第5号（1899）

に掲載されたC.ズェ1905）ブリンの科学サマースクールの見聞録および、イギリス社会学会の学会誌『社会学論集』第

1巻（1905）、に掲載されたブランフォードの社会学会設立趣旨書、同じく第2巻（1905）に掲載されたゲデス報告で

ある。 

 分析の結果、科学サマースクールは国内外に教育事業を通じた開かれたネットワークを形成しており、社会学会設立

に関与した他のグループよりも幅広い社会学知識を獲得することが可能となっていたことが、確認された。 

 複数の大学拡張運動グループによる学会運営への熱心な関与はイギリス社会学会の顕著な特徴であり、同運動の実践

（知識の集積、運営、ネットワーク形成）がイギリス社会学の制度化に与えた影響を分析するのに有益であると判断す

る。 

 

 

２． 集団的アイデンティティ表象と政治政策 

―節合概念の再検討― 

新嶋 良恵（十文字学園女子大学） 

 

 カルチュラル・スタディーズの流れをくむコミュニケーション論の泰斗であるスチュアート・ホールは、一つの意味

が確固たるものとして受容されその一方でほかの意味が退けられ周縁化する、そうした過程を可視化することによって

「節合」概念を政治上のオーディエンスをめぐる問題としてコミュニケーション過程の中に位置づけ、新たな集合的主

体が立ち上がろうとする契機についての目配りを可能とする分析枠組みを模索していた。しかし文化に関わる多くの研

究は、メディアとオーディエンスの日常的な「抵抗」―受容の関係探求にその後収斂し、政治制度や政策の分析（特に

米国におけるそれ）には主たる関心を払ってこなかった。そこで本研究では、政治コミュニケーション論における分析
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モデルとして「節合」概念を再評価すべく、表象と言説分析といった領域の中で「新しい社会運動」（主にメルッチに

よるもの）と節合概念との統合を図る。抑圧された集団として自らを表象する力を持たなかった人々にとって、政治制

度や政策をめぐる社会運動は、自らの下に名づけの力を取り戻す一歩となる。「新しい社会運動」論が提示した、この

ような運動を通した新しい集団的アイデンティティの可能性は多文化共生の困難が顕著化する現代においてどのような

意味を持ち得るのか。言説実践の開放性に期待したラクラウとムフによる「ラディカル・デモクラシー」構想や対する

批判（主にスチュアート・ホールによるもの）も含め、集団的アイデンティティ表象の生産過程を捉えていく視点につ

いて議論する。 

 

 

３． 自己定量化の実践と動機 

―先端技術への社会学的アプローチ法を求めて(1) ― 

堀内 進之介（東京都立大学） 

 

個人情報を利用したアルゴリズムによる処理、スコアリング、意思決定が多分野で利用されるようになってきた。こ

うした動向には早くから批判的な目が向けられていたが、近年では『The Age of Surveillance Capitalism』（Zuboff 2019）

に見られるように、データ駆動型の社会をディストピアとして描く論調は、こうした動向に対する基調路線の一つになっ

ている。この背景には、個人情報のデータ処理が既存の差別慣行を反映していることを示す研究が増えていることが挙

げられる。 

しかし、すでにいくつかの研究が示している通り（Arora 2019, Arora and Scheiber 2017, Milan and Treré, 2019）、

データ駆動型の社会に関する批判的な文献の多くは、社会文化的・地理的な違いを排除した「データの普遍性」を示唆

する傾向がある。他方、北欧の文脈では、個人情報を利用したトラッキングデバイスを使用する動機は、公衆衛生リス

クの言説と関連しており、適切に自分自身をケアしない人々が、ライフスタイルに関連した病気の責任を負うという考

えと共鳴している（Minna 2014)。こうした先行研究は、データ駆動型社会に対する評価は一義的なものではありえず、

社会文化的・地理的な違いを考慮に入れるべき事を示唆している。 

そこで本報告では、2020年末に行った意識調査（SPS科研費 20H01582）のデータを読み解くに当たり、個人情報を

利用したアルゴリズムの利用者がどのような意識のもとに利用しているのかを、先行研究を参照しつつ整理する。 

 

 

４．解釈される人工知能（AI） 

―先端技術への社会学的アプローチ法を求めて(2) ― 

赤堀 三郎（東京女子大学） 

 

 今日、人工知能（AI）やそれに類する技術が存在感を増しつつある。この状況を社会学はどう捉えるか。本研究では、

主要な先行研究に加え、2020年末に行った意識調査のデータ、および、有識者ヒアリング調査のデータを参照する（JSPS
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科研費20H01582）。その結果、技術に対するイメージと実際に技術を運用する側がもつ技術への解釈図式との間には

相当な開きが存在することがわかった。ここから導けるのは、社会学がアプローチすべきは技術そのものではなく技術

への解釈枠組のほうだという洞察である。すなわち、問うべきは「新技術は人々の意識や生活をどう変えるか」ではな

く、いかなる解釈図式がどのように構築され、それが人々の意識や行動の変容を引き起こすのか、ということである。

AIに即していえば、AIはどのように解釈されているか、AIに対する解釈枠組はどのように構築されているか、その枠組

はどのような社会的帰結をもたらすか、といった具合にである。 DXであるとかシンギュラリティといった言葉も解釈

図式であり、新型コロナウイルス感染症も何らかの社会的解釈図式の形成を経て人々の意識や行動を変容させている。

社会学の立場から解釈図式にアプローチしていくことで、「新奇な出来事をどう解釈するか」「新奇な出来事はどう解

釈されているか」といった問題にかかわる広範なテーマを考えていくための土壌ができる。 

 

 


