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ＷＡＮ 第 20回上野ゼミ 

2014年 6月 12日 於・デモクラＴＶ御茶ノ水スタジオ 
 

「日本人の文革認識」と「翻身」概念を 

通して考える日中関係 

 

東京大学大学院 人文社会系研究科（社会学） 研究員 

飯島 幸子（e-mail：si-owlet@rc4.so-net.ne.jp） 

 

■対象文献 

福岡 愛子，2014，『日本人の文革認識――歴史的転換をめぐる「翻身」』，新曜社 

 

■本報告の主旨 

 

 

 

 

■比較対象の事例研究 

飯島 幸子，2012，博士学位論文『旧東ドイツ社会科学者が経験した「統一」――ベルリン・フンボルト

大学における事例研究』（東京大学大学院 人文社会系研究科 提出） 

 

・ここで問題となる社会変動：「ドイツ統一」 

 

 

 

・調査の対象：ベルリン・フンボルト大学 (Humboldt-Universität zu Berlin) 社会科学研究科 (Institut für 

Sozialwissenschaften) を事例に、「大学改革」による一連の変化を直接体験した当事者を対象に聞き取り

調査を行い、大学および研究者が経験した「ドイツ統一」を追う。 

 社会科学研究科の前身である２部署：社会学研究科 (Institut für Soziologie) 15 名と、社会科学・政治

学専攻 (Fachbereich Sozial- und Politikwissenschaften) 60 名――1990/91 年冬学期の時点で講義要項に記

載された計 75 名（客員研究員を除く）が本調査の母集団。 

 

・計 64 名（社会学研究科：14／15 名、社会科学・政治学専攻名：50／60 名）の連絡先が判明。その内、

計 42 名（社会学研究科：11／14 名、社会科学・政治学専攻名：31／50 名）とインタビュー調査を実施。

加えて、1 名から書面による回答を得た。 

 

・分析の枠組みとして、 

＊複合的な要素を多く抱えるライフヒストリー群の分析に、多元的歴史 (multiple histories) の見地 

福岡氏が著書の中で独自に定義した「翻身」概念に焦点を当てるとともに、他の社会変動における事例

（具体的には、「ドイツ統一」により職業キャリアの危機と困難に直面することになった旧東ドイツの

社会科学者たちの経験）との比較、および「翻身」概念の応用可能性を検討する。 

「ドイツ統一」と旧東ドイツの大学における社会科学者たちの関わりを「社会変動と知識人の運命」

というテーマから読み解こうとするのが、本研究の主題。 
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 ＊「変動とエイジェンシー（agency）」の観点 

  各対象者は「周囲の様々な環境や条件による制限・制約を受けつつも、その中で可能な選択肢の中

から能動的な選択を行う主体」として捉えられる。 

 ＊ライフヒストリー・アプローチ 

  ３つの時期区分：【第一期】旧東ドイツ（DDR）時代から「変動期（Wende）」まで、【第二期】「大

学改革」期のプロセス、【第三期】「大学改革」後から現在まで 

ここで、 

・【第三期】「大学改革」後から現在まで に注目。この部分が今回の主要な比較事例となる。 

 対象者のライフヒストリーにおける「大学改革」以後の職業キャリアの変遷に対し、「離職時期」、「研

究職の継続」という尺度による類型化 

・「大学改革」後の進路に見る対象者の「適応」過程を５つに類型化：①「円満型」、②「降格型」、③「転

職型」、④「転身型」、⑤「失意型」 … 【表１】（p.8～10）を参照 

・円満型（E1～E4）：「大学改革」以後もそのままベルリン・フンボルト大学に残留できたグループ 

－Prof. Klein 氏【E1-f】の事例：DDR 時代から西ドイツ側研究者と太いパイプ、DDR 内でも西ドイツ

内でも高名な研究者として広く認知される、学生による絶大な支持、異例とも言える 68 歳までフ

ンボルト大学に在籍 「私は特例だったのだ」 

－Dr. R 氏【E2-i】の事例：専門がイデオロギー色のない領域だったため、「大学改革」では苦慮するこ

となく残留。以降も、担当業務は順調。 

－X 氏【E3-i】の事例：女性研究分野で残留、昇進 「統一がなければ、私が教授になることはなかっ

たでしょう・・・」 

 男性 2 名の語りが、「大学改革」後、継続雇用が決まってからは特に大きな困難はなく、統一後の自

身の業務は統一前からの自身の業務の延長線上に位置づけられるものであったという主旨に対し、女

性 2 名のケースでは、大学が西側システムへ移行するに際し、何らかの形で積極的に新システムへの

「適応」を図るための努力を払ってきたことが語られていた点が特徴 

・降格型（K1～K3）：「円満型」と同じく、「大学改革」以後もそのままベルリン・フンボルト大学に残留

することが出来たグループに該当するが、何らかの形で実質上は降格を経験している

点が特徴 

 －Prof. Meier 氏【K1-i】の事例：学生たちによる支援を受けて一見肯定的な結果――しかし、教授のタ

イトルと権限はそのままに、実際の給与待遇は教授以下のランクに降格。その後も、国際社会学会な

どで活躍するが、年金生活にある現在、この実質的な降格待遇が年金受給額にも大きく影響し、苦々

しく感じているとのこと。 

 －Y 氏【K2-f】の事例：「転換期（Wende）」では運動を積極的に支援。統一後、大学外部への一時出向

を経験し、大学へ復帰後も大学内のキャリアとしては頭打ちの状態と見えるが、本人のエイジェン

シーでは現状を肯定的に受け止める。 

・転職型（Tk01～Tk10）：「大学改革」の後、どの時点でベルリン・フンボルト大学を去ることになったか

にかかわらず、何らかの異動をともなうことで研究職の継続を達成したグループ 

 －D. K. S.氏【Tk05-f】の事例：国外に活路――西ドイツで短期の研究ポストを歴任後、ドイツ国外（隣
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国オーストリア）で自らの専門＝東欧研究に合致する理想的なポストに就く。 

 －W K 氏【Tk07-i】の事例：専門分野をシフト――「青少年の社会学」分野で活躍するが、「期限付き」

雇用契約が満了。その後、西ドイツに赴任するが、犯罪学分野へのシフトを決意。再びベルリンに戻

り、専科大学の教授職に就く。 

 －Prof. Ettrich 氏【Tk08-i】の事例：「もう自分は長く留まることは出来ないだろう」という自発的な転

職でフンボルト大学を去る。足かけ 2 年でエアフルト大学の教授職に就任。 

スムーズな異動、内実は円満型に近い 

 －Prof. Dr. Sch.氏【Tk09-f】の事例：「西」側システム準拠の新たな学位の取得――フリーの非常勤講師

として働く傍ら、ベルリン市議会議員として活動。その間、西側（特にアメリカ）由来の学位や資格

を積極的に取得。その努力が実り、2007 年よりノイブランデンブルク単科大学の常勤職、3 年後には

教授職に就任。これを機に、他大学やベルリン市での兼務を全て取り止め、新たな職務に専念。 

取り分け「研究職の継続」を達成するための「適応」として様々な戦略のケース 

・転身型（Tn01～Tn18）：「大学改革」の後、どの時点でベルリン・フンボルト大学を去ることになったか

にかかわらず、研究職以外の職業キャリアを新たに選択し、他分野に活路を見出

したグループ 

 －Dr. Türpe 氏【Tn08-f】の事例：他分野に活路――積極的な転身で、人材開発会社を設立。 「人生

の初めの 20 年間を学界で過ごし、次の 20 年間を会社経営者として過ごしてきた。そうしてみると、

もう次の 20 年間にも何か新しいことをやれるに違いなく、それはとても楽しみだ」 

 －Dr. Hertzfeldt 氏【Tn13-f】の事例：他分野に活路――DDR 時代に取得した学位の価値減衰を経験。

弟の伝手を頼って運送会社に転職し、在外勤務から始めて一から昇進の階段を辛抱強く上る。 「私

は一度、（研究職）キャリアを中断させられた。一度、築き上げたキャリアがありながら、それを捨

てて別の新しいキャリアを一から形成し直すのは困難なことである」 

 －Dozent Dr. Dr. habil. Peter Ködderitzsch 氏【Tn01-f】の事例：社団法人の独立研究所を設置――ベル

リンおよびブランデンブルク州において失業状態に陥ってしまった研究者らの雇用を創出。当初は非

常に上手く機能。しかし財政難に陥り、2009 年に解散。 

 －Dr. GO 氏【Tn01-f】の事例：政治分野への親和性――独立研究所を創設するとともに、ブランデンブ

ルク州議員（PDS 党）へと転身。1998 年に引退するまで政治活動に携わる。 

   cf.) Dr. Zahn 氏【Tn11-f】――ベルリン市議会・PDS 会派／左派党 (DIE LINKE) 会派の学術研究員、

Dr. Torsten Ehrke 氏【Tn16-f】――同盟 90／緑の党連邦会派の議員事務所の所長 

 －Dr. Dästner 氏【Tn15-f】の事例：研究活動への回帰傾向――自発的に旅行仲介業に転身。その傍ら、

学会参加や論文発表、2009 年からは私講師（Privatdozent）として活動。2010 年春、旅行社の業績が

左前であることから閉店する決意。学界への復帰を目指す。 

   cf.) Dr. LE 氏【Tn09-f】、Dr. Ehrke 氏【Tn16-f】、Dr. Thomsen 氏【Tn17-f】 

「研究職の継続」を何らかの形で結果的に諦め、あるいは自主的に敢えて異分野で新たな「職業キャ

リア」を開始することを選択 

・失意型（S1～S8）：「大学改革」の後、どの分野にもかかわらず、再び職業キャリアを確立できなかった

グループ。いわゆる「大学改革」によって旧東ドイツ（DDR）出身の社会科学者たち

の多くがたどったとされる、悲劇的かつ象徴的な経歴を持つケース。 
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 －研究活動への強い回帰志向――職業キャリアの継続や復帰への採算性を度外視した（報酬の有無は無

意味である）研究活動（論文執筆など）の継続 

   e.g.) Dr. sc. phil.氏【S3-f】、Dr. Wittenberger 氏【S4-f】、Prof. Niemann 氏【S5-f】、Dr. Mi 氏【S6-i】 

 －「就活期間」の長さと困難の大きさが比例――失業期間の長短と困難の大小をめぐって世代間格差 

   cf.) Dr. Welsch 氏【S1-f】――1 年前倒しの退職  Dr. Klinzing 氏【S7-i】――年金受給年齢に

達する 2008 年まで、合計 16 年間の長期にわたり不安定な雇用状態と６回にも上る失業状態を繰

り返す。 

 （職業としての成立を問わぬ）研究活動への強い志向性、「就活期間」の長さと困難の大きさが比例 

 

 

 

エイジェンシーによる観点から、同じ「適応」の類型に該当する事例の中にも、自身のライフヒストリー

への対象者本人による意味付与と評価の仕方次第で多彩なバリエーションが存在することを確認。 
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■「翻身」概念の比較・検討 

 

 

・以下、『日本人の文革認識』で福岡氏が唱える「翻身」概念の特徴を抜き出し（◆）、その対となるべき

比較事例（「ドイツ統一」と旧東独知識人）におけるレスポンスとなる論点を（◇）で表示する。 

 

＜社会変動について＞ 

◆個人であれ国家や社会であれ、各種の歴史には、その前後を画するような転換点がある。・・・本書では、そ

のような変化に対して、マスター・ナラティヴの転換という観点からアプローチする。（p.3） 

◆文革が、事後的な公的言説において全否定された歴史的事象だという点・・・一九八一年には中国当局によっ

て「完全な誤り」であったとの「歴史決議」が下された（p.15） 

◆知識人が、自らの社会構想を社会のなかで実現すべく選択する道が革命である。（p.32） 

◆いわばマスター・ナラティヴの変化は、それが大規模であればあるほど、その変化を内面化し主観的現実と

して受け入れられない人々を多く巻き込み、彼らを表向き大勢に順応させながら、揺り戻しの潜在勢力とし

て温存することになるのだ。（p. 406） 

◇「統一ドイツ」（1990 年 10 月）がその実、西ドイツによる東ドイツの併合であったことから、1990 年

代初頭から半ばにかけて、旧東ドイツ地域では「大学改革」の名の下に大規模な学科および人員構成の

改編（つまり、リストラ）が行われた。即ち、東ドイツ時代の大学システムは最も安易な方法で、従来

の西側システムがそのまま移植され、大学の組織および価値規範も大きく変化した。 

◇旧東ドイツ時代の常識はあっという間に取り払われ、西側システムに則した「再審(Überprüfung)」「評価

(Evaluierung)」を受け、政治的・イデオロギー的に不適切な人員は「清算(Abwicklung)」された。そうし

て、旧来の大半の人員が結果的に職を去ることになった。逆に、改編で新たに創出されたポストはもっ

ぱら西側出身者で占められたという。 

◇ここで、大きな困難を受けたのが、旧東ドイツ時代に大学で多数派を締めていた「中間教職員(Mittelbau)」

たちである。（「教授」という特別な地位は、ごく一握りの人間だった。） その要因としては、部局内

下位分野の再構成と配置人員数の劇的な転換（学科内における教授と中間教職員数の比率改変）、東側

イデオロギー色の強い専門領域の切り捨て、「東」側学界における「出版（Publikation）」文化の不在、

DDR 時代に獲得した学位の価値減衰が挙げられる。 

◇「ドイツ統一」により旧東ドイツ地域の大学を席捲した「大学改革」の荒波を見ていくと、社会と学問

（取り分け、社会科学という領域）、社会と大学研究者との関わりを強く考えさせられる。即ち、「社会

変動と知識人の運命」というテーマが立ち現れる。 

 

＜対象について＞ 

◆本書の対象は主として、当時の日本の大勢に抗して文革の理念に共鳴し、後に中国が下したそのような一義

的な結論を、そのまま受け入れることに抵抗を感じた人々である。（p.3） 

◆主として、国交正常化前後の「日中」に関わり文革期の中国にコミットした人々の語りをもとに記述する。（p.15） 

◆本書が対象とする記憶の語りには、認識の誤りという意識や、反省しているという語彙が乏しい。（p.35） 

◆そもそも、戦中の軍国主義的認識や振る舞いは、自ら求めて主体的に選択したものではなく（p.372） 

◇本研究の対象者は、基本的に当時の（東ドイツ）社会に順化・適応していたグループ。むしろ、職業キャ

リア面においては、当時、かなり自己実現を果たしていた人々として捉えられるだろう。また、必ずし

それでは、いよいよ福岡氏の「翻身」概念を上記の事例に適用すべく試みることとしよう。 
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も社会で何らかのイデオローグに強いコミットメントを持っているとは限らない。また、革新への方向

性を持つ動きは、飽くまで「体制内」の改革を志向していた。 

◇「統一」による体制変換、既存の価値観の転換は目の前で生じており、どこか遠く（対岸）で起こって

いる訳ではない。変化にはリアルタイムで影響を受ける一方、「大学改革」の結果は対象者の生活と直

結。「大学改革」後、自身の進退についての断が既に下された段階ではもう、思考停止したり、問題の

先延ばしをしている場合ではない。何らかの対応（就活→新たな「職業時間」への接続を試みるか、職

種は「研究職の継続」に固執するか決断）を早急にとらねばならない。事態の対抗相手として、西ドイ

ツをはじめとする西側社会が念頭にあるだろうか。（しかし、他方では憧れを孕んだ存在でもある。） 

◇対象者が「大学改革」と遭遇したタイミングについて。 

  「評価（Evaluierung）」での明暗要因は、対象者の語りの中では一様にブラック・ボックス。「所与

の結果」としてもたらされ、各人が根拠を推測。 …①年齢（ライフステージ）②テーマ（専門領

域、イデオロギー性の有無）、③西側とのネットワークの有無、④DDR 時代に担った政治的役割 等 

  ※例えば、本事例では①年齢（ライフステージ）に着目すると、若いコーホートほど再就職に有利な

結果が。しかし一方、「日本人の文革認識」事例では、「翻身」を達成したとされる対象者はむしろ

年かさのコーホートに顕著か。即ち、「歴史決議」による価値転換との遭遇した年齢も高い。その

点に「翻身」へと導くどのような要素が関係しているだろうか？ 

 

＜「翻身」概念について＞ 

◆マスター・ナラティヴの変化によって認識や態度の転換を迫られる問題的状況に着目し、それを機に生じる

個人誌上の特筆すべき変化を「翻身
ほんしん

」として独自に定義する。（p.5） 

◆歴史的認識転換にともなう根源的・個人的変化を意味するもの（p.16） 

◆「翻身」は、個人誌上の変化をポジティヴに意味づける主体的な概念だ・・・マスター・ナラティヴの転換

と個人誌上の変化の主観的意味づけというマクロとミクロの交差する点に着目する（p.17） 

◆否定された過去と受け入れがたい認識転換の過程とをポジティヴに語る用語として「翻身」を提起する（p.19） 

◆幅広い社会的・社会思想史的事象を比較可能なものにするだろう。（p.20） 

◆彼／彼女ら自身の主体的な変革の過程と意味づけの仕方を、一人一人の個別性において捉えることを重視す

る。（p.26） 

◆（バーガー=ルックマンによる）「翻身 alternation」は、日常的な知識在庫の拡充以上の全面性をもつ変化を

意味し、一過性の認識修正とは異なり持続的である。また、主体的選択性や操作性、あるいは従来の構造の

自明氏を崩す可能性を秘めた概念である。（p.31） 

◆変わり方自体に基づく類型化ではなく、自らの変化に対する当事者自身の語り方に注目し、集団との関係や

相互作用性などを重視する。（p.34） 

 なるほど、本事例における「適応」の５類型は「変わり方」に基づく類型として位置づけられるだろ

うか。しかし、新たな進路を選び取る形態を整理することで、その決定に関わる要素やタイミング、

エイジェンシーのあり方をより見やすくすることは出来たように思う。 

 「日本人の文革認識」事例では、以後、様々な団体間のせめぎ合いの中での変化が課題に。一方、本

事例では、それまでの準拠集団が解体・消滅。その後の「適応」はごく個人的なプロセスとなり、そ

のため、個人のリソースとその使い方が問題に。 

◆そこには単なる文革に対する認識転換とは異なる新しい価値評価が表れていることを見逃してはならない。
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それが本書でいう「翻身」の語りに他ならない。（p.388） 

◆自己と未来を変える志向性を持つもの（p. 409） 

◇「翻身」をめぐる一つ一つの記述はなるほどと思うが、実はとても欲張りな概念？とでも言えるだろう

か。全ての記述を満たす（満たせる）事例は実際には少なく、該当例を探す方が大変かも知れない。 

 例えば、「日本人の文革認識」の場合、調査数 23 件に対し、福岡氏が「翻身」事例とみなしたのは僅

か 4 件（＋2 件）に過ぎない。 

◇「翻身」の必要条件は開示されているが、何をもって事例の語りが「翻身」とみなされるのか、十分条

件がやや曖昧な感じがする。常に上記すべての記述を満たす必要があるのか？ それとも、一部は満た

さずとも良い（ダッシュ付きの「翻身」とみなせる）？ 「翻身」概念の運用が恣意的になるのを避け

るためにも、実用面での分かり易い基準があるとよいと思う。 

◇一方で、政治権力的な文脈使用によりネガティヴなイメージがつきまとう「転向」と区別し、飽くまで

過去の否定を受けた自己の変化をポジティヴに捉える未来志向をそなえるという「翻身」の性格は、あ

る日、突然の価値転換が生じたことで直面した困難を乗り越え、（ある程度の）歳月を掛けて新たな地

平を切り拓いた人々（調査対象者）への、著者＝福岡氏の温かい眼差しと言えよう。 

 

＜事例について＞ 

 

 

 

 

 

◆認識転換の受け入れ難さを経て、根源的・個人的変化として語られ「翻身」と見なし得る事例を特定してみ

たい。（p.388） 

累積的効果による長期にわたる「翻身」タイプの４ケース（p.389）――新島淳良：「中国派」との訣別、東雲

崇史：「理論や主義をドグマにしてしまう組織」から自由、絵鳩（石渡）毅：「思想改造」や「洗脳」を主体的

に意味づけなおす、只中友子：「複眼的な見方」をすべきという教訓（p.380～384）／再体験的・相互作用的な

「翻身」――宇都宮徳馬：変わらぬ自己を主体化、秋岡家榮：アイデンティティの変容（p.390～391） 

◆①当事者本人による明示性が高い、②文革期の中国に対しても文革に対しても強いコミットメントを伴う関

わり方をした、③その変化は十分に根源的・個人的変化と見なしうること、④自己の変化を積極的に意味づ

け、未来に向けた新たな行動に結びつけている。（p.389～390） 

◆変わったのは、事実に対する認知であり、絶対化していた対象に対する距離であり、対象化のための認識枠

組みである。（p. 399） 

◆かつての認識とは全く異なる地平に立てること、それが「翻身」の効果の現れの一つである。（p. 400） 

 

 

◇「認識転換の受け入れ難さ」という要件から先ず、「円満型」の 4 件が外れるだろうか。 

◇次に、「その変化は十分に根源的・個人的変化と見なしうること」「かつての認識とは全く異なる地平に

立てること」という要件からは、「研究職の継続」を実現した「降格型」3 件と「転職型」10 件が外れ

ることになるだろうか。しかし、専門分野のシフトによる積極的な適応など、「あのまま統一が来なかっ

本書の登場人物の多くは、文革評価の内容に関して、累積的な効果によってマスター・ナラティヴの

枠組みどおりの否定的な見方に転じながら、文革が提起した問題自体を高く評価した。またそれぞれ

の文革認識についていえば、認知的情報については、事後的に知った事実によって過去の事実を上書

きしながら、指令的情報・評価的情報の範囲でできるかぎりの再評価を試みる傾向があった。（p.398） 

では、比較事例の対象者 42 名の事例の中で、果たして「翻身」に該当するケースはあるだろうか？ 
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たら考えもしなかった変化」が該当すると考えるならば、一部の事例は排除を免れるだろうか。他にも、

「失意型」8 件も同様にみなすことが可能となるだろうか――飽くまで「研究職の継続」を目指し、そ

の結果、不遇であることを自ら選択したと考えるならば。 

◇更に、「自己の変化を積極的に意味づけ、未来に向けた新たな行動に結びつけている」という要件は、

エイジェンシーの問題として考えることが出来るだろう。そうしてみると、残っている類型＝「転身型」

18 件から該当する事例を探すことで最終的な答えが出るだろうか。ところで、インタビュー調査の最後

には必ず統一を振り返って、これまでのあなたの人生において「統一」をどのように評価するかを尋ね

てきた。ここで「統一」の評価として露わになった心情は、各人が「統一」とそれによりもたらされた

社会変動の困難を懸命に生きた結果――「エイジェンシー」の結果として立ち現れたものに他ならない。

即ち、「統一」への評価には、個人が持ち合わせる社会的資源とタイミングの問題とともに、エイジェ

ンシーのあり方が大きく関わっている。 

◇そうしてみると、「転身型」18 件の内、Dr. Türpe 氏【Tn08-f】（p.3）を筆頭にかなりの数が「翻身」に

該当する…と予想するが、さて、どうだろうか。「翻身」概念を提唱される福岡氏は、これらの事例を

どのように判断なさるだろうか？ これらの事例の中に「翻身」該当ケースは果たしてあるだろうか？ 

 

最後に、 

◇同じく（旧）共産圏のフィールド、20 世紀後半に起こった社会変動の影響を受けた事例を扱い、ともに

対象者がかつて依拠した規範や価値観を一旦、否定され、そこからの新たな適応を迫られたケース・・・

という研究テーマのご縁で、福岡氏の新著へのコメンテーターをお引き受けし、無謀にも、自身の研究

事例への「翻身」概念の応用を試みることに。 

◇一通り終えて、やはり感じたのは、「日本人の文革認識」の文脈の中ではピッタリ収まっていた「翻身」

概念が、今回のような別の事例では微妙に合致したり、しなかったりする点である。対象事例が異なれ

ば、それに応じて「翻身」概念のエッセンスを微妙に変更して適用する余地があるだろうか？ あるい

は、要件に何らかの適用条件を加えることで、問題を軽減できる可能性もあるだろうか。オリジナルの

概念としての「翻身」を生み出した福岡氏ならば、どのような解決策を考えられるだろうか？ 比較事

例における線引きを行うことで、「翻身」概念の中核をなす要件のラインがどこにあるかを明らかにす

ることが出来るのではないか。書評会ならではの特権で、「翻身」概念自体の他事例への適用可能性に

ついて著者本人（福岡氏）のご意見を伺ったところで、今回の多分に駆け足な事例比較作業を終えるこ

ととしたい。 

 

 ご清聴、どうも有り難うございました。 
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【表１】類型別事例一覧 

類型

番号1 
インタビュー対象者名2 出生年 性

別 

1990/91年 WSの時点 
HU在職期間 専門領域 

異動があった場合 研究職

の継続 所属部局 職位 理由 その後の職業状況 

E1-f Prof. Dr. Dieter Klein 1931 男 社会科学・政治学専攻 Prof. 1961～1999 政治経済学 退官 
(1999)左派党外部機関にて非常勤

職 
○ 

E2-i Dr. R 1940 男 社会学研究科 wOA 1965～2001 数学・統計学 退官 引退生活 - 

E3-i X3 1948 女 社会学研究科 wM 1987～勤続 
労働・ジェン

ダー 
- 

(1992)ベルリン・フンボルト大学にて

教授職 
○ 

E4-i K L 1954 女 社会学研究科 wOA 1980～勤続 
労働・ジェン

ダー 
- 

(1994)ベルリン・フンボルト大学にて

教授職 
○ 

K1-i Prof. Dr. Artur Meier 1932 男 社会学研究科 Prof. 1986～1997 教育社会学 退官 引退生活 - 

K2-f Y4 1951 女 社会科学・政治学専攻 Doz. 
1981～1997 

経済と労働 一時出向 
労働組合連盟→(2005)ベルリン・フン

ボルト大学にて学生顧問として勤務 
○ 

2005～勤続 

K3-f H B 1957 男 社会科学・政治学専攻 wA 

1986～1998 

政治理論 

解雇 学術機関（含むHU）で期限付き講師

として勤務→(2007)ハレ大学にて教

授職 

○ 
2004～2007 （任期切れ） 

Tk01-f Dr. Peter Ködderitzsch 1939 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1978～1992 運動論 転職 独立研究組織を設立 ○ 

Tk02-f Prof. Dr. Frank Unger 1945 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1990～1994 政治学 解雇 
アメリカ・カナダの大学に勤務→

(2005)ベルリン自由大学にて教授職 

<2008.6 死亡> 

○ 

Tk03-i Prof. Dr. Thomas Edeling 1948 男 社会学研究科 wOA 1974～1993 組織社会学 解雇 (1993)ポツダム大学・教授 ○ 

Tk04-f D. K. S. 1952 男 社会科学・政治学専攻 Prof. 1978～1998 
社会思想史→

政治学(東欧) 

解雇 客員教授を経て西側研究機関に勤

務→(2005)ウィーン大学にて教授職 
○ 

（任期切れ） 

Tk05-f Dr. Angelika Soldan 1953 女 社会科学・政治学専攻 wOA 1981～1991 哲学・倫理学 異動 
アメリカの大学で客員→(2000)テキ

サス大学にて准教授職 
○ 

                                                        
1
 各類型の事例ごとに対象者のコーホート順（出生年の古い順）に並べ、「円満型（E）」「降格型（K）」「転職型（Tk）」「転身型（Tn）」「失意型（S）」の頭文字を表すアルファベットに続けてケース番号を

振った。更に、この２つのコードに加えて、ハイフンの後に「i」あるいは「f」の文字を付け加えることで、その対象者が社会学研究科（Institut für Soziologie→“i“）出身なのか、それとも社会科学・政

治学専攻（Fachbereich Sozial– und Politikwissenschaften→“f“）出身なのかを副次的に示した。 
2
 本研究の中で対象者の氏名をどのように表記すべきか、インタビュー時に各々データ保護宣誓書とデータ使用同意書を交わした際、対象者本人の要望を確認した。ここでの名前の表記は、対象者が同意

したその形式に従ったものである。（なお、X 氏は態度を保留中。Y 氏は匿名を希望。） 
3
 対象者が氏名の表記に関する態度を保留しているため、暫定的に X 氏と記すことにした。 

4
 対象者は匿名を希望しているため、便宜的に Y 氏とした。 
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類型

番号 
インタビュー対象者名 出生年 性

別 

1990/91年 WSの時点 
HU在職期間 専門領域 

異動があった場合 研究職

の継続 所属部局 職位 理由 その後の職業状況 

Tk06-f Prof. Dr. Michael Brie 1954 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1980～1994 政治哲学 解雇 

いくつかの学術研究機関で勤務→

(1999)左派党外部研究機関にて常

勤職 

○ 

Tk07-i W K 1955 男 社会学研究科 wOA 1987～1997 
青少年研究→

犯罪学 

解雇 (1998)ベルリン市内の専科大学にて

教授職 
○ 

（任期切れ） 

Tk08-i Prof. Dr. Frank Ettrich 1958 男 社会学研究科 wOA 1983～1993 
社会学史→社

会システム論 
転職 (1994)エアフルト大学にて教授職 ○ 

Tk09-f Prof. Dr. S.Sch. 1958 女 社会科学・政治学専攻 wA 1988～1995 教育史 転職 

ベルリン市内の区役所に勤務＋非

常勤講師→(1999)ベルリン市議員→

(2007)ノイブランデンブルク大学にて

教授職 

○ 

Tk10-f Dr. Heike Graf 1959 女 社会科学・政治学専攻 wA 1986～1997 北欧研究 異動 (1998)スウェーデンの大学に勤務 ○ 

Tn01-i Dr. GO 1934 男 社会科学・政治学専攻 Prof. 1963～1990 
歴史学→平和

研究 
解雇 

独立研究所を設立＋ブランデンブル

ク州議会議員→(1998)引退生活 
× 

Tn02-f Prof. Dr. Wolfgang Richter 1940 男 社会科学・政治学専攻 Prof. 
1964～1992 哲学→平和研

究 

解雇 (1991)非営利団体を設立、活動→引

退生活 
△ 

(実質～1990) （任期切れ） 

Tn03-i Dr. Wolfgang Schumann 1942 男 社会学研究科 wA 1983～2000 都市社会学 転職 
民間の都市計画団体にて勤務→

(2005)引退生活 
× 

Tn04-i Dr. L.5 1944 男 社会学研究科 wOA 1972～1996 
方法論・社会

調査法 

解雇 (1997)産業医療部門・連邦行政機関

にて勤務→(2009)引退生活 
△ 

（任期切れ） 

Tn05-f Dr. Carola Wuttke 1947 女 社会科学・政治学専攻 Doz. 1973～1992 
哲学・共産社

会理論 
自主退職 

独立研究所に勤務→(2001)職業専

門教育→(2002)出版社にて編集 
△ 

Tn06-f Dr. Reinhard Hoßfeld 1948 男 社会科学・政治学専攻 wA 1973～1992 哲学 解雇 実用書の執筆→(1994)写真家 × 

Tn07-f Dr. Klaus Labsch 1948 男 社会科学・政治学専攻 wA 1983～1992 政治経済学 解雇 

研究者支援機関にて勤務→(2000)

青少年の職業訓練機関にて期限付

きで勤務 

× 

Tn08-f Dr. Andrée Türpe 1949 男 社会科学・政治学専攻 wOA 
1978～1996 

哲学→政治学 解雇 (1993)人材育成企業の設立・経営 × 
(実質～1994) 

Tn09-f Dr. LE 1949 男 社会科学・政治学専攻 wOA 1979～1991 
哲学→途上国

研究 
解雇 

輸出会社の設立→(1994)文化活動

の拠点として飲食店経営 
△ 

Tn10-f Dr. Jürgen Jünger 1951 男 社会科学・政治学専攻 wA 1990～1991 政治経済学 解雇 企業のための人材教育業務に従事 × 

                                                        
5
 Dr. L.氏とはインタビューを実施しておらず、書面による回答のみを得たため、この事例は参考的に扱うこととする。 
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類型

番号 
インタビュー対象者名 出生年 性

別 

1990/91年 WSの時点 
HU在職期間 専門領域 

異動があった場合 研究職

の継続 所属部局 職位 理由 その後の職業状況 

Tn11-f Dr. Dieter Zahn 1951 男 社会科学・政治学専攻 wOA 1979～1991 政治経済学 解雇 

PDS党の学術職員：ベルリン市→

(2002.03)連邦→(2002.11)一時的失

業→(2003)再び、左派党ベルリン市

にて勤務 

× 

Tn12-f Dr. Wilfried Ettl 1952 男 社会科学・政治学専攻 ? 1982～1992 政治経済学 異動→転職 
MPIで期限付きプロジェクト参加→

(1996)不動産会社に勤務 
× 

Tn13-f Dr. Lothar Hertzfeldt 1952 男 社会科学・政治学専攻 wA 1976～1992 哲学 解雇 失業→(1994)運送会社に勤務 × 

Tn14-f Dr. Wolfgang Dümcke 1953 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1985～1996 
哲学→政治経

済学 
解雇 

ケルン大学にて客員教授→(1998)

フィルム制作会社経営 
× 

Tn15-f Dr. Roland Dästner 1955 男 社会科学・政治学専攻 wA 1980～1990 哲学 転職 
(1990)旅行代理店→(2009)ポツダム

の専門大学にて講師 
△ 

Tn16-f Dr. Torsten Ehrke 1956 男 社会科学・政治学専攻 wA 1987～1991 技術社会学 解雇 

短期プロジェクトに参加→(1993)緑の

党／同盟 90の学術専門職：ブランデ

ンブルク州→(1998)緑の党：連邦 

△ 

Tn17-f Dr. Olaf Thomsen 1960 男 社会科学・政治学専攻 wA 1989～1990 哲学 異動 
大学外研究機関→(1993)フリー・ライ

ター 
△ 

Tn18-f Dr. Torsten Wöhlert 1961 男 社会科学・政治学専攻 wA 1989～1993 
アジア研究→

平和研究 
異動 

アメリカの大学で客員→(1996)新聞

社に勤務→(2002)ベルリン市行政局

にて勤務 

× 

S1-f Dr. Fritz Welsch 1926 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1966～1990 平和研究 解雇 早期退職～引退生活 - 

S2-i Prof. Dr. Georg Aßmann 1933 男 社会学研究科 Prof. 1968～1993 労働社会学 退官 
委託講師としての教育活動＋引退生

活 
△ 

S3-f Dr. sc. phil. 1934 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1978～1993 歴史学 解雇 
失業→(1998)引退生活＋郷土史研

究 
▲ 

S4-f Dr. Werner Wittenberger 1935 男 社会科学・政治学専攻 wOA 1990～1993 宗教と社会 解雇 失業→(1998)引退生活 × 

S5-f Prof. Dr. Heinz Niemann 1936 男 社会科学・政治学専攻 Prof. 1983～1992 
歴史学（労働

運動） 
解雇 予備年金受給→(1997)年金生活 ▲ 

S6-i Dr. Mi 1942 男 社会学研究科 wOA 1968～1992 産業社会学 解雇・障害 療養・引退生活 ▲ 

S7-i Dr. Klaus Klinzing 1943 男 社会学研究科 wOA 1965～1992 労働社会学 解雇 
短期の研究プロジェクトに関与→

(2007)引退生活 
△ 

S8-f Dr. K. 1945 男 社会科学・政治学専攻 Doz. 1967～1993 労働運動論 解雇 
失業状態：余暇的に地域史研究→

(2007)年金生活 
▲ 

 


