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戦後日本の社会学者の専攻分野の変遷
―日本社会学会を対象にした定量的手法に基づく社会学史の試み―

A Study of the Postwar History of Sociology in Japan  
Based on Quantitative Methods

齋 藤 圭 介
SAITO Keisuke

This paper attempts to describe the history of sociology in postwar Japan based on an objective data 
source: the membership directory of the Japanese Sociological Association. Attempts to describe the his-
tory of sociology in postwar Japan have been made repeatedly. However, many appear to have been 
based on the personal impressions of established sociologists and are therefore “subjective.” The paper 
tries to describe this history in a verifiable manner, based on data, and compares its results with those 
founded on “subjective” descriptions. Our findings are so different from what has been suggested by 
preceding studies. Then, the fact that the insights from the preceding studies have been verified in an 
objective and reliable manner is a finding in itself. With further, similar attempts, it should be possible to 
describe the history of sociology in a more multi-faceted and valid manner.

1．問題の所在―戦後日本社会学史の記述方法
本稿は戦後日本の社会学者の問題関心の変遷を定量的手法に基づき記述する試みであ
る。これまでの社会学史の記述方法を確認することから議論をはじめたい。戦後日本社会
学の通史を扱っている最初期の書籍は、河村望『日本社会学史研究（上下）』［1973, 1975］
と秋元律郎『日本社会学史』［1979］である。1970年代は戦後から30年ほどであり、これ
らの著作では戦後社会学史をまだ客観的に扱う対象とは捉えておらず、そこでの記述は戦
前・戦中の学史が中心であった。戦後
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日本の社会学史となると、戦後50年を経た2000年
代まで待たねばならない―庄司興吉『日本社会学の挑戦』［2002］、川合隆男『近代日本
社会学の展開』［2003］、富永健一『戦後日本の社会学』［2004］、宮永孝『社会学伝来考』
［2011］、そして飯田哲也『現代日本の社会学史』［2014］などが刊行されている。
戦後日本社会学史の記述方法に共通する特徴は、富永［2004］に顕著にみられる。富永

［2004］によると「通常の用語の意味における戦後日本社会学史の試み」とは、「戦後日本
の社会学の展開の中から、私が一定のストーリーを『構築』し、それに適合する重要な社
会学書を選び出して、それらの1つ1つと対話を重ねることにより、社会学というディシ
プリンが形成してきた戦後史を、興味ある1つの物語として描き出すことを目的とする」
［富永2004： i］ことだという。すなわち、社会学史とは「私〔富永〕の『主観的な』意味
理解の観点から1つの興味ある物語として『構築』することを目的とする。……全体が1
つの筋立てをもったストーリーになるように構成」［富永2004：1］されるものだという。
先行研究における社会学史を記述するさいのキーワードは、「主観的」な「物語」の「構
築」であり、こうした方法論上の特徴は上記の社会学史を記述する著作群に共有されてい
る。いわば個人の経験にもとづく定性的（質的）手法による社会学史の記述といえよう。
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そこでの社会学史の対象は、自伝的・業績目録的、あるいは学説的・イデオロギー的と
いった属人的な記述が中心となる。したがって、論者が言及する「重要な社会学者／社会
学書」の選定基準が社会学史の記述にとって決定的に重要となる。いずれも論者の主観的
な経験や判断が多分に入り込み、社会学史の記述は物語（解釈）によって構築されるため、
後続の研究者がそうした社会学史の妥当性を再検証する余地はそれほど残されていない。
定性的手法に基づく方法論のもとでは、ある社会学史観を提示することで論争を惹起
し、立場を異にする論者を巻き込んだ議論を通して、妥当性のより高い社会学史の記述を
目指すという相互干渉が前提であった。それはまさに庄司［2002： iv］が日本社会学の総
体性と全体性を区別して論じているように、社会学者によって社会学史の全体性を「なん
らかの意味で超越的な立場から見た包括性」として描くことはできないが、総体性のもと
に社会学史を記述することはできると主張していることと通じる。総体性とは、「対象そ
のもののなかにあって、その内側から、コミュニケーションの反復をつうじて獲得される
包括性」であり「もちろん1つの理想型であるが、……それにどこまで近づけるかは、わ
れわれの努力いかんにかかっている」［庄司2002：iv］ものだとされる。この意味で、定
性的手法に基づく社会学史がこれまで侃々諤々と議論されてきたことは、社会学史の総体
的な記述という観点からみれば極めて健全な姿であった。じっさい、富永［2004］への論
争的な対話を企図し、戦後日本の社会学を継承問題という視点から考察した飯田［2014］
の例など、各論者は論争的対話を重ねながら、定性的手法に基づく社会学史の記述を行っ
てきた。
他方、川合［2003］は、定性的手法に加えて定量的なデータに基づき社会学史を記述す
る試みとして位置づけられる。川合［2003］の立場は、川合個人の「心象風景」［川合
2003：392］に基づく記述ではあるものの、社会学史の記述に定量的な手法を持ち込み後
続の研究者がその妥当性を検証しうる余地を残している点で、富永［2004］らの「主観的」
な「物語」の「構築」に基づく社会学史の記述方法とは大きく異なるアプローチといえる。
定量的手法とはいえ、川合［2003］は日本社会学会関連のデータを単純集計しているのみ
だが、その研究関心をさらに展開させ、より複雑な計量分析の手法を社会学史に持ち込む
ことも可能であろう（1）。
以上の問題関心のもと、社会学史のさらなる総体的な記述のために、これまで十分にな
されてこなかった定量的手法による社会学史の記述を本稿の目的とする。まず2章で本稿
の課題と社会学史の記述に定量的手法を用いる認識利得を確認し、続く3章で本稿が対象
とするデータについて詳述する。4章では会員の専攻分野について多面的に定量的分析と
考察を行い本稿独自の知見を示す。さらに5章で専攻分野の全体的なばらつきの程度を確
認する。以上を踏まえ、6章で本稿の議論を整理し結論とする。

2．本稿の課題―検証すべき2つの命題と定量的手法の認識利得
本稿は、戦後日本の社会学者の問題関心の変遷を定量的手法を用いて記述することを通
して、社会学者ならば一度は耳にしたことがあろう以下の2つの命題を検討する。
（1）戦後日本の社会学（者）は、農村、都市、家族という主要なテーマをもっていた（こ
うした主張として、たとえば富永［1993：40］）。
（2）戦後直後に比べ、現在は社会学固有のテーマが社会学者のあいだで共有されておらず、
問題関心の蛸壺化が生じている（こうした主張として、たとえば盛山［2011：ii‒iii］）。
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この2つの命題はどちらも社会学のアイデンティティの喪失／希薄化／拡散などといわ
れる現象と接続している。本稿は、定量的手法を用いて社会学史を記述することを通して、
この2つの命題の真偽を検証する。データに基づいて客観的に記述するための1つの方法
は、社会学者であれば誰でもアクセスできるデータを用いて再現性を確保し、分析の過程
を詳らかにすることで、他の研究者が再検証をする余地を十分に残すことだ。
定量的手法を用いて社会学史を記述する認識利得は3つある。1つは印象論の回避であ
る。「主観的」なアプローチによる社会学史は、ある特定のパースペクティブに拠ってた
つが―それ自体は問題ではないものの―、しばしば全体への目配りよりも個人的な経
験が前面に出てしまう。つまり実証性を欠き、印象論になりがちだ。定量的手法を用いれ
ば個人の経験を過度に一般化せず、その時代の問題関心の全体的布置のなかで考察すべき
対象を位置付けて理解することができる（2）。2つに追試可能性である。たしかに、〈戦後日
本の〉という膨大な社会学の研究潮流を客観的な立場から論じることは難しく、どこかに
視点を定めて記述するという方法がこれまでとられてきたことにはそれなりの理由があ
る。しかし、定性的手法では、研究対象としての社会学史の再現性が担保されておらず、
その妥当性を後続の研究者が検討することは困難である。3つに国際比較の可能性である。
定量的手法は、定性的手法に比べ国際比較の検証をより行いやすい。アメリカ社会学会の
専攻分野の変遷を主流学会誌2誌の分析から行ったKinloch［1988］、韓国社会学会の分析
を会員名簿を用いて行ったLim［2000］、そしてイギリス社会学の問題関心の変遷を学会
員のデータで検討したHalsey［2004］の研究らと、定量的手法を用いれば同一の方法
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で
国際比較が可能だ。そうした比較作業を通して、日本社会学の特徴をより詳細に記述する
ことが可能となるだろう。
ところで、これまでの定性的手法に基づく社会学史は、学界全体の問題関心を特徴づけ
るさい、いわば主導的な数人の社会学者の問題関心の変遷に着目してきた。対して本稿は、
次章で詳述するように学会名簿を分析の対象とするため、社会学者であれば著名であれ無
名であれ、彼ら／彼女らの問題関心を平等の重みで扱う。社会学史を記述するさい、「定
性」か「定量」かの違いは、単に方法論上の違いにとどまらず、社会学史観をめぐる対立
に直結する。つまり、〈著名な社会学者の歴史〉か〈社会学に関心を持つ人々の歴史〉か
といった、社会学史における歴史観はいかにあるべきかという問いに接続しているのだ。
したがって、定量的手法を採用する本稿は、これまでの定性的手法に基づく戦後日本の
社会学史とは異なる歴史観を有していることになる。本稿の立場は明確だ。著名な数人の
社会学者を時間軸上に並べるといったこれまでの社会学史観に対し、本稿はそうした個人
の問題関心が位置づく社会学者全体としての問題関心の変遷やその歴史的文脈を記述する
ことに主眼を置いている。本稿の主張は、戦後日本の社会学史の記述の妥当性をより
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高め
るために、客観的データに基づいた戦後日本の社会学史の記述の試みも

4

必要である、とい
うことだ。こうした考え方は定性的・定量的手法の2つの立場の対立という理解よりも、
両方のメリットを活かす混合研究法（mixed methods research）の考え方に近づく。本
稿はそれらの史観のあいだに対立ではなく、相互補完性を見出し、その違いを肯定的に評
価する。定量的手法による知見を蓄積させることで、これまでの社会学史の知見に検証を
加え、より妥当性の高い記述を目指すことができると考えるからだ。
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3．対象と方法―日本社会学会の会員名簿の専攻分野
本稿の分析対象は、日本社会学会が刊行している会員名簿である。学会の名簿は日本社
会学会会員であれば誰でも入手可能である。日本社会学会は、戦後一貫して社会学界とし
ては最大の会員数を擁している。学会は1924年に創設されており、現在は3,600人前後の
会員を擁する。年1回の学会大会を中心に、機関誌を年4回刊行している。
学会に入会するためには、1人の推薦人を得て、入会申請書を提出する。そのさい入会
希望者は、2015年現在、32の専攻分野から最大3つの分野を申請書に記入することができ
る（表1）。名簿に記載されている情報は、会員の氏名、所属機関連絡先、自宅連絡先（任
意）、そして入会時に申請した専攻分野の最大4カテゴリーである（3）。
研究者の問題関心である専攻分野には、その時々の社会認識が何らかのかたちで反映し
ていると考えられる。したがって、戦後から現在までの会員の専攻分野を集計し、その結
果の推移を通時的に分析することで、日本の社会学者の問題関心の変遷を跡づけることが
可能だ。すなわち会員の専攻分野のトレンド推移とその分析・考察を踏まえ、前述した2
つの命題の妥当性を検証し、戦後日本の社会学者がどのような問題関心に取り組んできた
のかについてデータに基づいて説得的に記述することができる。
これまでも会員名簿の専攻分野を集計する作業を通して、戦後日本の社会学の動向を把
握しようとする試みは繰り返しなされてきた。もっとも古い試みとして福武直［1974：
270］（4）を挙げることができる―1945年以前、1946‒60年、1961‒73年の3時点が対象であ
る。また、西原和久・杉本学［2001：9］は福武［1974］を参照しつつ1978年と1998年を
独自に集計し、20年間隔で戦後の社会学者の問題関心の動向を特に理論という観点から
考察した。同様に川合隆男［2003：408］は1988年、Makoto Hogetsu［2000：8］は1998
年をそれぞれ独自に集計している（5）。これらの先行研究では、単年度の集計結果の提示と
その解釈が中心である。通時的な比較を試みているものもあるが、視点を限定せずに戦後
から現在まで（1945‒2010年）という長い期間を対象とした研究はいまだない。
以上の先行研究を並べてみると必ずしも等間隔というわけではないが、およそ10年間
隔で名簿の専攻分野についての集計結果が集まっていると考えることができる。そこで、
直近の集計結果である西原・杉本およびHogetsuによる1998年から、ほぼ10年後の2010

表1　〈専攻分野一覧〉
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年刊行の会員名簿を対象に本稿は独自に集計を行った（N＝9,454）（6）。すると、先行研究
による戦後の5時点（1946‒60、1961‒73、1978、1988、1998）に本稿による集計結果（2010）
を加え、計6時点の会員の専攻分野一覧を参照することが可能となる。本稿は、先行研究
の問題関心と分析手法を引き継ぎ、6時点の会員の専攻分野のトレンド推移を、会員の問
題関心の変遷とみなして考察をしていきたい（7）。
とはいえ6時点の専攻分野の集計結果を単純に比較することはできない。なぜなら、現
在の32の専攻分野は戦後一貫していたわけではないからだ。次章で詳述するとおり、会
員の専攻分野一覧は戦後直後26の分野数であったが、現在は32に増えている。専攻分野
のカテゴリー数が増加しており、その点を考慮することが必要となる。

4．日本社会学会『会員名簿』の専攻分野の推移
（1）学会が定める専攻分野
日本社会学会の2010年の会員名簿には表1に示したとおり32の専攻分野があるが、最
も古い集計結果である1946‒60年の専攻分野一覧には、26の分野しか記載されていない
［福武1974：270］。現在32ある専攻分野は、項目の追加・削除等の修正や、その呼称を微
修正したものが多くあることには注意が必要だ。
学会が会員の専攻分野を名簿に記載するようになったのは、1973年（昭和48年）刊行
の名簿からである。1973年の名簿では、専攻分野数は1946‒60年と同じく26であり、現
在より6カテゴリーほど少ない―1979年「その他」、1982年「差別問題」、1985年「生
活構造」、「性・世代」、「知識・科学」、そして1994年「環境」が追加されている。また
1985年には専攻分野の分野名の見直しが大幅に行われている。現在の32の専攻分野の呼
称の大枠は1985年にほぼ完成し、微修正を経て1994年には現在と同様の分野数・分野名
となっている。専攻分野の増減や呼称の変更という事実それ自体が、戦後日本社会学の問
題関心の変遷を考える上で重要な1つの側面を表していると考えられるだろう。
本稿は名簿に記載されている専攻分野を対象に分析を行うが、そのさい慎重に検討しな
くてはならないのは、新たに追加された分野と呼称が変化した分野の扱いである。通時的
分析をするためには、過去と現在の専攻分野数・分野名の違いを調整し、統一の専攻分野
一覧で比較することが必要だ。追試可能性を強調する本稿の立場からすれば、専攻分野の
増加と呼称変更を踏まえ、過去と現在の専攻分野一覧を比較可能なかたちに加工する手順
を明らかにすることは重要であろう。本稿は註8のとおり専攻分野一覧の調整を行い（8）、
集計結果の一覧を作成した（表2）（9）。各年の上位5分野を灰色に、さらにそのうちの上位
3分野を太字にした。本稿の問題関心は各年における各専攻分野の占有率とその推移であ
る。そのため、次節以降では表2のb列の値を用いて具体的な分析を行う。

（2）3大分野の占有率の推移
命題1で示したとおり、戦後日本の社会学は、農村研究、都市研究、家族研究が3大関
心であったといわれる。たしかに、当時はそれらの分野を専門とする著名な社会学者がい
たことはいくつもの文献で指摘されている。しかし、定性的手法のもと、著名な社会学者
を中心に戦後社会学史を記述してきたがゆえに、3大分野についての命題が自明のものと
して語られてきた可能性はないだろうか。戦後日本の社会学者の全体的な問題関心の布置
のなかで、この3分野が主要な問題関心であったという根拠は何であろうか。そこで、専
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攻分野のうち、6：家族、7：農村漁村・地域社会、8：都市の3分野が専攻分野全体に対
して各年でどの程度の占有率であったのかを確認したい（図1）（10）。
戦後すぐの1946‒60年は学会全体の問題関心の4分の1（25.1％）を3分野が占めていた
ことが確認できる。その後、各年内の占有率は大きく減少し、2010年には14.2％となった。
減少幅は7：農村漁村・地域社会が他の2分野よりも明らかに大きい。たしかに1978年ま
で7：農山漁村・地域社会は、会員の5人に1人が選択する唯一の専攻分野（a列で20％以
上）として、戦後の日本の社会学者に共通した問題関心であったといえなくもない。しか
し、6：家族と8：都市については慎重な判断が必要だろう―各年の占有率だけをみれ
ば戦後30年程度は1：社会哲学・社会思想・社会学史、2：一般理論、16：社会心理・社

表2　名簿の専攻分野一覧

図1　3大分野の各年内占有率
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会意識、そして18：社会病理・社会問題と同じくらいの占有率しかないのだから。戦後
直後の社会学者の主要な問題関心が6：家族、7：農村漁村・地域社会、8：都市の3分野

4 4 4

にある
4 4 4

と考えることは、学会名簿の集計結果をみる限りそれほど自明なことではない。
また、3大分野の占有率は戦後たしかに減少しているが、その減少はほぼ7：農村漁村・
地域社会によってもたらされている。学会の問題関心の全体的布置状況から判断すれば、
6：家族と8：都市は、他の専攻分野と比較して、相対的に著しい減少をしているわけで
はない。

（3）専攻分野のトレンド分析
では、学会の問題関心の全体的布置状況において、どの専攻分野が注目に値するのか。
表2の標準偏差に着目し、戦後の専攻分野占有率に大きな変化があった分野を確認したい。
まず、標準偏差の値がもっとも大きいのは、前述した7：農山漁村・地域社会である。
同分野は、1946‒60年のあいだはもっとも会員に専攻される分野であったが、時代を経る
ごとに顕著に値が減少している。標準偏差の値が2番目に大きい23：社会史・民俗・生活
史は1946‒60年に0.2％と相対的に非常に低い値であったが、戦後は選択する会員が著し
く増加している。標準偏差の値が上位2つの分野は、それぞれ選択する会員数が減った分
野と増えた分野である（11）。
続いて32の専攻分野のトレンドの増減を確認すると、1946‒60年（後に追加された分野
は追加年）から2010年にかけて年内占有率が増えた分野は15分野、減った分野は17分野

図3　下降トレンドの専攻分野

図2　増加トレンドの専攻分野
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である。それぞれ、増減を繰り返しながら結果的に増えた／減った分野と、単線的に増え
た／減った分野がある。
標準偏差に着目し大幅増加・減少の2つの分野群を整理する。まず増加トレンドにあり
かつ標準偏差の値が大きい5分野は順に、23：社会史・民俗・生活史、26：比較社会・地
域研究（エリアスタディ）、17：コミュニケーション・情報・シンボル、25：民族問題・
ナショナリズム、そして28：性・世代である。他方、減少トレンドにありかつ標準偏差
の値が大きい5分野は順に、7：農山漁村・地域社会、18：社会病理・社会問題、12：経
営・産業・労働、16：社会心理・社会意識、そして10：政治・国際関係である（図2と図
3に上位3分野のみ示した）。以上の分野は、戦後から現代にかけて相対的に大きな変化が
生じた分野とみなすことができるだろう（12）。

（4）小括
名簿を用いた会員の問題関心の推移を考察すると、年次毎に会員数が増減した分野で興
味深い3つの知見が発見できた。1つは、増加トレンドにある専攻分野のうち、多くの分
野はいまだ学会全体の主要な問題関心とはなっていないことだ。増加傾向にある分野で、
かつ2010年の占有率で上位25％にあるのは、15：文化・宗教道徳、17：コミュニケーショ
ン・情報・シンボル、19：社会福祉・社会保障・医療、26：比較社会・地域研究（エリア
スタディ）である。前節において、増加トレンドにある分野として標準偏差の値が大きい
上位5つを挙げたが、23：社会史・民俗・生活史、25：民俗問題・ナショナリズム、28：
性・世代は戦後占有率が増加しているとはいっても、まだ学会の主要な専攻分野とはなっ
ていない。
2つめに、減少トレンドにあるがそれでも占有率をみると日本社会学会の主要な問題関
心にとどまり続けている分野がある。具体的には、1：社会哲学・社会思想・社会学史、
2：一般理論、6：家族、7：農村漁村・地域社会である。いずれも減少トレンドだが、そ
れでも2010年名簿において専攻分野の上位25％にある。占有率が減少トレンドにある分
野にもかかわらず、2010年名簿において占有率でいまだ上位25％に位置する専攻分野が
あるという知見は、定量的手法ゆえの発見であろう。たしかに各専攻分野のトレンドは変
容していることは間違いないが、会員の主要な問題関心の多くは戦後からそれほど大きな
転換をしているとまではいえない可能性が示唆されている。
3つめに、2010年の名簿において会員に最も専攻されている3分野は、15：文化・宗教・
道徳、17：コミュニケーション・情報・シンボル、19：社会福祉・社会保障・医療である。
このうち、17：コミュニケーション・情報・シンボルは戦後大きくトレンドが変わってい
るが、これを除く2つの分野は、戦後直後から現在まで高い占有率を維持しており、社会
学に特有の主題と一貫して会員に考えられてきた可能性が指摘できる。

5．質的変動指数を用いた分布のばらつきの検討
各専攻分野のトレンドについては確認できたが、会員の問題関心のちらばりという論点
は残されている。そこで会員が選択する専攻分野全体のばらつきの程度を確認することか
ら、2つめの命題を検証したい。
連続変数であれば分散や標準偏差を用いて検討できるが、専攻分野数はそれ自体の数が
変更されている離散変数である。離散変数の変動を測度するさい最もよく使われる指数の
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1つが多様性指数（index of diversity: D）である。多様性指数とは、「離散変数の変動を
表わす測度の1つ。母集団からランダムに抽出した2つの観測値が、異なったカテゴリー
に属している確率」［Bohnstedt and Knoke 1988＝1990：63］である。多様性指数のとり
うる最小値はゼロであり、これは「母集団のすべてのケースが1つのカテゴリーに属する
場合である。多様性指数が最大値をとるのは、母集団に含まれるケースがその変数のK
個のカテゴリーすべてに均等に分布している場合である」［Bohnstedt and Knoke 1988＝
1990：64］。ただし最大値の実際の値は、離散変数のカテゴリー数の増減によって異なっ
てくる。そのため、名簿における専攻分野のカテゴリー数そのものに変化が生じているよ
うな場合は、直接その多様性指数の値を比較することはできない。そこで、「離散変数の
変動を表わす測度の1つで、多様性指数を標準化した測度」［Bohnstedt and Knoke 1988
＝1990：64］である質的変動指数（index of qualitative variation: IQV）を本稿は用いる。
質的変動指数の式は以下である。
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質的変動指数は、多様性指数を標準化した値であり、カテゴリー数の変化の影響を受け
ず最大値が1となる。最大値が1となる場合は、変数のK個のカテゴリーすべてにケース
が均等に分布している状態である。本稿の分析に即していえば、ある年の会員が32の分
野のうち、いずれも等しく選択していれば（分野ごとに選択数に違いがなければ）、質的
変動指数の値は1に近づく。逆に、ある特定の分野のみを極端に偏って会員が選んでいた
としたら、質的変動指数の値は0に近づく。会員の専攻分野について質的変動指数を計算
すると、わずかながら経年ごとに1に近づいており、専攻分野ごとに会員数のばらつきが
等しくなっていることがわかる（図4）。とはいえ、1946‒60年の0.979から2010年の0.989
の差は0.010であり、その差分はわずかな値である（13）。むしろそうであればこそ、50年前
の社会学者の問題関心の拡散の程度と現代の問題関心の拡散の程度は、さほど変わらない
事態を指していることになり、2つめの命題である現在の社会学者の問題関心の拡散とい
う主張は積極的には支持されない。
まとめよう。図4からは2つのことが指摘できる。1つは、日本社会学会は戦後から現
在まで会員の専攻分野がある特定の1つのカテゴリーに集中するということはなかった
し、現在でもそうである。たしかに表2のように専攻分野ごとの経年変化をみると、特定
の年において占有率が相対的に高い専攻分野はあるが、それ自体は相対的なものである。
当時、影響力が強かった一部の社会学者集団のあいだでは3大専攻分野（その実態は4章

図4　質的変動指数の推移
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で確認したとおり7：農村漁村・地域社会のみ）が戦後主流であったかもしれないが、日
本社会学会全体でみるとそれほど顕著ではない。戦後日本の社会学がある特定の専攻分野
を中心として展開してきたと説明されることがあるが、会員の専攻分野の推移をみるかぎ
り必ずしもそうとはいえず、常に幅広い問題関心を有していたと思われる。
1つめと関連するが2つめに、現代の社会学には、アイデンティティの喪失／希薄化／
拡散という課題があるといわれるが、これらの諸問題は現代の社会学に特有の問題ではな
く戦後日本の社会学が絶えず抱えてきたものである可能性が示唆されている。少なくとも
戦後の名簿を分析するかぎり、いずれの過去の時点においても特定の分野が強い求心力を
有していたと主張する根拠はそれほど強固なものではないし、そうした分野があったとい
う前提は決して自明とはいえない。

6．結びにかえて
本稿は、日本社会学会の会員名簿を対象に戦後日本の社会学者の問題関心の変遷を跡づ
けながら、定量的手法に基づく社会学史の記述を試みた。命題1で言及した戦後の3大専
攻分野については、7：農村漁村・地域社会は確かに占有率が明らかに高いといえるもの
の、残りの2つはそれほど顕著な占有率というわけではなかった。また3大分野といえど
も、専攻分野ごとに占有率もその推移も大きく異なることが明らかとなった。命題2で言
及した社会学のアイデンティティの問題は、現在の問題関心の拡散とほぼ同程度くらいに
は戦後からすでに問題関心が拡散していたことが確認された。したがって、社会学の問題
関心の蛸壺化が戦後生じてきたという命題は積極的には支持できない。
本稿は定量的な手法を用いることで客観的データに基づき考察を進めたが、対象・方法
論的な3つの限界がある。1つは、端的に日本社会学会を対象にすることの限界である。
本稿は会員外の社会学者には言及していない。戦後日本の社会学を牽引してきたのは、な
にも日本社会学会の所属会員だけではない。戦後日本の社会学史のさらなる記述のために
は、日本社会学会の会員以外の社会学者を含んだ別の代替指標との組み合わせが不可欠と
なる。2つめに、連字符の関連学会との関係を本稿は考察していない。有力な関連学会が
誕生すれば、日本社会学会には入会せずにそうした関連学会に入会するということもあり
うるし、またそうした関連学会がない分野だからこそ日本社会学会に入会するということ
もありうる。さいごに3つめとして、本稿は社会学の学問としての固有性を研究対象に求
めた。しかし、社会学は方法論・アプローチ方法にこそ固有性があるのだ、という主張も
ありうる―例えば、法社会学と法学との違いは、法という対象ではなくアプローチの仕
方にあるのだ、というように。本稿は、方法論について十分に考察ができなかった。こう
した課題はあるが、定量的手法を用いれば、再現性を確保したうえで、客観的なデータに
基づいて戦後日本の社会学史の記述ができることを本稿は示せたといえる。
本稿は定量的手法により戦後日本の社会学史を完全な状態で記述する試みではない。そ
もそも〈社会学史の完全な記述〉といった言葉は、超越的な視点を要請するため、現実に
は達成困難な課題だ。「主観」による「物語」の「構築」に基づくアプローチと同じく、
本稿もまた限定されたデータとその解釈ということを忘れてはならないが、戦後日本の社
会学史の記述の妥当性を高める試みは、引き続き多様なアプローチのもとなされるべきで
ある。そうした数多くの試みが増えてくれば、それらを総合することで、戦後日本の社会
学の全体像をより鮮明に、より正確に記述・理解することができるようになる。本稿の試
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みも、そうした数あるアプローチの1つと位置づけられる。

註

（ 1） 定量的手法に基づく社会学史の一例として、学会誌掲載論文の方法論を分析した太郎丸ほか［2009］
や大学の社会学関連講義のシラバスを多面的な視点から分析した那須［2010］などがある。

（ 2） 太郎丸［2014］がいう統計的想像力の考え方とも重なる。盛山［2004］も指摘しているように、計量
分析もまた意味解釈の実践であり、「主観的」な社会学史よりも客観的に真であると主張することは
できない。しかし、計量分析も意味解釈であるからこそ、太郎丸が指摘するように定量的手法からし
か得られない社会学的想像力が存在する。

（ 3） 性別、年齢、職位、博士号取得の有無等は不明であり、それらに基づいて個人を対象とした分析は行
えない。

（ 4） 福武の集計方法は現在の名簿に基づく方法とは異なる。戦後直後は現在のような形で会員名簿は作成
されていなかったようだ。代わりに、福武は入会時に提出をする会員カードから集計を行っている。
いずれによせ原票を確認できないため本稿の分析は先行研究にまとめられた数字を使わざるを得な
い。

（ 5） 1998年の値は西原・杉本［2001］とHogetsu［2000］がそれぞれ集計しているが、両集計結果のあい
だではわずかな誤差が生じている。そこで、表2では集計結果をグラフで提示していたHogetsuでは
なく、表で提示していた西原・杉本の値に代表させている。なお、両者の誤差は最大でも0.5ポイン
ト（平均で0.1ポイント）であり、ほぼ同じであると解釈してよいだろう。

（ 6） 2010年名簿の集計は、河村賢（日本学術振興会特別研究員）の協力を得た。
（ 7） 宮永［2011：567‒70］にもごく短い記述だが、本稿と同様の問題関心による記述がある。ところで戦

後から2009年まで会員は右肩上がりに増加し、会員の規模も変化している［齋藤2012］。本稿が注目
するのは世代効果である。なぜなら入会後に専攻分野の変更を学会に申請する人は稀であると予想で
きること、そして名簿からの専攻分野の集計は会員の全数調査であること、以上の2点により専攻分
野のトレンドの変化は退会者と入会者の入れ替わりによって生じていると考えられるからだ。

（ 8） 7：農林山漁村・地域社会（1972年まで）、農漁山村・地域社会（1973年から）は、1994年以降に7：
農山漁村・地域社会と名称が変更されているがこれらは同じ分野を指すものと解釈した。同様に、
1982年までは9：国際関係論・地域研究（エリアスタディ）と10：政治となっていたものが、1985年
以降は10：政治・国際関係と26：比較社会・地域研究（エリアスタディ）に分かれた。これは1982
年までの項目9を2分し、その値を32の専攻分野に揃えるかたちで10：政治・国際関係と26：比較社
会・地域研究（エリアスタディ）に割り振った。1984年までの11：社会運動・運動論は、1985年以
降の11：社会運動・集合行動と同じ項目として処理した。以下同様に、1985年名簿を境に15：文化・
宗教→15：文化・宗教・道徳、19：医療・社会福祉→19：社会福祉・社会保障・医療、21：調査法・
測定法→21：社会学研究法・調査法・測定法、23：社会史→23：社会史・民俗・生活史、そして
25：民族・民俗→25：民俗問題・ナショナリズムにそれぞれ変更されているが、いずれも1982年ま
でと1985年以降では同じ分野を指すと解釈した。いささか機械的な処理となったが、全体のトレン
ドを考察するうえでは大きな支障はない。また追加された専攻分野はそれ以前には該当分野がないた
め、いずれも「なし（―）」として処理した。結果、追加された専攻分野数だけ新規入会する会員に
は選択肢が増えることになり、それまでの専攻分野を選択する会員数の相対的な減少を招き、全体的
に値が分散することが予想されるので注意が必要である。

（ 9） 西原・杉本［2001：9］は福武［1974：270］を転記しているが、1946‒60年の11：社会運動・運動論、
26：余暇・スポーツの2項目に齟齬がある。本稿は引用元の福武［1974］を確認しその値を参照した。
また、西原・杉本には、1978年名簿の7番目に「農林山村漁村・地域社会」、1998年名簿の11番目に
「社会運動・集団行動」とあるが、ともに名簿にはそうした項目はなく転記ミスと思われる。他にも
細かい表記上の違いは、いずれも可能な限り原本に戻り名簿の表記を採用した。

（10） 表2のa列をみると20％を超える分野として、7：農山漁村・地域社会がある。他にも20％近くの分
野は散見される。しかし、本稿は年内の占有率の推移に着目しているため、a列については必要に応
じて最低限の言及にとどめる。
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（11） 他方、新たに追加された項目を除けば、標準偏差の値が最も少ない分野は24：法律（0.17）であり、
戦後一貫して低い占有率で留まっている。これは、多くの社会学者に常に選択されていない

4 4 4

というネ
ガティブな意味だけではなく、常に一定の社会学者には確実に選択されている

4 4

という解釈も成り立
つ。社会学とは何かを考えるうえで、法律学といった確立したディシプリンを有する領域についても、
社会学的研究が成立することを示していると考えると興味深い知見である。

（12） 本稿は32の専攻分野の性格には踏み込まず同列の重みで専攻分野を扱った。会員は方法と対象など、
性格の異なる専攻分野を組み合わせて選択していると予想できるので、専攻分野を選択するさいの共
起関係についても考察が必要となろう。本稿では紙幅の都合で言及できないが、齋藤［2014］はクラ
スター分析と多次元尺度構成法を用いて専攻分野の共起関係を扱っている。32の専攻分野の共起関
係については別項を期したい。

（13） 2010年名簿を例に多様性指数の値について説明する。たとえば32の分野のうちある1つの特定の分
野に全会員の25％が集中し、残りの75％は31分野に等しくばらけているとすると、IQVの値は0.949
となる。同様に50％が1つの分野に集中し残りの50％が31分野に等しくばらけていると0.766、75％
が1つの分野に集中し残りの25％が31分野に等しくばらけていると0.450となる。
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