
データからみる『社会学評論』

投稿動向と査読動向を中心に

齋藤 圭介＊

本稿は学会機関誌編集の要である査読制度に焦点を当て，投稿動向・査読動

向の基礎的なデータを提示することで，『社会学評論』の基本的な特徴を会員

間で共有することを目的とする．2節で査読制度導入の歴史的経緯について言

及したのち，3節と 4節では 2001 年度からの 10 年度分のデータを用いて，投

稿動向と査読動向について検討を行う．3節では初回審査結果を中心に評価の

分布について網羅的に提示をする．とくに初回審査でＣ評価が多いことに着目

し，初回Ｃ評価の論文のその後の審査プロセスの全体像の提示を行う．つづく

4節では，投稿者・掲載者の職位に着目をし，その分布を示す．5節と 6節で

は情報公開一般の議論と本稿の課題を重ね合わせ考察を行う．

以上の作業から，『社会学評論』の査読制度は，きわめて厳格なルールに基

づいて進められており，また公平性が担保された優れた制度であるということ

が明らかとなった．『社会学評論』における査読制度のこうした情報公開は，

情報の一般的な提供にとどまらず，いわば〈日本社会学会の社会学〉として研

究対象となりうることも示唆された．
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1 情報公開の経緯と本稿の目的

日本社会学会の機関誌である『社会学評論』（以下，『評論』）は，�年任期の委

員により構成される編集委員会によって編集業務のいっさいが執り仕切られている．

学会大会時を合わせて年�回開催される編集委員会の席上では，『評論』をより魅

力的な学会誌にすべく活発な意見交換が編集委員間で行われている．編集委員会で

の重要な決定事項は，編集後記などの『評論』紙上，学会ニュース，そして学会大

会時の総会などで積極的に会員に報告をしてきた．また情報公開の観点から，会員

にとくに有用であろうと思われる投稿数や掲載数などのデータについても，各種媒

体で適宜報告してきた．
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そうした編集委員会の実績や方針について，会員からご意見をいただくことは多

い．編集委員会の日々の努力が労われることがある一方で，残念ながら手厳しいも

のも多くあるのが現状である．たとえば日本社会学会の若手研究者問題検討特別委

員会が 2009 年に作成した報告書『若手研究者の研究・生活の現状と研究活性化に

向けた課題』をみたい．この報告書は，日本社会学会に 09 年時点で正会員・院生

会員として所属する満 40 歳以下の会員すべてを対象とし，日本社会学会が抱える

若手問題を包括的に把握するために本学会の一委員会である若手研究者問題検討特

別委員会（2007 年発足，委員長〔当時〕小内透）が作成したものである．この報

告書のなかにある『評論』への自由回答の個所には，若手会員の生の声が掲載され

ている（日本社会学会若手研究者問題検討特別委員会 2009: 99-100）．この報告書

に限らず日々の業務を通して編集委員会宛にいただくご意見は，編集委員会が取り

組むべき課題を明確にすることに役立ち，今後の編集方針を議論するさいに貴重な

指針となっている．

その一方で，『評論』の実態が周知されていないがゆえに「誤った」情報に基づ

くご意見も 編集委員会による情報提供不足がおもな原因であるケースがもち

ろん多いだろうが ある．そこで今期の編集委員会（伊藤公雄委員長）では，

具体的な課題の解決に向けて�つひとつ粘り強く取り組む作業を継続するとともに，

情報公開一般の方法・対象・頻度などについても慎重に検討を重ねてきた．検討の

結果，今期の編集委員会による報告書というかたちで，会員にとって『評論』がよ

り魅力的な学会誌になるよう網羅的な情報公開を行うことにした．

以上の経緯を踏まえ，本稿は査読制度を中心に，『評論』の特徴を会員間で共有

するための基礎的なデータ提供を目的とする．なお，本稿で扱うデータは，『評論』

編集後記，学会ニュース，そして総会資料などの公開しているものに加え，編集委

員会が保有している全投稿論文の審査経緯を一元的に管理している紙媒体の未公開

資料に基づいている．

まず 2節で過去にさかのぼり『評論』がどのような学会誌であったのかを振り返

る．これからの『評論』のより望ましいあり方を構想するためには，これまでの

『評論』が実態としてどのような学会誌であったのかを検討することは避けて通れ

ないからである．つづく 3節と 4節は，学会機関誌編集の要である査読制度に焦点

を当て，2001 年度からの 10 年度分のデータを検討することで審査結果の一般的な

傾向と投稿者・掲載者の職位の推移を提示する．さらに 5節は情報公開の意義に言

及し，さいごに 6節で公共知としての学会誌について考える．

本稿の一義的な目的は『評論』をとりまく状況や情報を会員にデータを用いて提

示することにある．同時に，〈社会学の社会学〉の研究成果として 日本社会学

会の機関誌の投稿動向・査読動向研究の�つとして ，いわば知識社会学的な

関心のもと本稿を読むこともできるだろう1)．
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2 『社会学評論』の略史 査読制度と投稿動向

日本社会学会は 1924 年に創設されており，現在までにさまざまな名称で機関誌

を刊行してきた（表�）．『社会学評論』という名称で機関誌の刊行をはじめたのは

50 年からである．

2.1 査読制度の導入以前と以後

2.1.1 2012 年現在の査読プロセス

『評論』の編集委員会は原則として年�回開催され，編集委員会の前月末日の消

印有効にて投稿論文の受付を行う．したがって毎年�月末，�月末，�月末，11

月末，それに加え学会大会前月末の�回が投稿論文の締切日となる2)．送付されて

きた投稿論文は，投稿資格や書類上の不備がないかを編集事務局にて確認したうえ

で，編集委員会の席上に運ばれる．投稿論文を委員会席上で正式に受理をしたのち，

査読者を慎重に決定する．その後覆面のレフリーである査読者甲・乙の�名によっ

て審査が行われる．一定の審査期間を経て，査読者甲・乙�名の審査結果が編集委

員会に返送され揃いしだい，審査結果を投稿者に通知する3)．審査区分は，掲載可

であるＡ評価，一部修正をすれば掲載可であるＢ評価（修正期間�ヵ月），大幅な

修正をすれば掲載の可能性があるＣ評価（修正期間�ヵ月），掲載不可であるＤ評

価，そして『評論』にふさわしくないと判断されるＥ評価の�種類である．査読者

甲・乙の審査が�ランクのズレの場合は，低い方の評価を総合評価として投稿者に

通知する（たとえばＢ評価とＣ評価であれば，総合Ｃ評価となる）．Ｂ評価とＤ評

価のように�ランク以上のズレは審査ワレ（評価ワレ）と呼ばれる．審査ワレが生

じたものについては，編集委員が第�の査読者として査読者甲・乙の間に入り「裁

定」という手続きを行い，審査結果を確定する．初回審査で掲載不可とならなかっ

た場合は自動的に第�回審査へと進む．原則として掲載可否が決定するまで査読審

査は続く．

投稿した時点で掲載号があらかじめ決まっているほかの学会誌を「短期決戦型」

であり，�号あたりの頁の縛りがあるため投稿された論文内で評価が出される「相
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対評価の審査制度」だと特徴づけてみたい．すると『評論』は原則として掲載可否

の判断が確定するまで審査を続ける「長期戦・持久戦型」であり，過去の『評論』

に掲載された論文のクオリティと比較はされるものの掲載号があらかじめ決まって

いないがゆえに時間をかけて審査を行える「絶対評価の審査制度」だといえる．じ

っさいの学術誌はそれぞれの編集方針に加え財政状態などによっても多様であるが，

理念的には『評論』228 号「編集後記」（藤村正之）の整理にならい，端的に前者

を「入学試験タイプ」，後者を「資格試験タイプ」と性格づけできる．投稿論文の

査読制度としては，『評論』のような「資格試験タイプ」が国際的には一般的だと

いえる．

「資格試験タイプ」の『評論』の査読制度は，これまでも各種媒体で会員に周知

をはかってきており，かなりの程度浸透しているだろう．『評論』の査読制度は歴

代の編集委員会が改善・整備を着実に行ってきており，きわめて厳格なルールに基

づいて公平に手続きが進められている．そのため社会学系を中心とした他の諸学会

からも，この査読制度はモデルとされることが多い．こうした確固とした制度ゆえ

に，編集委員会が投稿論文の一元管理を行い，それを覆面の査読者に審査依頼する

という『評論』の査読制度は長い伝統を有すると思う人もいるかもしれない．とく

に若手研究者にはあまり知られていないが，じつは査読制度が導入されたのはわず

か約 30 年ほど前の 1979 年からである（運用は 1980 年から）．

2.1.2 査読制度の導入経緯

1979 年以前の『評論』では，地方投稿制度が採用されていた．地方投稿制度と

は，地区編集委員会によって投稿の受付から審査までを行う制度である．79 年以

前の編集委員会は，理事会選出の編集担当理事と地区選出の編集委員とから構成さ

れていた．学会大会のさいに全国編集委員会を開催して�年間の編集方針を決める

が，大会から大会までの間の運営は，北海道，東北，関東，関西，西部の各地区ご

とにつくられている地区編集委員会によって各々の編集事務が執り行われていた．

各地区ごとに論文掲載のチャンスを平等にするため，会員比を加味して投稿論文や

研究ノートの掲載本数が年次ごとに割り当てられた．この掲載論文の割り当て数は，

その時々の情勢によって調整され，また地区相互で融通することを前提に決められ

ていた．50 年から地方投稿制度で『評論』を刊行してきたが，69 年末には編集担

当理事と地区編集委員とのあいだにさらに若干名の常任編集委員という制度が新た

に設けられ，編集委員会のさらなる機能的な運営がめざされる．

2012 年現在，学会誌の編集業務に直接携わるアクターは常任編集委員会の�つ

だが，1970 年代は編集担当理事，地区選出の編集委員，そして常任編集委員とい

う�つのアクターが存在していたことになる．複数のアクターがいたがゆえに，当

然だが編集委員会費の増大という財政上の問題が生じ，また複雑かつ多数の委員会

があるため編集責任の不明確化を防ぐ理由から，70 年代末にかけ飛躍的に編集体

制整備が進められ編集委員会の構成はシンプルな方向に向かう．それが結実するの

が 79 年第 52 回学会大会（於・茨城大学）の総会である．ここで，現在の編集委員
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会体制の原型である編集委員長（�名），編集担当理事（�名）および常任編集委

員（各地区�名）の体制が作られる（＝この 79 年体制のことを常任編集委員会と

呼ぶ）．79 年体制のポイントは，分権型編集体制（�つの半独立の地区編集委員会

が横結していた）から専門家の査読者による審査制度をもつ中央集権型編集体制へ

の移行である．この間の経緯は『評論』122号「編集後記」（塩原勉）に詳しい．

この移行の背景には，会員数の増大，全国学会の組織整備，そしてなにより

もプロフェッショナリズムの普遍主義志向といった諸要因があり，小さい研究

者共同体を通じてバラバラな規準で原稿を扱うよりも，公式的・定型的な回路

で組織的に扱うほうがベターだという判断がでてきたようである．（『評論』

122号「編集後記」）

1979 年の査読制度の導入は，日本社会学会として大きな転機の�つであった．

学会誌にとって査読制度（ピアレビュー）の導入は，論文の質の確保を促し，さら

にはその学問の科学化・専門化にとってきわめて重要な契機となる 『評論』へ

の査読制度の導入は，社会学をより科学化し専門化する試みだった．研究者相互の

査読を通じて，社会学とはどのような学問でありどのような学問ではないのかを

社会学と非・社会学との境界を 日本社会学会が�つずつ明らかにする過

程でもあった．また，そうした学術誌へ掲載されるような優れた論文を書くことが

若手社会学者の目標とされ，『評論』への論文掲載は大学のテニュア職をうるため

の重要な〈切符〉という認識が生じる．しかし査読制度の導入には戸惑いをみせる

会員も当時は少なくなかったようだ．この『評論』122号「編集後記」には「中年

以上の会員諸氏もなにか白々としたお気持のようである」とさえ記載されている．

事実，投稿論文数の顕著な減少など不測の事態も生じていた．

1979 年以前の地区編集委員会を単位とした審査，修正，採用の決定を行ってき

たシステムでは，編集委員会と投稿者のやりとりが直接的で敏速であった．新しい

制度では手続きが伸張し形式化したことで事務手続きが膨大に増えるとともに，編

集委員会と投稿者のやりとりが間接的になった．これは覆面査読制度導入に伴う必

要な犠牲と位置づけられた．しかし�年も経過するとようやく査読制度も浸透し，

編集委員会の運営方針は一時的に落ち込んだ投稿論文数の増加に向けて大きく舵を

きる．

その後，�年に�度ある編集委員会の改組のたびに，歴代の編集委員会はより望

ましい査読制度の構想を掲げ，大枠は維持しつつも幾度かは大きな変革を伴う積極

的な改革を行い，現行の制度に至っている．そのため 1980 年と 2012 年の『評論』

の査読制度を比較すれば，連続性と同時に当然だが相応の隔たりがある．直近では，

2000 年前後に大きな変革があった この時期に第�版『スタイルガイド』の刊

行や審査用紙の統一などが行われた．したがって，現在（2012 年）の査読制度の

枠組みの確立は，2000 年とみてほぼよいだろう．より詳細な査読制度の変遷につ
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いては紙幅の都合上割愛する．次項では 80 年以降の『評論』に目を移し，データ

の提示を進めよう．

2.2 1980 年度以降の学会の会員数，『評論』の投稿数と掲載数の推移

本項では 1980 年の査読制度導入以降の学会をとりまく大きな流れのなかに『評

論』を位置づけ考察を行う．まずは 2011 年度までの学会大会時の会員数と投稿率

の推移を確認する（図�）．

1980 年度以降，会員数はゆるやかに右肩上がりに増加している．91 年には，大

学院の量的整備と重点化という�つの方針が同時に打ち出された4)．2000 年代前半

までは日本社会学会もその恩恵を受け順調に会員数を伸ばしていたといえそうだ．

しかし会員の増加を楽観視できたのは 2000 年代半ばくらいまでで，09 年をピーク

にここ数年は頭打ちといえる状況にある．これは新規入会者が減っていることに加

え，退会者が新規入会者よりも多い年度が散見されるようになってきたことが大き

い．現状維持すらままならない，という状態である．

会員数が増えた期間も投稿率（投稿数／全会員）がほぼ横ばいであったというこ

とは，投稿の実数は増加している．投稿率は年度ごとにばらつきがあるものの，

1.0〜2.0％の範囲におさまっている．全会員の 2.0％以下しか投稿していないとい

う現実は，投稿を促したい編集委員会をつねに悩ませる大きな課題である．1980

年度以降，投稿率が思いのほか伸びない理由の�つは，会員の投稿できる媒体が大

学の紀要をはじめ各学会の機関誌などで大幅に増えたこともあるだろう．いずれに

せよ，『評論』への投稿数増加のためには新規会員の入会数を増やすことはもとよ

り，『評論』の魅力作りをさらに重ね，現在の会員からの積極的な投稿を促す策が

急務である5)．

つぎに，1980 年度以降の投稿数に占める掲載数と掲載率を確認する（図�)6)．

この 30 年間で査読制度の整備は着実に進んでいるため，単純な年度間比較はでき

ないことに注意は必要だが，おおまかな傾向を確認するには十分である．

図�では投稿率を示したが，ここでは投稿数（実数）を示している．また掲載数

は，その年度に刊行した『評論』の掲載論文数ではなく，その年度に投稿された論

10
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文が掲載に至った数である．1980 年度から 2010 年度までの約 30 年間の掲載率を

みると，年度ごとにばらつきが大きい個所はたしかに目に付くものの，注目したい

のは�〜	割前後の投稿論文は掲載されていることである（図�の平均掲載率は

45.2％）．10 年ごとの平均掲載率をみると年々低くなっている 1980〜90 年度

は 61.3％，91〜2000 年度は 47.5％，2001〜10 年度は 35.6％．2001 年度からの 10

年間はそれ以前と比べて明らかに平均掲載率が低下しているものの，それでも�本

に�本以上（35.6％）は掲載されている．同じことを裏返していえば，半数以上の

	割強の投稿論文は結果として掲載不可となっている．

ところで，投稿された論文の査読にはこれまで何人くらいの査読者がかかわって

きたのか．ここでは 2001 年以降の編集委員と査読者（専門委員・臨時専門委員）

の人数を確認しよう．

編集委員の上限は 15 名だが（日本社会学会編集委員会規程 第�条），これまで

上限一杯の人数にはなっていない．編集委員は着任後に最初の仕事として，各自の

専門分野の観点から専門委員の選定を行う．編集委員は専門委員を選定するさい，

前期編集委員会の経験からこれからの任期である�年間で投稿されてくるだろう投

稿論文のテーマを予想し，どのような論文が投稿されても査読が滞りなくスムーズ

に進むよう専門委員の専攻分野のバランスを考慮する．また，特定の分野からの投

稿が増え一部の専門委員の負担が過重になった場合や，投稿された論文の適任者が

専門委員以外にもいる場合など，臨時に専門委員をお願いすることがある（臨時専

門委員と呼ぶ）．

投稿数の増加とともに専門分野の細分化も加速し，表�のとおり専門委員と臨時

専門委員の数はともに増加する傾向にある．2003年以降は，�年間で 150名以上

の会員が査読にかかわっている．査読者は専門委員・臨時委員ともに報酬はいっさ

いなく，ボランティアでご協力・ご尽力をいただいている．多くの会員を擁する日

本社会学会だからこそ，多様なテーマにも対応できる幅広い世代の査読者を揃える

ことができており，歴史ある総合雑誌としての魅力が垣間見れる．

資格試験タイプの『評論』では多くの査読者が審査にかかわっていることがわか
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った．では，その審査結果の分布はどうなっているのか．とくに初回の審査結果に

着目をし，つづく 3節で各種データの提示を行う．

3 『評論』の査読動向

3.1 初回の審査結果の推移

本節では投稿論文の初回審査結果の分布一覧を提示する．以下で使用するデータ

はいずれも 2001〜10 年度の 10 年間に受理をしたすべての投稿論文（Ｎ＝537 本）

の審査結果である．ただし採番後，審査結果が出る前に投稿者が辞退した論文（13

本）があるため，初回審査結果が確定している 524 本について年度ごとの推移を確

認した（図�）．

初回審査結果の推移は年度によって多少のばらつきはあるが，年度間で各評価の

比率は類似しており，おおまかな傾向としては安定している．編集委員会と専門委

員は�年任期であり，数度の代替わりを経ても審査結果の分布が安定していること

は学会誌として成熟していることの証であろう．なお，各評価の 10 年間の平均％

は，Ａ評価は 0.6％，Ｂ評価は 11.3％，Ｃ評価は 42.0％，Ｄ評価は 45.4％，そし

てＥ評価は 0.8％である．

図�について�点指摘したい．�つは初回審査での掲載不可論文（Ｄ評価）の多

さである．初回審査でＤ評価（掲載不可）と判断される論文はじつに全体の�割弱

（45.4％）あり，同じく掲載不可であるＥ評価もあわせると 46.2％であることには

注目せざるをえない．年度によってはＤ評価だけで全体の 60％を超えることすら

ある．『評論』249号「編集後記」（三浦耕吉郎）に，初回審査で掲載不可の評価が

多いことを踏まえて重要な指摘が掲載されている．

……ここ�年間の動向を省みたとき，投稿論文がなかなか査読を通らない理

由の大きな部分には，編集委員会の裁量をはるかに超えた根本的な原因がある

ように思われてならない．

端的に言えば，投稿されてくる論文原稿のなかに，学会大会はもとより，所

属する大学院のゼミや個別の研究会においてまったくといってよいほど揉まれ

た形跡のないものが散見されることである．投稿する論文は，教員，研究員，
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先輩，同僚，研究仲間たちによる幾重ものチェックや切磋琢磨を経ていること

が大前提のはずである．もちろん，査読者の方々は，そうした論文に対しても

辛抱強く教育的配慮にもとづいたコメントを返されているけれど，やはり何か

が違っているのではないか，といった感が否めない．そうした点で，投稿論文

をブラッシュアップするための制度的な場が，今ほど大学院教育において切実

に求められているときはないのではなかろうか．（『評論』249号「編集後記」）

初回審査でのＤ評価の多さと三浦委員が指摘した問題を投稿者にはぜひ知ってい

ただきたい．完成度が低いままと
・
り
・
あ
・
え
・
ず
・
投稿するというスタンスだと，投稿から

審査結果が確定するまでのあいだ投稿論文が宙に浮いてしまい，貴重な研究の時間

を失うことになりかねない．編集委員会は多くの会員からの積極的な投稿を期待し

ているのと同じくらい，初稿の完成度をできるだけ高めてから投稿していただきた

いという想いも抱えている．「編集後記」はこうしたジレンマについて繰り返し言

及している．たとえば『評論』236 号「編集後記」（桝潟俊子）では的確な比喩で

このジレンマが言及されている．

魅力ある『評論』をつくっていくには，未熟ではあっても重要な芽がある論

文をどう伸ばしていけるのか，育てていけるのか，「芽がある論文を見出し育

てる査読」を心がけることが大切なような気がしています．それと同時に，投

稿時の論文が「実の熟す適期」であるかどうかもまた重要な要件のように思い

ます．あまりにも未熟ですと，その芽を見逃されてしまったり，どれほど時間

をかけて査読を繰り返しても，その過程でかえって迷走してしまうことにもな

りかねないからです．（『評論』236 号「編集後記」）
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投稿論文の初稿の完成度が高く「実の熟す適期」であれば，初回審査で掲載不可

とされるＤ評価は激減する．初稿の完成度が高ければ高いほど，掲載までの査読回

数も査読日数も大幅に短縮され，投稿者は貴重な研究の時間を有効に使えることに

なる（3.3項にて詳述）．Ｄ評価が激減することは投稿者にとって望ましいのはもと

より，掲載不可を判断する査読者の負担と苛立ちを減らし，質のよい論文に対して

より充実した査読を促すことが期待できる．学会誌の査読が高いレベルで保たれ充

実することで，ひいては社会学の活性化にもつながるだろう．

もう�つは，投稿者にとってのＣ評価の意味である．2001〜10 年度の 10 年間で

第�回審査を突破できた論文は，524 本中 282 本（53.8％）である．初回審査で�

人の査読者がともにＡ評価を出すことはきわめて稀であり，Ｂ評価でさえ全体の

10％をやっと越える程度である．第�回審査に進むための評価であるＡ，Ｂ，Ｃ評

価のなかではＣ評価は最も低い評価であるが，実態としては初回審査で「生き残っ

た」論文の 282 本中 220 本（78.0％）がＣ評価である．掲載のためには，まずは初

回審査を突破しなくてはならない．その意味で初回審査でＣ評価と判断されたこと

がすでに難関の第一関門をくぐり抜けた証拠である．さらに，2001〜10 年度の

『評論』の掲載論文の初回審査結果を調べたところ，じつに�分の�を超える 191

本中 132 本（69.1％）はＣ評価であった．『評論』に掲載されている投稿論文の�

本に�本以上が，初回審査結果はＣ評価であるという事実は，多くの投稿者を勇気

づけるものとなるだろう．初回審査でＣ評価と通知された投稿者が，その評価をみ

て落胆するということは直接・間接に多く耳にするが，Ｃ評価は『評論』に掲載さ

れるための初回審査結果としてはメジャーである．掲載に向けて進んでいるという

意味で，投稿者は落胆する必要はないのかもしれない．この点を次項でさらに踏み

込んで考察しよう．

3.2 初回審査結果がＣ評価論文のその後の審査プロセス

初回審査で「生き残った」論文のうち最も多くがＣ評価であったが，その後の審

査プロセスはどう展開しているのか．初回審査がＣ評価の論文の第�回審査以降の

評価の分布が表�である（表内の数字は，評価，論文数，全体（220 本）に占める

率の順で記載している．なお，審査中のものが�本あるが，それらは掲載数にも不

掲載数にも含めずに表内該当個所に「未」と記した）．

初回審査でＣ評価となるも，大幅に修正をした論文は第�回審査で評価が上がり

Ａ評価 29 本（13.2％）とＢ評価 71 本（32.3％）の計 100 本（45.5％）あることは

注目したい．もっとも多い掲載までの審査経路は，Ｃ→Ｂ→Ａであり（50 本，

22.7％），ついでＣ→Ａという経路が続く（29 本，13.2％）．掲載までもっとも時

間がかかった論文は，Ｃ→Ｃ→Ｂ→Ｂ→Ｂ→Ａと査読を	回行っている（�本，

0.9％）．そして，この 10 年間をみると初回Ｃ評価の論文 220 本中 132 本（60.0％）

が最終的に掲載に至っている．

一方，初回審査でＣ評価となり審査が継続するも，第�回審査で掲載不可や投稿
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辞退などで審査が終了する論文も少なからずある（Ｄ評価 27 本，12.3％と辞退 25

本，11.4％，計 52 本，23.6％）．つまり初回審査を突破しても，第�回審査でほぼ


本に�本は不掲載となる．さきほどと同じことを不掲載論文の側からみると，初

回審査をＣ評価で突破した論文はその後の審査が継続したとしても，最終的には


割近い 86本（39.1％）が掲載には至らない．

前節で初回審査結果がＣ評価でも落胆する必要はないと書いたが，Ｃ評価には，

実態としてＢ評価に近いＣ評価とＤ評価に近いＣ評価があるのだろう．初回審査で

Ｃ評価をうることは，掲載のためのスタート地点に立つことができ審査が継続する

という意味で投稿者には望ましい結果といえるが，表�をみると楽観視はできない

厳しい状況にあることもまた事実である．

ところで初回審査結果がＣ評価の論文に限ってさえ投稿辞退が計 36本（16.4％）

あることは気になる．それぞれ個別の事情はあるのだろうが，せっかく初回審査を

突破したにもかかわらず辞退をしてしまうのは惜しい．こうした辞退を防ぐための

何らかの対策を編集委員会は講じる必要があるのかもしれない．

3.3 掲載・不掲載論文の平均査読回数とその日数

つぎに掲載可否が確定するまでの査読回数とその日数について確認する（表
）．
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全体的な傾向を示すのと同時に，初回の審査結果（Ｂ評価かＣ評価）によって掲載

可否が決まるまでの査読回数や日数は大きく変わるため，それぞれの値も示す．な

お対象論文は，2001〜10 年度の全投稿論文 537 本中，採番後の投稿辞退（13本）

と審査が確定していない�本（2012 年 11月�日現在）を除いた 522 本である．

全体的な傾向から確認する．掲載可まで平均して査読を 2.9 回行い，それにかか

る日数は中央値で 294.0 日（平均値は 310.9 日）である．投稿から掲載まで約 10

ヵ月弱かかる計算になる．掲載不可をみると，平均査読回数が 1.3回であり，掲載

不可決定までの日数の中央値は 98.0 日（平均値は 142.7 日）である．投稿から掲

載不可の決定までは約�ヵ月となっており，初回で掲載不可となる論文が多いこと

がここでも確認できる．

ここで指摘しておきたいのは，初回審査結果がＢ評価となるかＣ評価となるかで，

査読回数と日数が大きく異なることだ．初回審査結果がＢ評価の論文（11.3％，図

�）はＣ評価の論文（42.0％，図�）に比べて掲載可否にかかわらず審査結果確定

までに半分以下の日数で済んでいる8)．つまり少しでも完成度が高い初稿を投稿す

ることが，結果として投稿者自身にとっても望ましい結果をうることになる．さら

に，初回審査結果がＢ評価にもかかわらず掲載不可となった論文が�本あるが，こ

れらはいずれも投稿辞退によるものである．つまり，初回審査結果がＢ評価の論文

は，この 10 年のデータをみるかぎり一度も第�回目以降の査読審査で不合格にな

っておらず，しかも掲載可否が確定するまでの審査期間が圧倒的に短くてすむ．投

稿者は，初稿の完成度を出来るだけ高めてから投稿することが戦略的に有利となる

といってよいだろう．年に�回の投稿論文募集が『評論』にはある．急いで論文を

投稿するより，�回や�回は締切を見送ったとしても，さらに時間をかけて論文の

完成度を高めてから投稿することを投稿者は検討してもよいのかもしれない．その

方が，結果として掲載までの期間は短くて済むことが多いという情報はぜひ活用し

てほしい9)．

つぎに投稿受理から掲載可否が決定するまでの査読日数の分布を，表
と同じデ

ータを用いて掲載論文・不掲載論文それぞれを 30 日間隔で区切り図示した（図
）．

掲載論文の分布からみたい．投稿から早いものでおよそ�ヵ月で掲載可の判断が

ではじめ，約半年の 180 日以内に掲載可となる論文は 25.1％，�年以内に 67.0％，

そして 540 日以内に 90.1％となる．�年経過後も安定的に掲載可が出続けている
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が，これは第�回審査以降それぞれの審査段階で掲載可が一定数出ていることを意

味している．

つぎに不掲載論文の分布をみたい．90 日をピークに大きく山ができている．初

回審査結果のＤ評価とＥ評価をあわせた値が 46.2％であり，不掲載論文の平均査

読回数が 1.3回であることはすでに触れたが，図
はこれまでの知見と一致する．

90 日以内に掲載不可の決定が出る論文は 45.3％，約半年の 180 日以内に 75.2％，

�年以内で 93.4％となる．掲載論文の場合，分布にばらつきがあるのに対して，

不掲載論文は第�〜�回目の審査でほぼ決着がついていることがわかる．

4 投稿論文・掲載論文の執筆者の職位

4.1 2001 年度以降の投稿者の動向

1980 年度以降の投稿数の量的推移を 2.2項で確認したが，本節では論文の質的推

移に着目したい．質的推移には，投稿者の性別，年齢，職位といった基本的な属性

から，論文の主題のトレンドの推移，論文で使用している方法論の推移，そしてあ

る特定の分野で参照される文献の推移などがある10)．紙幅の都合上，以下では投

稿者の職位の分布とその推移に着目をし，どの職位が『評論』に多く投稿をし掲載

されているのか，いわば『評論』を担っている職位を明らかにする．

職位の集計方法はいくつかありうるが，本稿では学生，学振研究員，その他研究

員，非常勤講師，助教（助手），専任講師，准（助）教授，教授，その他／不明の

�分類を用いた．この分類で 2001〜10 年度受理論文である 537 本の投稿者の職位

を年度ごとに単純集計した．集計上は職位が詳細に明記されていることが望ましい

が，残念ながら職位が記載されていない論文はかなりの数に上った．不明なものは，

すべてその他に含めた．職位が判明した投稿者は全 537 本中 289 本（53.8％）であ

った．この点は集計上の大きな限界ではあるが，職位を明記している者についての

みの分析でもおおまかな傾向はわかるだろう．そのため表�ではその他を除いた数

を母数として，それぞれの職位の投稿率を年度毎に求めている．投稿者の職位の全
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体的な傾向を描くため，院生にとってのエントリージョブを中間に，集計した�分

類の上位にさらに�分類を設けて再集計し，そのトレンドの推移を考察した．上位

�分類は，その他／不明を除いて，⑴学生＋α＝学生＋学振研究員，⑵任期あり＝

研究員＋非常勤＋助教，そして⑶任期なし＝専任＋准教授＋教授である（表�)11)．

表�の考察に入るまえに，現在の学会全体の職位の分布も確認したい．学会全体

の職位の分布と投稿者の職位の分布を照らし合わせることで，学会全体の職位の分

布を正しく投稿者の職位の分布が表しているかを確認するためである12)．そのた

めには日本社会学会の会員全体の職位について知る必要があるが，残念ながら詳細

に記載されたデータを本学会は有していない．そのためこの�分類に近いデータと

して会費納入の区分である正会員（一般），正会員（非常勤），正会員（院生），正

会員（長期Ａ・Ｂ），外国枠，その他の	区分13)を用いる．この区分ではさきの�

分類と完全に一致はしないが，現在学会が保有しているデータでは表�の区分に最

も近いものの�つだといえる（表	）．

学会全体の職位（表	）をみると，正会員（一般）が，76.5％と全体のおよそ


分の�を占めていることがわかる．一方で正会員（院生）は正会員（非常勤職）を

含めても全体のわずか 19.2％となっており，日本社会学会は正会員（一般）の割

合が多いことがわかる．ここでは正会員（一般）の多さもさることながら正会員

（院生）の少なさに注目したい．たしかに博士課程の在籍は長くても	年程度で，

それ以降はなんらかの職に就いている場合が多いため，世代的には院生以外の会員

が多いのは当然である．しかし，院生の数が 17.4％と学会の�分の�未満という

ことを鑑みれば，博士課程の学生の獲得により積極的にならざるをえないし，今後

は社会学専門分野に限らず広く隣接領域の社会学系の院生の取り込みが学会の喫緊

の課題の�つになりそうだ．

表�と表	を比較しよう．投稿をしているのは，圧倒的に若手であろう院生や非

常勤職の研究者であり，有職者の投稿が少ないことがわかる．投稿者の 10 年間の
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平均をみても，学生+αが全体の 63.3％，任期ありが 26.0％，任期なしが 10.7％

である．なお，各職位の投稿者に占める率の単純集計の結果（10 年間の平均，そ

の他を除いた数を母数とする）は，院生 158本（54.7％），学振研究員 25本（8.7

％），その他研究員 23本（8.0％），非常勤 39 本（13.5％），助教 13本（4.5％），

専任講師 11 本（3.8％），准教授 15本（5.2％），教授�本（1.7％）である．上位

カテゴリーの�分類でみた場合，投稿頻度は任期なし＜任期あり＜学生＋αという

順になる．学会の構成比は，学生＋α＜任期あり＜任期なしであるだろうから，投

稿する職位に大きな偏りがあることが指摘できる．

『評論』は，若手研究者の登竜門という認識をもつ会員は多いと聞くが，このこ

とは数字からも確認できた．一方で，『評論』は他誌と比較して有職者の掲載数が

多く，若手研究者の論文とは異なり経験に裏打ちされた魅力をもった論文が掲載さ

れているという認識をもつ会員も多いだろう この事実も数字から確認でき

る14)．とはいえ『評論』内在的にみれば，投稿者の職位は圧倒的に若手院生であ

る．若手の登竜門と並行して，世代を超えた多様なテーマをもった会員が幅広く参

加している総合雑誌としての強みを活かし，会員の職位分布を反映するように有職

者からのより多くの投稿が『評論』にあってもよいのかもしれない．

4.2 掲載・不掲載論文の投稿者の職位

つづいて投稿者と掲載者の職位の分布のズレをみたい．『評論』は査読に相応の

時間がかかるため，投稿時と掲載時の職位が異なるケースがまれに生じる（投稿時

は院生だったが，掲載時に助教や専任講師になっているなど）．そのため，図�で

は掲載者の職位についても投稿時の職位にさかのぼり集計を行った．投稿者・掲載

者に占める職位ごとの率をみるため，それぞれを％で表示している．なお，10 年

間の実数は，職位が判明した投稿者（289人）・掲載者（107人）のうち，学生＋α

が投稿者 183 人・掲載者 74人，任期ありが同 75 人・23 人，任期なしが同 31人・

10人である．

図�をみるかぎり，投稿者と掲載者の職位の分布の間に大きなズレは生じていな

い．このことが意味するのは，職位によって掲載可・不可が決まりやすい 学
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生だから不利で，任期なし有職者だから有利 ということはまったくないとい

う事実である．匿名査読制度が職位に関係なく公平に機能していることの�つの証

左といえる．この点を数字でも確認しよう．投稿者のうち掲載に至る率は，学生＋

αが 40.4％であり，同様に任期ありが 30.7％，任期なしが 32.3％という内訳であ

る．学生の母数が極端に他と比べて多いことを考慮しなくてはならないが，学生の

論文が掲載されにくいということはまったくない．むしろ，他と比して学生+αの

掲載率が高いことが興味をひく．『評論』へ投稿する若手研究者には，セレクショ

ン・バイアスがかかっているのだろうか．

『評論』は掲載率だけをみると狭き門であるといえそうだが，職位別にみても若

手が不利というわけでは決してない．『評論』は掲載率が高くないからこそ，掲載

されたときの喜びもひとしおという感覚は広く共有されているだろう．これは査読

者をはじめ，投稿者や読者である会員の『評論』への高い期待の結果である．掲載

率を 30％程度に維持しつつ15)，かつ質の高い論文を掲載し続けるためには，投稿

数が一定数以上あってはじめて可能となる．今回公開したデータを参考に，若手研

究者からの完成度の高い論文の積極的な投稿をはじめ，任期なしの有職者の会員か

らの投稿が増えるならば，学会誌としてさらなる魅力を得ることができるだろう．

5 情報公開の意義 期待できる効果

学会として機関誌の情報を広く共有できたことの意義は大きい．『評論』の基本

的な情報を公開することで，投稿者には投稿のスケジュールの目処を立てるさいに

役立つ情報を提供でき，査読者には自分の評価の厳しさ／甘さを計るさいの全体像

を提供できた．また編集委員会は，本稿を通して『評論』を客観的に把握し，高い

精度で「自己認識」を行うことができた．
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そのうえでここまでの議論を踏まえ情報公開の意義を�点確認したい．�つは投

稿者にとっての情報公開の意義である．『評論』は審査に時間がかかるというイメ

ージは，投稿者をはじめ会員にはおそらく広く共有されているかもしれない．前述

のとおり，たしかに「長期戦・持久戦」である『評論』には，審査が確定するまで

平均で掲載可論文は 310.9 日かかり，掲載不可論文は 142.7 日かかっている．とく

に掲載可まで 310.9 日と 10ヵ月程度かかることは，日数だけをみると業績を一刻

も早く作りたい院生などにはいささか「長い」審査期間といえるのかもしれない．

しかし，平均査読回数が 2.9 回という情報と照らし合わせれば，310.9 日という日

数の捉え方も変わるのではないだろうか．掲載原稿でさえ平均で�回弱もしっかり

と査読者とのコミュニケーションが行われている．つまり，査読が丁寧に回数を重

ねて行われていることを鑑みれば，審査日数が長いということがそのまま問題とは

ならないはずだ．これまでは審査日数が平均でどれほどかかり，また査読が平均で

どのくらい行われているのかが投稿者にはわからなかった．投稿者は査読について

の全体像がわからないなか試行錯誤しており暗中模索の状態にあった これこ

そが問題であったのではないだろうか．たとえば，本稿が提示した平均査読回数や

平均日数が明らかになれば，それを前提に投稿者は投稿スケジュールを立てること

ができる．投稿スケジュールの目安があれば，投稿者は格段に論文を投稿しやすく

なるだろう．また，『評論』の審査の公平性も数字で確認できた．『評論』には若手

が不利だという噂があるときくが，投稿者の職位は掲載可否には関係ない．『評論』

の匿名査読制度は有効に機能しており，投稿者は論文を投稿さえすれば厳格な手続

きに則った査読審査を受けられることがわかっただろう．

�つめに『評論』の査読制度について情報公開が果たした意義について考えたい．

査読制度が「資格試験タイプ」の評論は，複数回の査読を念頭に置いている

そもそも比較的時間がかかる制度設計である．投稿者の初稿の完成度が高くない場

合も多く，初回審査にＣ評価が多いことも査読回数の増大や審査期間の長期化に拍

車をかけている．結果だけみれば，投稿者にとっては審査に時間がかかる学会誌と

いう位置づけになってしまい，審査が長いという不満だけが取り上げられやすい．

就職活動などのさい，業績が強く求められる若手研究者の視点でみれば，査読を通

して論文を研鑽していくという意識よりも，結果としての掲載可否の判断だけに意

識が向いてしまうことはいくぶん仕方がないことかもしれない．

しかし同じことを査読者の側からみるとどうだろうか．Ｄ評価をつければすぐに

査読が終わり，同じくＡ評価を出して掲載可とすればこちらもすぐに査読が終わる．

どちらを選んでも査読者は査読の負担から解放される．それにもかかわらず多くの

査読者がＣ評価を出すということは，最低でももう一度査読を引き受けるという意

志表示であり，投稿論文の質を向上させる責任を引き受けてくれるということだ．

査読者がＣ評価の査読コメントを執筆するさい，リジェクト（掲載拒否）をするだ

けの門前払いの文章とは異なり，またこのまま掲載可であると無責任な文章を書く

のでもない，Ｃ評価に独特な苦労があろうことは想像に難くない．つまり査読者は
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意義を認めるものの完成度が高いとはいえない論文と向き合い，多くの核心的な修

正コメントを書かなくてはならない その努力は並大抵のものではないはずだ．

初回審査でＣ評価が多く，かつ掲載原稿でさえ平均で 2.9 回査読をしているという

事実は，それだけ査読者が論文を丁寧に査読しており，論文の質の向上を促してい

ることの証左である．『評論』の大きな魅力の�つは，こうした専門の査読委員が

充実していることにほかならない．専門の査読者がこれほど親身になって投稿者の

論文の完成度を高めるために尽力をしている事実がもっと会員に広く伝われば，と

くに若手研究者が『評論』に投稿をするさいに大きな魅力となる．

6 おわりに 公共知としての学会誌

学会誌は誰のものでもない．当然だが，会員の投稿なくしては『評論』は存在し

えない．『評論』は，いわば学会誌の名前がそこにあるだけで，その中身はつねに

投稿論文をめぐる編集委員会，投稿者，査読者のコミュニケーションの過程とその

結果で埋められてきた．査読制度導入後，どのような社会学的研究なら『評論』の

掲載に値するのか，その境界線を編集委員会をはじめ投稿者や査読者が協同で構築

してきたといえる．『評論』の実体は，会員�人ひとりの研究であり，各人の研究

がそのまま『評論』の魅力となりうる．特集号や依頼原稿などで紙面にバラエティ

を出し魅力的な雑誌作りを編集委員会は心がけているが，そうした依頼原稿も一般

の投稿論文あってのものである 掲載に至る論文が少なく紙面が埋まらないた

めに，特集ほか依頼原稿を所収している側面も大きい．あくまで学会誌のメインは

会員からの投稿論文である．

本稿は 1980 年度以降の投稿数や掲載数の推移と，2001 年度以降の審査結果の推

移と投稿者の職位の分布の推移を明らかにしてきた．学会誌の査読制度をとりまく

状況は，査読審査プロセスの電子化の普及をはじめ大きく変化している．『評論』

もこうした時代の流れと無縁ではいられない．『評論』の査読審査についての制度

設計はある意味で完成がない．本稿は査読制度をあたかも機械化された仕組みのよ

うに描いてしまったかもしれない Ｘという論文を入れたら，Ｙという評価が

アウトプットされるかのように．しかし，査読は人と人とのコミュニケーションで

ある．投稿者と査読者のコミュニケーションから，運・不運を完全に排することは

できない．初回審査結果の分布で確認をしたとおり審査の一貫性は大局的にみれば

保たれている．しかし，その時々の状況に合わせてこれまでも臨機応変に対応をし

ながら望ましい学会誌のあり方を編集委員会は模索し続けてきたし，これからもそ

うするほかないだろう．

『評論』の魅力を増すにはどうしたらよいかを考えるのは，任期付きの編集委員

会だけではなく，日本社会学会に所属する�人ひとりの会員の課題である．そのた

めにも編集委員会は責任をもって会員からの意見を幅広く聞く機会を今後も意識的

に作っていかなくてはならないし，本稿もそうした編集委員会の大きな動きの�つ
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に位置づけられる．編集委員会は情報公開の方法・対象・頻度などについて引き続

き検討を続けていく．会員の方からのご意見をお待ちしている．

学会誌をめぐる情報公開の議論の土俵作りとして本稿が利用されることを願って

いる．

［付記］ 本稿は，2009〜12 年『社会学評論』編集委員会（伊藤公雄委員長）からの依頼により，

編集事務局・齋藤圭介が執筆した．本稿の草稿や使用するデータについては編集委員会に提示し，

本企画が成立して以来ほぼ�年間にわたり編集委員と事務局とで意見交換をしつつ執筆を進めてき

た．そのため本稿の主張の多くは編集委員の意見を踏まえているが，本稿はあくまで編集事務局の

立場からの執筆である．

［注］

1） 本稿の主目的は情報公開にあるため『評論』をとりまくデータの提示に重きを置き，踏み込

んだ分析は控えた．しかし，学会誌を対象にした社会学的研究と問題意識を共有するかたちで，

『評論』についての踏み込んだ分析・考察はいずれなされるべきだろう たとえば，アメリ

カ社会学の動向を�つの学会誌から分析した Kinloch（1988），イギリスの社会学の動向を学会

誌の掲載論文の執筆者の職位から分析した Halsey（2004），あるいは American Journal of

Sociologyをとりまく人間関係から学会誌分析をした Abbott（1999）など．『評論』の成果が加

えられることで，学会誌における研究テーマの推移や執筆者の職位の分布などについて，各国

の比較分析の可能性が拓かれる．さらに本稿は個別学会誌の内在的な分析ではなく，よりメタ

的な視点から学会誌を公共知との関係から分析した藤垣（2003）や学術誌の論文評価の方法を

質的に検討した Lamont（2009）などの研究とも問題意識を共有している．注 10，14 も参照．

2） ただし締切月が年
回となる場合が以下の�とおりある．�つは学会大会の開催月によって

は前記の締切月と重なる場合であり，もう�つは�年任期の編集委員会の改組の年である

改組の年の 11月末の論文受付がなくなる．なお直近の編集委員会改組は 2012 年である．

3） 査読者甲・乙の審査結果が出揃い次第，原則としてすぐに投稿者に通知するが，以下の
つ

のケースは編集委員会の作業が間に入る．⑴査読者の審査結果が�名とも掲載可である場合，

⑵査読者の審査結果がＤ（Ｅ評価）評価を含む場合，⑶後述する審査ワレが生じた場合，そし

て⑷それ以外のイレギュラーな対応が必要と編集委員会が判断する場合，である．

4） 大学院の量的整備と重点化は，それぞれ直接の関連はなしに行われた施策である．周知のと

おり，大学院の量的整備とは 1991 年 11月の大学審議会の「大学院の量的整備について」の答

申で，10 年の間に大学院生数を 91 年時点の�倍程度に拡大することを目標としたものである．

また大学院の重点化とは，大学院を部局化させ大学教員を大学院に所属させて学部を兼担する

かたちにしたものであり，結果として大学院生の定員増をもたらした（日本社会学会若手研究

者問題検討特別委員会 2009: 1）．

5） 今期の委員会では，投稿数の増加を念頭に新たな試みとして公募特集号（250号，254号）

を行った．公募特集号には多くの投稿があり，成功したといえるだろう（投稿数は 250号に 18

本，254号に 22 本）．公募特集号の経緯などの詳細は，各公募特集号の「特集によせて」をご

覧いただきたい．

6） 2011 年度は掲載していない．現在審査中の論文が多くあり，掲載率を出すことに意味がなく，

無用な混乱を避けるためである．10 年度についても一部（�本：12 年 11月�日現在）審査中

であるため，10 年度の掲載率は若干上がることが予想できる．
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7） 第�回審査以降でＣ評価が連続する場合，審査の長期化を防ぐ目的で設定された内規により

自動的に掲載不可となる（Ｃ→Ｃ→Ｃ，10 本，4.5％）．

8） もちろん，Ｂ評価は修正期間�ヵ月，Ｃ評価は同�ヵ月という違いがあるから当然ともいえ

る．しかし，初回審査結果の違いで，その後の審査期間や審査経路に大きな隔たりがあること

は明記しておきたい．

9） 内規により，掲載不可（Ｄ評価）の確定日から�ヵ月は，同一著者からの投稿はたとえ異な

るテーマであろうと受理していない．掲載不可から�ヵ月の再投稿禁止期間は，Ｃ評価が�ヵ

月の修正期間であることを踏まえ，Ｄ評価であればＣ評価以上の修正期間が必要であろうとい

う判断が根拠になっている．初稿の完成度を高めＢ評価以上を得るだけの論文を投稿すること

が，なおさら賢明な選択になる．なお言うまでもないが，初稿の完成度を高めてから投稿する

ことが望ましいという本稿の主張は，決して投稿を抑制しようという趣旨ではない．

10） 学会誌を対象とした社会学研究には注�で言及したもののほかに，すでに『評論』を対象と

したものもある．西原・杉本（2001）は理論社会学の側面から，太郎丸ほか（2009）は『評

論』に加えて『ソシオロジ』を対象に方法論の側面から，その趨勢を分析した．東京大学文学

部社会学研究室（2010）では研究成果の刊行をめぐる社会状況を『評論』を対象に分析した．

11） 日本社会学会では，職位は会員からの自己申告制となっている．なお，⑵任期なし，⑶任期

ありは便宜的な区分であり，実際は職位名と任期の有無は完全に一致しておらず混在している．

12） 本来であれば 2001 年度以降の会員すべての職位の分布の推移について記載するべきだが，

紙幅の都合上省略し，2012 年度単年を用いた．

13） 会費種別は最も詳細に分類すると 18 区分あるが，ごく少数の会員数のカテゴリーも多く，

ここでは適宜まとめた．

14） 他の有力学会誌と比較すると，『評論』における有職者の論文掲載数はたしかに多い．たと

えば，齋藤（2012）は，関東社会学会の機関誌『年報社会学論集』との比較から，過去 10 年

の掲載原稿の執筆者の職位を比較し，『年報社会学論集』と比較して『評論』は明らかに有職

者の掲載が多いと結論づけている．もちろん，学会誌ごとに目的や理想が異なるから，有職者

の掲載数の多寡はその学会誌の評価とはまったく別の問題である．

15） 今回の報告にあわせて樫田美雄委員を中心に，2006〜9 期と 2009〜12 期の専門委員 104名全

員に本稿で提示した基礎データをもとに，メールでの簡易アンケートを行った（以下，専門委

員アンケート，回収率 48.1％）．専門委員アンケートの経緯と集計結果の詳細は樫田（2012）

をご参照いただきたい．ここでは，次の�点だけ確認する．専門委員アンケートにおいて『評

論』の掲載率が直近 10 年は 30％代前半であることを尋ねた問いに，回答者の�割が妥当な掲

載率であると答えている．この 30％台の掲載率は，今後もしばらくは続くと予想できる．

［文献］

Abbott, Andrew, 1999, Department and Discipline: Chicago Sociology at One Hundred, University of

Chicago Press.（＝2011，松本康・任雪飛訳『社会学科と社会学 シカゴ社会学 100 年の真

相』ハーベスト社．）

Halsey, A. H., 2004, A History of Sociology in Britain: Science, Literature, and Society, Oxford

University Press.（＝2011，潮木守一訳『イギリス社会学の勃興と凋落 科学と文学のはざ

まで』世織書房．）

藤垣裕子，2003，『専門知と公共性 科学技術社会論の構築へ向けて』東京大学出版会．

樫田美雄，2012，「『社会学評論』の現況分析 専門委員アンケート調査およびインタビュー調査

24



等からの自己点検（資料付き）」『編集委員会報告書『社会学評論』の現状と課題』：27-47．

Kinloch, G. C., 1988, �American Sociologyʼs Changing Interests as Reflected in Two Leading

Journals,” American Sociologist, 19(2): 181-94.

Lamont, Michéle, 2009, How Professors Think: Inside the Curious World of Academic Judgment,

Cambridge: Harvard University Press.

日本社会学会若手研究者問題検討特別委員会，2009，『若手研究者の研究・生活の現状と研究活性

化に向けた課題 日本社会学会若手会員へのアンケート調査報告書』，（2012 年	月 15日ア

クセス，http://www.gakkai.ne.jp/jss/hokokusho.pdf）．

西原和久・杉本学，2001，「社会学理論と日本の社会学 『社会学評論』の 50 年」情況出版編集

部編『社会学理論の〈可能性〉を読む』情況出版，6-26.

齋藤圭介，2012，「学会誌における若手研究者の実態 『年報社会学論集』と『社会学評論』の比

較から」2012 年	月�日関東社会学会報告資料，於帝京大学，第 60 回大会テーマセッショ

ン・口頭発表レジュメ．

太郎丸博・阪口祐介・宮田尚子，2009，「ソシオロジと社会学評論に見る社会学の方法のトレンド

1952-2008」，（2012 年	月 15日アクセス，http://tarohmaru.web.fc2.com/documents/journal.

pdf）．

東京大学文学部社会学研究室，2010，『研究成果の刊行をめぐる社会状況 2010 年度社会調査実

習報告書』，（2012 年	月 15日アクセス，http://www.l.u-tokyo.ac.jp/JASTS/UT_Socio_2011_

Report/UT_Socio_2011_Report_All.pdf）．

データからみる『社会学評論』 25



The Japanese Sociological Review

(Shakaigaku Hyouron) and Peer Review System

SAITO, Keisuke

Editorial Secretariat of Japanese Sociological Review/

Tokyo University

jpn_sr@yahoo.co.jp / LL66108@gmail.com

This study presents an analysis of the review process a contribution paper

undergoes and the results of using peer review as a referee system in the Japanese

Sociological Review（JSR）during each academic year from 2001 through 2010. It

particularly focuses on the structural referee system instituted by the journalʼs

editing committee. The second section provides a historical explanation of how the

journal committee introduced the �peer reviewingsystem. The third section

examines the fundamental results of peer review and also reveals that almost half of

the contributions in the first peer review receive a �Cevaluation. The fourth

section compares the academic positions between the person who submits a thesis

and the person whose thesis is ultimately published. After comparing them, the

study clarifies that the peer review system in the JSR maintains fairness. The last

two sections describe the meaning of disclosure information in the JSRʼ s peer

review system. Finally, the study acknowledges issues that require further

improvements.

From our analysis, we have determined that the JSR review system guarantees

fairness, and this is achieved through rigid procedures. This study not only

discloses JSRʼs review system but also discusses its production of sociology.

Key words: academic journal, contribution trend, peer review system
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