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1 論文の構成

論文にはいろいろな構成が考えられるが、普

通は以下のような構成をとる。

1 大きな問題、先行研究 問題を定式化し、そ

れについての先行研究を検討していく。

2 この論文で扱う限定された問題や仮説 まだ

十分に議論されていない点や先行研究の

問題を指摘し、論文で扱う問題を限定す

る。あるいは、仮説を提示する。

3 データと変数 用いるデータの出所や特徴を

述べる。また概念の操作化や用いる変数

について解説する。

4 分析 問題に答えるために必要な分析を行

う。

5 考察・結論・残された課題 分析結果から、

仮説を支持したり、否定したりする。あ

るいは分析結果から考えられる可能性に

ついて言及する。

しかし、日本国内の研究で、このような構成に

忠実な論文はそれほど多くない。

この構成は、いわば決まり切った「型」のよ

うなものである。どのような論文でも無理やり

「型」にはめるのは、誤った論文の書き方であ

る。しかし、「型」どおりに論文を書けること

は、研究者にとって必須のスキルである。型ど
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おりにすら論文を書けない者が、型から外れた

論文など書けるはずもない。ピカソは抽象画で

有名だが、そのデッサン力は秀逸であるし、ス

ケッチや写実的な絵もたくさん書いている。

また、英語で発表したり論文を書く場合、「型」

にはめておけば、多少英語がおかしくても理解

されやすいというメリットもある。

1.1 例：The Institutionalization of Fame

上記論文 [1]を例に、論文の構成を示そう。

■大きな問題、先行研究 同業者の間でも、著

しく高く評価される人が現れる場合がある。学

者、歌手、映画監督、弁護士、医者といった専

門性の高い領域に顕著であるが、ある個人や

作品が特に高く評価される場合、文化的神聖化

(cultural consecration)とも言えるような現象

が起きる。このような高い評価は、しばしば客

観的な評価にもとづいてはいるが、業績や能力

だけでは説明がつかない部分がしばしば存在す

る。そのような文化的神聖化が生じるプロセス

や原因を究明することは社会学的に重要な問題

である。ブルデューやマートンの研究は文化的

神聖化の研究の一種と位置づけられる。

■この論文で扱う限定された問題や仮説 文化

的神聖化は様々な分野で起こるが、この論文で

は野球選手の神聖化に影響を及ぼす要因を検

討する。具体的には、野球の殿堂にどのような

選手が選ばれやすいかを分析する。特に、 1)

人種、 2) 殿堂入りする以前の受賞歴やオール

スターゲーム、ワールドシーリーズへの出場
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数、 3) 新聞で取り上げられた回数、 といった

選手としての能力以外の要因の効果を検討して

いく。

■データと変数 1962-2004 年の選考結果を

対象とする。野球の殿堂入りの選考過程で、

1% 以上の票を得た選手、192 人をサンプルと

して選ぶ。従属変数は、何回目の投票で殿堂入

りしたか（あるいは殿堂入りできなかったか）

で、独立変数には、打率や出場試合数のような

選手の能力にかかわる変数をコントロールし

たうえで、上記のような能力以外の変数を投入

する。

■分析結果 離散イベントヒストリー分析の結

果、能力変数で打者の場合 74%、ピッチャーの

場合、54%は、殿堂入りの確率の大きさを説明

できた。しかし、バッターの場合は 17%、ピッ

チャーの場合は、37%は、能力以外の要因に左

右されていることがわかった。

■結論 野球における神聖化は、形式的にも実

質的にも合理的なものであるが、純粋に選手の

能力だけに依存しているのではなく、メディア

への露出や受賞歴のような要因によっても媒介

されているのである。このような神聖化のプロ

セスは、科学や芸術での神聖化と共通するもの

なのである。

2 2種類の問い

私見では、計量社会学の場合、政策論的な問

いと、社会学理論的な問いの 2種類がある。

政策論的な問いとは、適切な政策を導くため

に、明らかにすべき事実を定式化することであ

る。例えば、「正規雇用から非正規雇用への移

動はどの程度困難か?」という問いは、政策論

的な問いである。なぜなら、もしも移動が簡単

にできるならば、非正規雇用者に対する職業訓

練や経済的な支援策は必要ないからである。

社会学理論的な問いとは、前述の “Institu-

tionalization of Fame”のように、社会学者に

とって興味深い問題で、それに答えることで、

ある理論の正しさを肯定したり否定したりでき

るような問いである。

2種類の問いは、理念型であり、政策論的で

あると同時に社会学理論的でもあるような問い

もあるだろうし、どちらにも分類できないよう

な問いもあるだろう。いずれにせよ、問いを明

確にするだけでなく、読者に「論じるに足る重

要な問題だ」と認めさせることが、問いをたて

るという作業である。問いが明確になっても、

重要な問題と認めてもらえなければ、論文の

価値はそこで否定されてしまう。論ずべき重要

な問題にもいろいろあるだろうが、典型的なの

が、政策論的な問いと社会学理論的な問いなの

である。

3 制約の中で問題を構成する

自分の研究関心から問題をたて、その問題に

答えるためのデータを収集し、分析するのが理

想的である。しかし、さまざまな事情でそうは

できないことが多い。データを渡されて、「こ

れで何か論文を書け」と言われることも、しば

しばある。また、中途半端に提案した質問項目

が質問紙に採用されて、答えを出すために十分

な情報が得られない場合もある。自由に質問紙

を作ることができたとしても、予算の制約など

から、理想的な調査ができないこともある。

このような場合、「このデータからどのよう

な問いに答えられるか」という「逆算」が必要

になる。これは倒錯した作業であるが、研究に

制約がないことなどほとんどないので、「逆算」

は常に必要になる。データに合わせて問いをた

てるということが必要なのである。

しかし、まともなデータであれば、それなり

に関心を持てる問いをたてることはしばしば可

能である。
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4 どうやって問いをたてるか

一番堅実な方法は、優れた論文をお手本にし

て、それを真似することである。自分の関心の

ある問題、得られたデータから答えられそうな

問題に関係する論文を読み、よくできた論文を

真似するのがよい。大きな問題と限定された問

題を別々の論文からもらってくるということも

あるだろう。

ある種の研究の批判が目的になる場合もある

だろうが、初学者の場合、あまり批判に力を入

れることはお勧めしない。批判したい研究があ

るのはいいが、それとは別にお手本があるほう

がよい。お手本を高く評価し、その研究をうま

く真似て分析を行った結果が、結果的にある種

の研究の批判になるというのが理想的である。

どんなに真似をしても、用いるデータも変数

も違うのだから、絶対に完全なコピーにはなら

ない。お手本が外国の問題を扱っていれば、問

題や分析法を完全にコピーしたとしても、日本

のデータにあてはめればそれがオリジナリティ

になる。むしろ重要なのは、適切なお手本を見

極めることである。

4.1 批判を勧めない理由

批判中心の論文を勧めない理由は 4 つある。

第 1に、若い研究者の場合、批判した相手に恨

まれることは得策ではない。論文の掲載や就職

の際に報復されるリスクを考えるべきである。

安定した職を得てから徹底的に批判しても遅く

はない。

第 2に、批判好きの若者は著しく厳しい基準

を持ち出して人の研究を批判する傾向がある。

しかし、他人にそのような厳しい基準をクリア

することを求める以上、自分自身もそのような

基準をクリアしなければならなくなる。それが

できればいいが、一般論としては、むやみに自

分の首を絞めるべきではない。

例えば、他人の研究を「エスニシティに関す

る視点が欠けている」といった理由から批判す

る人がいる。確かに、ある種の問題を考える場

合、絶対にエスニシティについて考慮しなけれ

ばならないということはあるだろう。しかし、

「. . . . . .の視点が欠けている」という批判は、暗

に「重要な視点をすべて考慮して論文を書くべ

きだ」という立場をとっている。しかし、重要

な視点はエスニシティだけでなく、ジェンダー

や「障害」者の問題、階級、グローバライゼー

ション、シティズンシップ、歴史的な変化、な

どいくらでもある。それらをすべて 1本の論文

に盛り込むことは不可能である。1本の論文で

盛り込める切り口はごくわずかである。そのこ

とを理由に他人を批判するならば、自分自身は

あらゆる視点を盛り込んだ論文を書かなければ

ならなくなるだろう。

第 3に、専門家ならば皆知っているような限

界や問題を指摘するだけで終わってしまうよう

な研究になってしまいかねない。例えば、「回

収率が 70% しかないので、このデータはラン

ダム・サンプルではない」という批判は可能で

ある。しかし、そんなことは専門家ならば誰で

も知っていることである。そんなことを得意げ

に指摘しても自らの無知をさらけ出すだけなの

で、やめたほうがよい。

第 4に、批判はコストがかかるわりに生産性

が低い。例えば、アンソニー・ギデンズの構造

化理論を批判したいとしよう。しかし、そのた

めにはギデンズの主要な著作をよく読み、さら

にギデンズについて論じた著作も読む必要があ

る。そんな暇があったら、自分自身の研究を前

進させたほうが生産的ではないだろうか。ギデ

ンズぐらい影響力のある研究者ならば批判する

甲斐もあるかもしれないが、小物を批判するた

めに時間を浪費することはお勧めできない。

誤解のないよう言っておくが、批判意̇識̇を持
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つことは重要である。他人の研究に対しても

自分の研究に対してもである。そのような批

判意識が新しい発展の芽になることもある。し

かし、研究者に求められるのは、既存の知識を

否定することだけではなく、新しい知識を作っ

ていくことでもある。優れた論文を書くこと

は気が遠くなるほど難しいが、優れた論文を批

判することは、赤子の手をひねるのと同じぐら

い簡単である。本当に重要なのは、批判意識を

胸に、少しでもより良い知識を作り上げていく

ことであろう。そのために必要な範囲内であれ

ば、他人を批判するのもよいだろう。

4.2 論文を読む

適切なお手本を見極めるためには、当該研究

分野の論文をたくさん読んで、見る目を養うこ

とが必要である。結局、「お手本になりそうな

論文をたくさん読む」というのが、問いをたて

るために必要な作業である。

また、お手軽な方法としてレビュー論文を読

むという方法がある。レビュー論文とは、ある

研究分野のこれまでの研究を整理して、何が問

題か、何がどこまで誰によって明らかにされた

か、今後、重要な問題は何か、といった事柄を

述べるような論文である。このようなレビュー

論文は、問題を絞り込むのに役立つし、そこか

ら重要な論文を見つけることもできる。ちなみ

に Annual Review of Sociology は、レビュー

論文ばかりを集めた雑誌で、年に 1回発行され

ている。

5 この授業の課題の場合

この授業の場合、「2005 年 SSM 調査データ

を使い、正規／非正規雇用の問題とかかわらせ

て、レポートを書きなさい」というのが課題で

ある。そのためには、

1. 調査票のすべてに目を通す

2. 正規／非正規雇用にかかわるような基本

文献を読む

3. 自分のお手本になる研究を探す

といった作業が必要である。論文ではなくレ

ポートなので、たくさん読む必要はないし、

ピッタリとしたお手本が見つからなくてもよ

い。しかし、関連する論文を読み、何が重要な

問題か考えることは不可欠な作業である。

6 何のための分析か

計量社会学でありがちな失敗作は、何のため

にこんな分析するのかわからない論文である。

例えば、初婚年齢をイベントヒストリー分析を

使って分析することはできる。初婚年齢に影響

がありそうな共変量をいろいろモデルに投入す

れば、分析結果は出るが、その結果に意味が見

いだせないような論文をときどき見かける。

分析は、問いに答えるために行うのであるか

ら、何が問題なのかよく考え、明確に定式化し、

問いに答えるために必要な分析プランを考える

ことが重要である。

7 非正規雇用関連でお勧めのテーマ

7.1 正規／非正規の格差のバラつき

正規雇用と非正規雇用の間に、収入やフリン

ジベネフィットに関して格差があるのは間違い

ない。しかし、その格差の大きさは、職種や産

業や地域、等々によって異なる可能性がある。

異なるならば、その理由はなぜか。このような

問題は、収入決定のメカニズムを明らかにした

り、不平等を緩和する方法を考えるうえで、重

要だろう。

7.2 正規／非正規雇用間の世代内移動

正規／非正規雇用間の所得格差が問題なの

は、両者の間に移動障壁があるということと

深くかかわる。それではどの程度の移動障壁が
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あるのだろうか。イベント・ヒストリー分析を

使って世代内移動の難しさがどの程度なのか明

らかにすることは重要な課題であろう。

7.3 正規／非正規雇用間の世代間移動

世代内移動と同様に世代間移動も重要な問題

である。特に父職の効果はアンビバレントなの

で、そのメカニズムを解明することも重要であ

ろう。

7.4 社会関係資本と社会的地位

一説によれば、フリーターやニートは社会関

係資本が少なかったり、偏ったりしているとい

う。しかし、それは本当であろうか。社会関係

資本が正社員になる確率を高めるのだろうか。

7.5 正規／非正規の生活満足度や政治的態度

階層や階級は、人々の意識に影響を及ぼさな

くなったといわれるが、それでは、無職、正規、

非正規、といった従業上の地位も意識と関係が

ないのだろうか。現代社会においては、従業上

の地位こそ、「階級」と呼ぶにふさわしい身分

なのではないか。いずれにせよ、意識と従業上

の地位の関係は、いくつかの文脈で重要な問題

であると思われる。

7.6 非正規雇用の日韓比較

非正規雇用増加のペースなど日韓でどのよう

に異なるか分析。

7.7 同類婚と晩婚

低階層どうしが結婚しやすいといわれるが、

非正規雇用の場合はどうか。また、フリーター

は結婚が遅れるという説があるが、それは本

当か。

7.8 非正規雇用者は余暇を謳歌しているか

フリーターになる理由の一つとして、やりた

いことをやる時間があるということがあげられ

る。それでは、本当に遊んだり、趣味や勉強に

十分な時間を使うことができるのだろうか。

7.9 パラサイトシングル問題

これはほぼ決着した感があるが、しかし、親

と同居している未婚成人子は、そうでない未婚

成人子に比べてリッチなのか分析してみるのも

よいだろう。

7.10 非正規雇用内部の差異

非正規雇用の中にも、パート、派遣、嘱託・

契約、と 3 種類に分類できる。これらの間で、

労働条件や時給、意識について違いはないか。

8 宿題

レポートのテーマを決め、それに関連する文

献を 3つ以上読み、前述の論文の構成における

「1 大きな問題、先行研究」を A4で 1～2ペー

ジ程度で書きなさい。
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