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『ナラティヴからコミュニケーションへ

―リフレクティング・プロセスの実践―』 
矢原隆行・田代順編、2008 年、弘文堂、187 頁、3,150 円 

向井良人（熊本保健科学大学）

本書は、ナラティヴ・セラピーの主要な潮流の一つ「リフレクティング・プロ

セス」の実践に関する論集である。リフレクティング・プロセスとは、評者なり

に表現すると、「セラピーなどの臨床場面において、ある面接に続いて、その面接

の当事者が、面接から独立した観察者（リフレクティング・チーム）の会話を観

察する。そして面接を再開する」という仕掛けである。このプロセスにおいて、

「観察者を観察する」（リフレクト）というステップが、面接の当事者に振り返り

を促し、自分自身が参加した会話（面接）から直接には得ることができなかった

新たな気づきをもたらす。この「自分たちの会話についての他者の会話を聴く」

という仕掛け自体は単純だが、「観察する者」と「観察される者」の交替は、セラ

ピストとクライエントの関係を一方的なものから双方向的なものへ（ヒエラルキ

ーからヘテラルキーへ）変えるという点でも画期的である。この手法の応用可能

性がセラピーの場面に限定されないことを、本書はいくつもの実践例によって示

す。

本書の執筆者 5 名の専門領域は、心理学、社会学、福祉学に分かれている。こ

の執筆陣の編成はリフレクティング・プロセスが多方面に応用可能であることを

示すと共に、編者による「各領域間の研究と実践とを応答的に接続するコミュニ

ケーション」探求の試みでもあるとも語られている（矢原隆行による「まえがき」）。

ここで志向されている「接続」とは、各専門領域の接続であると共に、具体的実

践と批判的観察の接続である。状況を批判的に捉え返す力を備えた実践と、実践

に代案を提示する力を備えた批判、その可能性を追求する過程で編まれたのが本

書だということになる。

本書は 3 部構成で全 9 章から成る。第Ⅰ部では「リフレクティング・プロセス

の理論的含意と可能性」として、第 1 章及び第 2 章でリフレクティング・プロセ

スの概要が主に理論的側面から紹介される。第Ⅱ部では「リフレクティング・プ
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ロセスの実践」として、第 3 章から第 8 章にかけて、各執筆者が関与した実践が

示される。そして第Ⅲ部では「リフレクティング・プロセスをめぐるリフレクテ

ィング」として第 9 章が置かれる。この章は第Ⅱ部の各章に対する執筆者相互の

リフレクションとそれを踏まえた振り返りであり、本書のこうした構成自体がリ

フレクティング・プロセスの応用例となっている。

以下、章ごとに内容を紹介すると、第 1 章「『会話についての会話』というシス

テム」では、ルーマンの社会システム論の視座からリフレクティング・プロセス

の理論が説明され、その意義と応用可能性が示される。第 2 章「リフレクティン

グ・プロセスへ向かう道」では、家族をひとまとまりの対象として治療を行う家

族療法の歴史と、そこからリフレクティング・プロセスが派生する経緯、他のセ

ラピーとの共通点及び相違点が示される。第 3 章「心理臨床家のための新しいケ

ース検討の方法」では、通常のリフレクティング・チームのほかに面接方法を観

察するチームが加わる「ツイン・リフレクティング・プロセス」が紹介され、ス

クールカウンセラーのケース検討会における実践が示される。第 4 章「リフレク

ティング・プロセスを援用した心理臨床家教育のための『相互学習モデル』」では、

リフレクティング・プロセスに準拠した「実践会」と、その記録を用いた「研究

会」の往還が、心理臨床家の相互学習モデルとして実践例と共に示される。第 5

章「学校コミュニティへのアプローチ」では、ある中学校の全校生徒 400 人弱と

教師の話し合いにリフレクティング・プロセスを応用することで、いじめに対す

る予防的介入が活性化したという実践例が示される。第 6 章「精神障害者家族グ

ループへの応用実践」では、統合失調症者家族のグループワークにリフレクショ

ン（セラピストである筆者と参加者 1 名がワークでの話し合いについて対話する）

を導入した応用例が示され、通常のグループワークとの相違を踏まえてその効果

が論じられる。第 7 章「電話相談ボランティアにおけるヘテラルキー的なケアと

気づき」では、子どもからの電話相談を受けるボランティアが業務から抱え込む

ストレスや不安を、リフレクティング・プロセスによって相互にケアするという

取り組みが示される。第 8 章「協働によるケアする人のケア」では、リフレクテ

ィング・プロセスと関わりの深い「アズ・イフ」プロセス（ワークの参加者が、

その話題の登場人物になりきる）が紹介され、ケアマネジャーや介護福祉士を対

象とした研修プログラムへの応用例が示される。そして第 9 章「各実践へのリフ
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レクションと振り返り」では、第 3 章から第 8 章に示された実践について、各章

の筆者が他の執筆陣の話し合い（これは「話し合いについての話し合い」ではな

く「記述についての話し合い」）を聴くことによって得た気づきが述べられる。 

「自分に関わる話を黙って聴く」という非日常的なステップをコミュニケーシ

ョンに組み込むことで新たな気づきが得られ、問題が解消（解決ではない）へと

向かう。その意義と可能性を実践例によって示した本書は、その点だけでも十分

に読み応えを感じる。更に執筆陣は、リフレクティング・プロセスを論じるのみ

ならず、その論考自体へのリフレクトも怠らない。それによって本書のメッセー

ジは一段と厚みを増している。と同時に、文字を媒介とするがゆえの難解さも増

す。『「話し合ったこと」を話し合う』ことを聞き合って、聞いた者同士が話し合

う（田代順による「あとがき」）、と幾重にも括弧が用いられる記述は、状況とし

てはたしかにそのとおりだし、それぞれの現場に立ち会っていれば直観的に理解

できるだろうが、読者として文字を追うだけでは何度読み返しても戸惑うのだ。

本書を手にとって読むことも重要だが、実践の場に参加することも欠かせないと

感じる次第である。 

 

 

『ナラティヴ・アプローチ』 
野口祐二編、2009 年、勁草書房、279 頁、2,940 円 
 

田中マキ子（山口県立大学） 

 

 本書は、近年あらゆる学問分野において知られ、分析方法として用いられてい

るナラティヴ・アプローチの独自性を明確にし、今後の展開の方向性を探ること

を目的に執筆されたものである。人間関係とそれにまつわる問題があるところで

はどこでも応用できると評価されるこの手法が、既存のアプローチと「どこが・

どう違うのか」を描き出すことに主眼が置かれている。そのため、各章はナラテ

ィブ（語り、物語）という概念を手がかりに、社会学、文化人類学、医学、看護

学、臨床心理学、社会福祉学、生命倫理学、法学、経営学とあらゆる研究分野で

の取り組みが紹介されている。 
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 各章の内容は、以下である。序章は編者による「ナラティヴ・アプローチの展

開」であり、概念と前提、ナラティヴ・アプローチの多様性、対象の水準と検討

すべき課題を示し、ナラティヴ・アプローチに関する視点の整理が行われている。

1 章は、「イスラエルとパレスチナの遺族たちの対話」を「和解」という観点から、

エスノグラフィーとナラティヴという比較も含ませつつ展開している。2 章は、

ナラティヴ・アプローチに対する疑問や批判としてある、ストーリーにまつわる

「ドミナント／オルタナティブ」に対し、システム理論の視座からの検討が行わ

れる。3 章から 6 章では、医療現場でのナラティヴ・アプローチを取り上げ「い

まだ語られていない物語」を浮かび上がらせる方法としての展開例が示されてい

る。医療・看護・心理・社会福祉の領域での事例を取り上げながら、「傾聴」・「受

容」・「共感」などによってひきだされる「真実の語り」ではなく、「新しい語り」・

「別の語り」を生成することをクローズアップしている。7・8 章では、ナラティ

ヴの多元性と重層性という点について、生命倫理や医療紛争の例から検討されて

いる。同一問題に関するナラティヴであっても語り手によって異なる結果に至る

ことへの言及が十分になされてこなかったことに対する示唆が取り上げられてい

る。9 章では、経営に関する実践事例から物語の主語の重要性を指摘しつつ、物

語の主語が一人称から三人称へ変化する様（プロセス）が描かれている。 終章

は、「ナラティヴ・アプローチの展望」で、多彩な内容で構成される各章を編者が

レビューしている。編者として、本書構成の意図や各章が示す意味あいについて、

読者へ再整理を促しているかのように受け止められる。

評者として興味深かった内容は、5 章：家族療法を題材に心理療法の一貫とし

て描かれるナラティヴ・アプローチや 8 章：医療紛争におけるナラティヴの交錯

と権力、9 章での組織の中で語りが変化する過程の明示であった。編者の指摘に

もあるが、質的研究につきまとう従来からの課題、あるいはナラティヴ・アプロ

ーチに向けられる実証性と事例性に関する批判について、うまい実証的見解を与

えているように読めたからである。特に 9 章の企業研修で行われる組織活性のた

めの「語り」は、ナラティヴ・アプローチが得意とする手法、多くの人々の語り

で構成される「場」の意味（構造的分析）や「場」の変化（機能的影響）に関す

る因果連関について端的に説明しているように思われた。さらにその変化につい

て、実証的・自然科学的・根拠に基づく・論理科学的等、科学的
．．．

分析が要求され
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る「証明」という点に関し、十分な解説が行えていると理解した。

 しかしながら本書を読み終え、気になった点は、やはり科学的な分析という仕

組みについてナラティヴ・アプローチがどの程度・どのように保証しているかと

いう点である。ナラティヴ（物語）は、語り手・主題・聞き手の関係性から紡が

れていく。ここでの各要素が与えあう影響は、調査研究でいうところのバイアス

や恣意性にあたる。意地悪な言い方をすれば、聞き手あるいは主題によっては「語

らせる」ことができるという点である。「語らせる」ことは、事実を「語る」こと

ではなく、新たなあるいは理想とする「語り」を誘因する可能性がある。確かに、

サイコセラピーや医療訴訟等における和解などでは、新たな「語り」は有効であ

り、治療の効果をあげるだろう。されど、調査・研究に求められる信頼性や妥当

性という点からすれば、取り扱えるナラティヴの様が非常に限定されてしまう気

がする。編者野口氏は、あえてナラティヴ・アプローチを「エビデンス・ベース

ト」に耐えるものとして「実証的」や「自然科学的」という指摘に対する精度を

高めるための研究デザインに関するアイデアを幾つか示している。が、そこに固

執すれば、それはきっとナラティヴ・アプローチの意義や価値を歪めてしまうだ

ろう。本書は、ナラティヴ・アプローチのオールラウンドな用い方を示すもので

ある。だがやはり、ナラティヴ・アプローチの限界や特徴を考慮しつつ、ナラテ

ィヴ・アプローチが生きる対象と課題を、研究者は意識しなくてはならないので

はないだろうか。

 とはいうものの、本書が、目的どおりナラティヴ・アプローチの独自性と発展

について示唆していることは言うまでもない。ナラティヴ・アプローチが、どの

ような課題にどのような方法で、どのような分析結果を示し得るものなのか、各

学問分野での成果がちりばめられている。本書の内容の豊かさ、かつナラティヴ・

アプローチに対する指摘へのリプライを意識した内容は、質的研究における新た

な手法として読者を納得させることだろう。分析に現実味を帯びさせるための事

例や場面の設定。そして、理論的根拠や背景を示唆するための解説的内容等、各

章の構成および章ごとの内容の吟味は、引き込まれる魅力がある。ナラティヴ・

アプローチに精通した編者及び執筆陣の功績といえる。質的研究に興味がある、

あるいは行った事がある読者の方々は、是非、本書「ナラティヴ・アプローチ」

をお読みいただき、「物語」分析の多元性・重層性・展開性を深化させる独自な手
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法として読み解いていただきたい。

『離婚紛争の法社会学』

小谷朋弘著、2010 年、広島大学出版会、354 頁、5000 円 

倉富史枝（NPO 法人福岡ジェンダー研究所） 

日本の女性は、「なぜ、離婚はかくまでハードなのか？」が本書のテーマである。 

1963 年に 0.73 であった離婚率が、21 世紀に入ってからは 2 点台を維持してお

り、2007 年の内閣府の意識調査でも「相手に満足できないときは離婚すればよい」

という考えの肯定派は否定派を上回っている。離婚は、もはや家族病理として捉

えられるものではない。が、実際に女性が離婚するならば、現在の日本では依然

として「離婚弱者」という立場におかれる現実がある。

その実態を解明すべく、本書では、官公庁や各種団体の統計資料、著者自身が

実施した調査票調査や面接調査の結果を元に現状を分析して、離婚紛争処理の過

程における法的な障害を明らかにするととともに、その対応策の提示を試みてい

る。法社会学の研究対象として離婚問題を取り上げ、ジェンダーアプローチの視

角で分析しているのが本書の特徴である。その結果、本書は法社会学の入門書と

なっているだけでなく、家事調停委員や弁護士、裁判官などの司法関係者や女性

の自立支援に関わる行政職員や民間の相談員などにとって、ジェンダーに敏感な

視点で実務を進めるための格好な手引書ともなっている。

本書は 4 部で構成される。第 1 部「離婚紛争のメカニズム」では、離婚紛争の

発生因によって離婚を 4 タイプに分類し、夫婦の‘きずな’を脆弱化する社会的

背景を分析する。第 2 部「離婚紛争の処理方法」では、民法を根拠とする 3 つの

離婚制度についてそれぞれの特質をジェンダーの視点で分析し、離婚の過程にお

いて女性が不利となる要因を明らかにする。第 3 部「離婚紛争にともなう処理課

題」では、離婚後の女性の生活基盤を考える上で重要な離婚給付である慰謝料、

婚姻住居、年金、養育費の法理を整理し、給付が十分に確保できない実態を考察

する。離婚後の子どもとの面接交渉の今日的課題にも論及する。第 4 部「離婚紛
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争の処理支援システム」では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律」（DV 防止法）制定後の被害者支援の現状と課題を明らかにするとともに、

離婚紛争における弁護士の役割の重要性を実証し、今後の展望を試みる。

さて、法社会学を理解するにあたって不勉強な筆者は、本書によって大きな収

穫を得た。序論で、著者はそもそも法社会学とは何かを説明するために、法律学

分野の 1 部門としての法「社会学」、社会学分野の 1 分野としての「法」社会学、

と標記を分け、法社会学が 2 つの分野に重なるものであることを示す。規範学で

ある法律学分野において法社会学は、「伝統的な解釈法学に対し新しい法律学を

創造するという壮図に支えられ」展開してきたこと、精神医学や経済学、裁判行

動学などを含む広範な領域にわたる「法の総合学」と呼ばれるものであることな

ど、新たに理解できた。官僚輩出機構としての権威を持つ法学部の専門学科と文

学部の 1 専門学科である社会学と対比の上で、法社会学がいまだ双方の入会地と

はなっていないという指摘は興味深い。一方、「離婚」を対象とした法律学の先行

研究をみると、国家制定法であれ慣習である「生ける法」であれ、法の社会的機

能を明らかにするために社会学的手法を取り入れた有地亨や湯沢雍彦らの成果が

ある。法社会学を 2 つの分野に分ける根拠が曖昧なことが示されている。 

これらを踏まえ、本書は、「法」社会学の立場をとる。現実に生起する夫婦間の

対立・葛藤を解明するには、単に「法」の分析にとどまれないからである。人間

関係の軋轢を法の世界に取り込むために紛争概念を導入し、離婚現象は「夫婦関

係紛争」であり、紛争処理の道筋を示すものが離婚法であるとする。

家族規範意識と性別役割分業意識の変化は女性の方が男性より速いという社会

意識が、私的な夫婦関係紛争の発生要因となっているということが指摘されてい

る。また、離婚紛争全体を俯瞰することにより、男女の法的格差、離婚後の生活

は女性の方が不安定となる制度の課題が明確になっている。特に、離婚経験女性

や弁護士を対象とした著者の実態調査は意義深い。すなわち、法律や制度があっ

ても運用に際しては調停委員や裁判官、弁護士という個人の判断が関わり、これ

ら司法関係者のジェンダー・バイアスが女性を不利な状況に追い込んでいくこと

が証明されているからである。これらの考察こそ、規範学にとどまらない「法」

社会学独自の視点といえよう。

結論では、男性の意識改革、男女平等に働ける社会の構築などが提案されてお
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り、いずれも男女共同参画社会の実現に向けて広い取り組みが求められるもので

あろう。また、協議中心の離婚方式への制度改革への提案は、ADR（裁判に変わ

る紛争解決）法制定などの社会情勢の中で実現可能性が高いといえる。

性別役割分業や家族制度を自明の規範として研究するならば、離婚弱者として

の女性は見えてこない。本書おいて、ジェンダーアプローチの有効性が生かされ、

改めて家族問題を研究する際の価値自由の重要性が認識された。なお、弁護士調

査など一部の調査結果において、男女別統計が提示されていない点が惜しまれる

とともに、同席調停の分析において先行研究を活用したより深い考察が望まれる。 

『観光とまちづくり－地域を生かす新しい視点』

深見聡・井出明編、2010 年、古今書院、247 頁、2,730 円 

 須藤廣（北九州市立大学）

 観光関係の学部や学科の増加にともない、観光を「まちづくり」に役立てるた

めの事例やノウハウを扱ったテキスト出版が近年目白押しである。全部目をとお

した訳ではないが、これらの多くは、事例からの距離と深さが感じられない、い

わゆる「地域住民の主体性」や「地域の観光資源の発掘」等に関する「成功例」

のプロパガンダに近いものであることは否めない。タイトルのみから予想するに、

この本もそのなかの一つであるように感じられた。だがしかし、予想はしばしば

裏切られる。

この本の底流にあるのは、新しい「産業」としての「持続的」観光の視点では

なく、あくまでも地域コミュニティ再生という意味での「持続性」の視点である。

第 2 章は「篤姫」ブームに沸く鹿児島の事例である。ブーアスティンのいう「疑

似イベント」としてメディアが露出した場所の表象をどのように考えるかといっ

た問題は置き去りにされている感は残るものの、あくまでも焦点は、交流による

コミュニティの再生に置かれている。観光ボランティア等地域住民の参加で、地

域住民の地域への「愛着」や「やりがい」が形成されてゆき、地域に存在する事

物への「価値」への合意が形成されてゆく様が紹介されている。第 3 章、第 4 章
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の「エコミュージアム」の視点も示唆的である。地域そのものをミュージアムと

して展示するという志向は香川県の直島のような島全体が「現代アート美術館」

といった発想とも通底する。深見が言うように「現在はかつて日常にあったもの

が、いまは非日常な観光対象へと転化してゆく過渡期」にある。観光が持ってい

る「非日常性」が、宗教にも似て地域住民の連帯を作り出す「こともある」とい

うのが私の見方だ。

第 5 章の世界遺産登録に関する問題はまさに、観光による地域の連帯の問題で

ある。鞆の浦における架橋道路の新設をめぐる地域の住民の意見は、景観を取る

か利便性を取るかに二分された。観光という現代の「宗教」は、必ずしも地域全

体の連帯を作り出すわけではない。「宗教戦争」もまた存在するのである。この章

では、世界遺産化をめぐる問題をとおして、観光による合意形成の難しさ（だか

らこそ対話が重要であると言うことを忘れていないが）をえぐり出してみせる。

「観光」の文脈と「生活」の文脈とは、そもそも対象の「読み方」のコードが違

う。観光は常にこの問題を孕んでいる。

第 7 章における廃坑になった炭鉱施設の見せ方に関する問題と第 9 章の水俣の

見せ方の問題は、上記の文脈の違い、「読み方」のコードの違いをひっくり返して

いる。すなわち、通常「観光」の文脈が「生活」の文脈を圧倒するが、ここでは

「生活」が「観光」を圧倒するのである。従来の観光には適していなかった「悲

しい過去」、「思い出したくない過去」を敢えて見せる観光、いわゆる「負の遺産」

による観光である。これらの章には登場しないが、広島や長崎の原爆被害の展示、

アウシュビッツの展示等の例等からも、観光客が「悲しみ」を共有することがあ

る、いやそうしたがっていることが指摘されている。観光客との「悲しみ」の共

有は、住民の癒しにもつながるだろう。第 7 章の永吉は「われわれはけっしてい

わゆる物見遊山的な観光をめざしていない」と言う。また第 9 章の庄子は「負の

遺産と当該地域のかかわりを観光客にみせること」が重要であるという。

第 11 章から 13 章の「安全学」と観光マネージメントについては、私の専門外

でもあり、いまひとつ他の章との関連がつかめなかったが、全体をとおして主に、

観光客と観光地住民が交流するなかで観光地住民のコミュニティがいかに再生さ

れるかについて問題にしている。このテーマが深化した結果が「負の遺産」によ

る「悲しみ」の共有にあると私は見た。観光の本質の一面をついている。
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しかしながら、第 7 章で永吉が部分的に同意すると述べたように、この種の「持

続的観光」が「結果的に地域社会を観光という商業主義的なフィールドに引きず

り出すための体のよい宣伝文句に過ぎないという指摘」もまた現代観光の本質の

一面に張り付いていることも忘れてはならない。 

「持続的観光」といえども、現代における観光とは地域の文化や景観の「商品

化」のことでもある。「商品」の非日常性が日常化し魅力を失うのは至って早い。

現代観光における「持続性」とは、自然環境や伝統文化あるいは人間性の「持続

性」であると同時に、「商品」の非日常性（賞味期限）の「持続性」でもある。こ

れ対抗し、素人である観光地住民による「観光客のニーズそのものの発掘」が追

いつけるかどうか、またここに「学習型」の観光という「啓蒙主義」が通用する

のかどうか、問われている。観光に関する洞察は深いものがあるが、第 5 章以外

において、対象の突き放し（脱中心化と相対化）、及び現代観光の両義的性格につ

いての発想の足りなさを感じるのは私が批判的社会学の世界にいるからか。 

 

 

『企業の社会貢献と現代アートのまちづくり』 
三浦典子著、2010 年、溪水社、259 頁、3,500 円 

 
室井研二（香川大学） 

 

 都市社会学の中心的課題が、産業化に伴う地域社会変動の把握にあることは論

を俟たない。この点についてこれまで数多くの研究が蓄積されてきたが、従来の

研究はややもすると地域の社会関係的側面の分析に偏り、具体的な企業活動の展

開に目を向けた研究は必ずしも多くはなかった。あったとしても、公害紛争など

を例に、住民と企業の対立的側面が強調される傾向が強かったといえる。しかし

企業の立地が雇用や税収の面で地域社会の存続に大きく貢献していることも事実

である。さらに 1990 年代以降、企業は経済活動だけでなく社会貢献活動（CSR）

の面でもコミュニティの維持・形成に無視し得ない役割を果たすようになった。

本書は CSR が地域創造に果たす積極的側面、「企業の社会活動と地域住民との連

携が、地域を活性化させ、地域を再生していく可能性」を追求しようとするもの
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である。なお、著者はこのようなスタンスに立って長年にわたり地域と企業の関

係に関する実証研究を続けており、その成果はすでに前著（『企業の社会貢献とコ

ミュニティ』, ミネルヴァ書房, 2004 年）で公刊されている。本書はその続編と

いう位置づけをもつ。 

本書の前半は山口県における CSR の展開状況の分析にあてられている。中心に

なっているのは、著者が県内の主要企業（従業員 50 人以上）を対象に実施した悉

皆調査と、防府市を対象に実施した事例調査の分析である。悉皆調査では CSR の

規定因や今日的特徴の解明が目指される。それによれば、創業時期が古く、資本

規模が大きく、福利厚生制度が充実している企業ほど、CSR や地域社会への関与

がより積極的な傾向がある。また、今日の企業が環境や地域への関心を高めてい

ることが、以前に行われた調査結果との比較を通して示される。 

 事例調査では、防府市に進出したマツダが展開している「愛情防府運動」が取

り上げられている。これはマツダを中心に地元企業が一丸となって展開している

取り組みで、個別企業のイメージ向上というよりも、防府という地域社会の活性

化を目指した CSR の事例として評価されている。また著者は、地域における CSR

は企業側の意向だけでなく地域住民の視点に立った評価も必要だという考えから、

CSR に関する住民意識調査を実施している。この調査も 1985 年から継続的に行

われているもので、CSR の認知度や評価がコミュニティ・モラールと密接に関連

していること、住民の中では U ターン者（一時他出者）の意識や行動様式に特に

強い関心が寄せられている。 

 本書の後半では現代アートによるまちづくりの事例が紹介されている。新潟越

後妻有の大地の芸術祭や香川県直島の現代アートによるまちづくり事業など、取

り上げられている事例は多岐にわたる。これらの事例に共通しているのは、企業

の財政的支援を契機に発動し、住民、アーティスト、行政、ボランティアとの緩

やかな連携のもと、現代アートを呼び水として交流人口の拡大をはかり、それに

よって地域の活性化を目指すという活動スタイルである。事例によって成功の度

合いは異なるが、ネットワーク型社会におけるコミュニティ形成の現代的範例と

して肯定的な評価があたえられている。

 評者は冒頭に記した著者の問題意識に大いに共感するものである。しかし本書

には以下の点で物足りなさが残った。それは、事例やデータが豊富に提示されて
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いるのに比して、それに対する理論的な意味づけに関する論述があまりに少ない

ことである。本書で取り上げられた事柄はこれまで蓄積されてきた都市社会学の

研究成果との関わりで、あるいは著者の前著との関わりでどのような理論的意義

をもつのか。本書ではこれらの点に関する論及が奇妙なほど禁欲されている。著

者がこれまで手堅い実証研究をふまえて都市社会学の理論的発展に貢献してきた

人物であることを知るだけに、もどかしさを禁じえないのである。 

CSR の動向に対する現状認識もいささか楽観的に過ぎるのではないだろうか。

確かに 90 年代以降、企業の社会的責任という考え方が定着するようになり、その

動向は 近の「新しい公共」をめぐる議論においても大いに関心を集めていると

ころである。しかし経済のグローバル化を背景に企業の海外移転が進み、産業の

空洞化やそれに伴う地域の衰退が深刻化するのもまさに 90 年代以降なのである。

現代アートのまちづくりにしても、地域住民の文化的自負や定住維持条件への効

果という点では、もう少し慎重な分析と評価が必要なように思う。いずれにせよ、

企業の地域社会への歩み寄りの側面だけでなく、グローバルな経済システムの中

で企業（産業）が地域から離反していく側面も視野に入れないと、都市社会学的

な CSR 論としては説得性に欠けるのではないか。

むろん、百戦錬磨の著者にとっていま述べたような事柄は百も承知のことだろ

う。今回の著作は出版までの時間的制約があったのかなと邪推したりもするが、

いずれにせよ本著で提示された 新の調査データを踏まえた、著者の長年にわた

る CSR 研究の理論的総括を大いに期待したいところである。『社会分析』の次号

の特集に掲載予定の著者の論文に大いに注目している次第である。 




