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序章 
 

1-1.問題設定 

 東京⼤学（以下東⼤）において、「東⼤⼥⼦お断り」のサークルが問題になっている。

これは東⼤⼥⼦の加⼊を禁じ、東⼤の男⼦と他⼤学の⼥⼦のみで構成される東⼤のインタ

ーカレッジサークル（以下インカレサークル）のことで、主にテニスやバドミントン、バ

スケットボールなどのスポーツサークルで多く⾒られる。東京⼤学本部学⽣⽀援課は 2016

年 3 ⽉、「性別などで東⼤⽣の加⼊を制限するサークル」に運営改善を求める⽂書を発表

した。だが実際に運営改善した例は少ない。東京⼤学新聞社が 2018 年 4〜5 ⽉、各サーク

ルに対し「東⼤⼥⼦からサークルへの参加可否を尋ねられたら、参加を認めるか？認めな

いか？」と性別による参加条件をアンケート調査したところ、23 のサークルのうち 3つの

サークルが参加を認めないと発表した。だが「参加できる」と答えたサークルも⼤々的に

公表しているわけではなく、特にスポーツのインカレサークルで、東⼤⼥⼦に対し⾨⼾が

開かれていないというのが現状である。2019 年 11 ⽉時点においても、東京⼤学教養学部

出版の『教養学部報』で東京⼤学副学⻑、教養学部⻑が「東⼤⼥⼦お断り」を懸念する事

態となっている。また興味深いことに、このようにインカレサークルで主催側の⼤学の⼥

⼦の加⼊を禁じる、もしくは居づらい雰囲気を作ることで実質的に排除するのは、偏差値

ヒエラルキーで上位に位置する早稲⽥⼤学や京都⼤学など他⼤でも多く⾒られている。 

 なぜ「東⼤⼥⼦お断り」という構造が⽣まれるのか。東京⼤学でジェンダー論を専⾨と

する瀬地⼭⾓は東京⼤学新聞社の取材に対し、「複数の過程で出来上がったもの」と推測

できるとしている。 

 

例えばサークル内で『男⼦から可愛がられる』⼥⼦的役割を積極的に引き受けようとする

他⼤⼥⼦と、そんなつもりはないという東⼤⼥⼦の間に⻲裂が⽣まれる。それは⾯倒くさ

いからというサークル構成員の理由もあるでしょう。また『お⾒合いサークル』としての

機能を考えれば他⼤学にも⾨⼾を開いた⽅が外⾒を意識した⼥⼦が集まります。『⾃分た

ちよりも学歴が低い⼥⼦を選ぼう』という東⼤男⼦の意識も働いているのかもしれませ

ん。 

 

 かく⾔う筆者⾃⾝も、⼤学⼊学時にインカレサークルから「東⼤⼥⼦は⼊れない」と⼊
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部をやんわり断られた経験がある。なぜ私たち東⼤⼥⼦は排除されなければいけないのだ

ろうか。 

 本稿では、上記の疑問を出発点として、東⼤インカレサークルで何が起こっているのか

調査した。具体的な調査⼿法としては、東⼤インカレサークルまたは学内サークルに所属

する男⼥へのインタビューと、その中の 1つのインカレテニスサークルの許可を得て実施

した活動観察である。その中で、「東⼤⼥⼦お断り」という構造の下でインカレサークル

は閉鎖性が保たれ、サークル運営は男⼦が中⼼で⼥⼦は周縁に追いやられる、また“ご飯

系”の仕事は⼥⼦が務めるといった、ジェンダー⾮対称な側⾯が多々観察された。よって本

稿では、対等な構成員同⼠で構成されるはずのサークル活動において、なぜこのようなジ

ェンダー⾮対称的な慣習が破られることなく維持されているのかを主な論点として提起し

たい。ジェンダー⾮対称性は性別で画⼀的に男⼦を優位、⼥⼦を劣位に置くジェンダー秩

序を⽣み出している点で問題であるにも関わらず、男⼥ともにこのジェンダー⾮対称性を

問題視していない者が多数派であった。男⼦は無批判に伝統を踏襲することで⾃らの優位

な⽴場を享受しており、⼀⽅で⼥⼦は不満を抱いておらず、たとえ不満を感じていたとし

ても何らかの意味づけによりその不満を押し込めていた。またこのジェンダー⾮対称性を

守る上で、「東⼤⼥⼦お断り」という閉鎖的な差別構造が⼤きく寄与していた。 

以下本稿では、第 2 章で調査の概要を説明し、第 3 章でインカレサークルにおけるジェ

ンダー⾮対称性の現状について明らかにする。第 4 章ではそのジェンダー⾮対称性が内部

からどう維持されているか、そして第 5 章では「東⼤⼥⼦お断り」という外部構造により

どう維持されているのかについて考察し、それぞれ改⾰を試みるものの失敗した例を詳述

する。そして第 6 章では考察とまとめ、今後の展望について述べたい。 

 

1-2.先⾏研究の検討 

1-2-1.ジェンダー秩序 

 東⼤インカレサークルにおけるジェンダーの⾮対称性を考察するため、社会学における

「ジェンダー秩序」の概念を援⽤したい。 

Delphy（1989）は、ジェンダー概念は男/⼥という⼆項対⽴のみで成り⽴つものではなく、

男⼥の序列という権⼒関係も含んでいると指摘した。江原（1995）は「男らしさ」と「⼥ら

しさ」という観点でのジェンダー概念と、男⼥間の権⼒関係である「性⽀配」を同時に⽣み

出す社会的実践として「ジェンダー秩序」を定義した。ジェンダーを現代社会の権⼒構造に
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おける重要な⼀要素とみなし、男⼥の社会構造の形成や変化をジェンダーと権⼒の視点か

ら考察する試みだと⾔える。⽻⽥野（2004，p.107）はこのジェンダー理解を前提とした上

で、ジェンダー秩序を「社会に通底する歴史的に構成された男⼥間の権⼒関係を表す概念」

と⾔い換えている。また江原（1995）は、ジェンダー秩序に関して論じる際に Connell の論

を引⽤している。「ジェンダー秩序」の主要構造としては分業、権⼒構造、カセクシス構造

の 3つが挙げられる（Connell 訳書，1993）。この「権⼒構造」に関して Connell は、社会

的権⼒が社会のどの領域においても男性によって独占されていることを述べている。そし

て更に単に権⼒が独占されているだけでなく、男性が権⼒を持つことを正統化する「男らし

さ」のイデオロギーも同時に成⽴しており、権⼒が重層的な性格を帯びていることを指摘し

ている。 

 更に江原（1995）は「性別分業」というジェンダー秩序を権⼒の視点から分析している。

「性別分業」は上下関係に酷似しており、活動の主体である男性と、その男性を下から⽀え

る⼥性という社会関係を⽣み出しやすいと江原は述べる。この⾮対称性は「男」により⼤き

な社会的実践能⼒を付与し、ジェンダー間の「資源」の不平等が実現してしまうという。江

原は、この例として会社組織における⼥性社員の⼥の⼦扱いについて⾔及している。また善

積・⾼橋（2000，p.61）は Komterの「隠された権⼒」の概念に注⽬して、夫婦間の権⼒構

造について分析した。Komterは、顕在的な対⽴を巡って具体化される「明らかなパワー」、

対⽴が表⾯化しないように裏⾯で作⽤する「潜在的パワー」、対⽴⾃体を⾃覚させないよう

に動く「不可視的パワー」の 3つに権⼒を区分していると善積・⾼橋は述べている。その上

で「不可視的パワー」、すなわち「隠された権⼒」は、家事分担等で対⽴が存在していない

ように⾒える夫婦の背景で作⽤する権⼒関係を可視化すると述べている。 

 東⼤インカレサークルにおいて観察された男⼦優位のジェンダー⾮対称性は、このジェ

ンダー秩序が具現化したものだと考えられる。しかし先述したように、ジェンダー秩序は社

会に出た男⼥、結婚関係を結ぶことにより経済的合理性で結ばれた男⼥を想定して論じら

れることが多い。社会に出る前の学⽣の間に存在するジェンダー秩序にはどのようなもの

があるのか。 

 

1-2-2.学⽣間で⾒られるジェンダー秩序 

 学校教育がジェンダー秩序を再⽣産しているという指摘は多く、教育現場におけるジェ

ンダー権⼒関係に焦点を当てた研究は多く存在する。上床（2011）は中学校において⽣徒が
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⾃主的に⽣成するジェンダー・コードに着⽬し、男⼦コードの存在が男⼥に距離を作り、男

⼦優位の上下関係を⽣み出すと指摘している。フォーマルな学校教育ではジェンダー秩序

の形成が回避されているにも関わらず、⽣徒が⾃ら性別コードを⽣み出して男⼦優位のジ

ェンダー秩序を維持していたと明らかにした。また⽊村（1997）は⼩学⽣を対象に授業の参

与観察を⾏い、教室における教師と⽣徒の会話、⽣徒単独の発⾔が男⼦による教室⽀配を⽀

えていると指摘した。⽒原（1996）もまた教室での男⼦⽀配構造に着⽬し、男⼦を授業に引

き⼊れるため⼥性を笑いの対象とする教師の戦略や、⼥⼦が教室を⽀配することを許さな

い男⼦の姿勢をあぶり出した。 

また、スポーツとジェンダー秩序に関する研究も多く報告されている。スポーツの現場で

は男性の⾝体的優位性が強く信じられており、森（2006）はスポーツによって⼥性が男性に

従属させられており、性別分業的な規範意識が再⽣産されていると指摘する。⽻⽥野（2004）

は中学校の柔道部に対するフィールドワークを通して、男⼥で異なる基準が⽤いられてい

ること、それ故に男⼦は⼥⼦から勝負される機会から逃れられ、普遍的な男⼦の⾝体的優位

性が保たれていることを明らかにした。また、森（2002）は⼤学の運動部員のジェンダー意

識を調査した。男性部員は「男⼥で能⼒差がある」、すなわち男性の⽅が⾝体的に優位であ

るという意識と同調して、⼥性部員より著しく性別分業を肯定することを指摘した。また⼥

性選⼿と⼥性マネージャーを⽐較すると、⼥性マネージャーの⽅が強く性別分業を肯定す

ることも明らかにし、これは「専業主婦的地位」に居続けることが影響していると推測して

いた。関（2018）は⼤学のアメフト部に属する⼥⼦マネージャーと男⼦選⼿の上下関係につ

いて調査した。そして男⼦選⼿優位の現状を報告した上で、⼥性の専⾨性を⾼めること、す

なわち⼥⼦マネージャーにトレーナーとしての専⾨性を⾝に付けさせることが⼥⼦マネー

ジャーと男⼦選⼿の対等な関係性の構築に寄与すると結論付けていた。 

 

1-2-3. 部活動・同好会・サークル集団におけるジェンダー秩序 

 ⼤学⽣の部活動・同好会・サークル集団に関する研究としては、サークルの活動内容や加

⼊率などの実態、所属動機、友⼈関係などの⼼理学的意義、リーダーシップ研究、そしてサ

ークル内の⼈間関係に関するものが挙げられる（新井・松井 2003）。しかしサークル内の⼈

間関係に関する分析は「驚くほど⽋落している」（酒井・安藤 1998，p.3）と指摘されてい

る。その中でもサークル内の暗黙のルール等を描き出した酒井・安藤（1998）の研究や、サ

ークル内の先輩後輩関係において後輩との敬語のやり取りが及ぼす影響を調べた濱（2002）
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など、先輩と後輩の上下関係に着⽬したものが⽬⽴っている。⼤学⽣の部活動・同好会・サ

ークル集団とジェンダー秩序を結びつけた研究としては運動部における⼥⼦マネージャー

研究（関 2018 など）が挙げられるが、未だ数は少ない。 

 

1-2-4.先⾏研究の問題点 

 このように、教育現場やスポーツの現場において男⼦優位のジェンダー秩序は多く報告

されている。しかしジェンダー秩序の研究は、あくまでも⾼校⽣までの学⽣か経済関係を結

んだ夫婦が対象であり、⼤学⽣を対象としたジェンダー研究は当⼈達のジェンダー意識調

査に留まっているものが多い（⻑津 1991，中井 2000 など）。また⼤学⽣の部活動・同好

会・サークル集団研究の分野においても同様で、活動内容やサークル内の⼈間関係、当⼈達

のジェンダー意識に関する研究（森 2002，2006）や⼥⼦マネージャー研究（関 2018）は

報告されているものの、サークル活動とジェンダー秩序を結びつけた研究はあまり⾒当た

らない。しかし本調査で明らかになったように、対等な構成員同⼠で構成されたサークルに

おいてもジェンダー秩序は観察されうる。⼤学⽣のサークル活動とジェンダー秩序を結び

つけることには、⼤きな意義があると⾔えるだろう。 

 

第 2 章.調査の概要 
 第 2 章では、調査の概要について説明する。 

 「東⼤⼥⼦お断り」を掲げる東京⼤学のインカレスポーツサークルの構造を分析する上

で、本稿では東⼤のインカレテニスサークル（以下テニサー）、もしくはインカレバドミ

ントンサークル（以下バドサー）に注⽬した。インカレサークルは東⼤男⼦と他⼤⼥⼦、

学内サークルは東⼤男⼦と東⼤⼥⼦によって構成されるサークルを指す。テニサーを中⼼

に扱った理由としては、「東⼤⼥⼦お断り」のスポーツサークルの中でテニサーが最も数

が多く、インカレサークルの特徴を最もよく体現しているとみなしたためである。⽐較対

象としてバドサーも調査対象に加えた。具体的な調査内容としては、インカレテニサーも

しくはインカレバドサーに所属する 17名に個⼈の半構造化インタビュー、学内のテニサ

ーもしくはバドサーに所属する 9名に対し 2〜3名ずつのグループでの半構造化インタビ

ューを⾏った。またインタビュー後に追加の質問が⽣じた場合は⽂書をやり取りして回答

をお願いした。インタビュー調査では、サークル活動に対し深く関わった者を対象とし

た。よってかつて所属サークルで代表を務めた、もしくは現在務めている男⼦と、役職に
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就くなどしてサークルの運営に深く関わった、もしくは現在関わっている⼥⼦に話を伺っ

た。他⼤⼥⼦はインカレサークルに所属する東⼤男⼦を通じて連絡を取った。またテニサ

ーfに対して 2019 年 8 ⽉から 9 ⽉までの 2ヶ⽉間、Tm6 さんに許可を得て、テニサーfの

練習⾵景を観察した。 

 また今回調査対象となった A〜E⼥⼦⼤学は全て都内の⼥⼦⼤学である。偏差値は A⼥

⼦⼤学が 60 以上、B⼥⼦⼤学が 60前後、C⼥⼦⼤学が 50 後半、D⼥⼦⼤学が 50前半、

E⼥⼦⼤学が 40 後半であり、偏差値順にアルファベットをあてた。 

 

 表 1 インタビュー対象者 

※「⼤学名/性別（male/female）/番号」によりコード化 

インタビュー対象者 所属サークル 性別 ⼤学 学年 

Tm1 バドサーa 男 東京⼤学 4 

Af1 バドサーa ⼥ A⼥⼦⼤学 4 

Tm2 バドサーb 男 東京⼤学 4 

Cf1 バドサーb ⼥ C⼥⼦⼤学 4 

Tm3 バドサーc 男 東京⼤学 4 

Af2 バドサーc ⼥ A⼥⼦⼤学 4 

Tm4 テニサーｄ 男 東京⼤学 4 

Af3 テニサーｄ ⼥ A⼥⼦⼤学 4 

Bf1 テニサーｄ ⼥ B⼥⼦⼤学 4 

Tm5 テニサーe 男 東京⼤学 3 

Df1 テニサーe ⼥ D⼥⼦⼤学 3 

Tm6 テニサーf 男 東京⼤学 4 

Df2 テニサーf ⼥ D⼥⼦⼤学 4 

Df3 テニサーg ⼥ D⼥⼦⼤学 4 

Tm7 学内バドサーh 男 東京⼤学 4 

Tf1 学内バドサーh ⼥ 東京⼤学 4 

Tf2 学内バドサーh ⼥ 東京⼤学 4 

Tm8 学内バドサーi 男 東京⼤学 4 
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Tm9 学内テニサーj 男 東京⼤学 4 

Tm10 学内テニサーj 男 東京⼤学 4 

Tf3 学内テニサーj ⼥ 東京⼤学 4 

Tf4 学内テニサーj ⼥ 東京⼤学 4 

Tm11 学内テニサーk 男 東京⼤学 4 

Tm12 テニサーf 男 東京⼤学 3 

Tm13 テニサーl 男 東京⼤学 4 

Tm14 テニサーl 男 東京⼤学 13 

 

表 2 調査対象サークル 

サークル名 所属⼤学（男⼦） 所属⼤学（⼥⼦） 男⼥⽐ ⼈数規模 

バドサーa 全⼤学 全⼤学（東⼤除く） 1 対 1 51〜100 

バドサーb 東京⼤学 C⼥⼦⼤学 1 対 1 51〜100 

バドサーc 東京⼤学 

（3 年⽣以上） 

A⼥⼦⼤学 

（1 年⽣以上） 

1 対 1 51〜100 

テニサーd 東京⼤学 A⼥⼦⼤学、B⼥⼦⼤学 1 対 1 51〜100 

テニサーe 東京⼤学 A⼥⼦⼤学、B⼥⼦⼤学、 

D⼥⼦⼤学 

1 対 1 100〜150 

テニサーf 東京⼤学 A⼥⼦⼤学、B⼥⼦⼤学、 

D⼥⼦⼤学 

1 対 1 51〜100 

テニサーg 東京⼤学 C⼥⼦⼤学、D⼥⼦⼤学、 

E⼥⼦⼤学 

1 対 1 100〜150 

学内バドサーh 東京⼤学 東京⼤学 1 対 1 51〜100 

学内バドサーi 東京⼤学 東京⼤学 7 対 3 51〜100 

学内テニサーj 東京⼤学 東京⼤学 1 対 1 100〜150 

学内テニサーk 東京⼤学 東京⼤学 1 対 1 100〜150 

テニサーl 東京⼤学 A⼥⼦⼤学、B⼥⼦⼤学 1 対 1 51〜100 

 

 
1  
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第 3 章.インカレサークルにおけるジェンダー⾮対称性の実態 
 第 3 章では、インカレサークルで観察されたジェンダー⾮対称性の実態を詳述したい。

インカレバドサー・学内サークルは「男⼥平等運営」である⼀⽅で、インカレテニサーは

⼥⼦を運営の中⼼から排除した「男⼦中⼼運営」であった。また更に、インカレテニサー

においては「男尊⼥卑ルール」や⼥性性の不⾃然な持ち上げといったジェンダー⾮対称性

が観察された。インカレテニサーで⾒られたこれらのジェンダー⾮対称性について、以下

詳述していきたい。 

 

3-1.運営⽅式 

3-1-1.男⼦中⼼運営 

これはインカレテニサーd、e、f、g 全てにおいて⾒られた。⼩さい物まで含めると東⼤

内にテニサーは数⼗個あるが、その中でも部員数が 100⼈を超える「4 ⼤」と呼ばれる⼤

規模サークルが存在する。テニサーd、e、gはその 1つである。これら 3つは数あるテニ

サーの中でも経験者男⼦の割合が⾼く、特に eは圧倒的な強さを誇っている。⼀⽅でテニ

サーfは 4 ⼤には含まれず、こぢんまりとしたサークルである。部員達はサークルの雰囲

気を「アットホームな感じ」と語り、「テニサーは怖い印象があったが fだから⼊った」と

語る 1 年⼥⼦もいた。 

テニサーeでは運営の中⼼代である３年⽣に役職を⽤意しているが、幹部 10⼈のうち７

⼈を男⼦、３⼈を⼥⼦が占めるというしきたりがある。テニサーeに所属し、⼥⼦であり

ながら特例的に役職に就いたDf1 さんは以下のように語る。なお、引⽤中の＊はインタビ

ュアーの発⾔を指す。 

 

Df1：⼥⼦はー、仕事、執⾏代だったら、サークルのテニスの練習を仕切る⼈達とかは、今

男⼥半分ずつくらいいるんですけど、幹部とかは、なんか、10 ⼈いるんですけど、今まで

基本は⼥⼦ 3 ⼈しか幹部いなくて。各⼥⼦⼤の⼈がなるんですけど、1 ⼈ 

＊：へー、男⼦多過ぎません 

Df1：あはは、そうなんです。（中略）⻑は基本男⼦って感じです。でも今年は、私たちの代

が男⼦が、少なすぎて、うふふ。だからイレギュラーで合宿の合宿⻑になって。なんか、⼥

⼦初めてみたいな 
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 Df1 さんは男⼦が少ないという理由で「イレギュラー」に合宿⻑という役職を務めている。

合宿⻑という役職を⼥⼦が務めるのは初めてのことだという。ここからはサークル運営に

おいて男⼦が⼥⼦を運営の周縁に位置づけ、男⼦のサポートをさせる構図が読み取れる。ま

たテニサーf においても⼥⼦は運営の周縁に位置づけられている。テニサーf では男⼥とも

に役職に就くものの、⻑は男⼦、副は⼥⼦が就くという決まりがあり、主な仕事は⻑である

男⼦が担当するという。さらにテニサーgでは、部⻑・隊⻑・企画⻑は男⼦、⼥⼦部⻑・⼥

⼦隊⻑は⼥⼦が務める。ここは部⻑と隊⻑というリーダー的な存在に男⼥が就いている点

で、他のサークルよりは⼥⼦も運営の中⼼に関わっていることが分かる。だが他にイベント

を企画する係がいくつも存在し、男⼥１⼈ずつ務めるが、主な仕事は男⼦が⾏い、⼥⼦はサ

ポート役に徹することがほとんどだという。これはテニサーdにも同じことが⾔える。代表

は男⼦が務めるものの、他に 10 個ほど存在する係や役職は男⼥が同じ数だけ任命される。

元代表の Tm4 さんによれば、テニス以外の⾏事をとりまとめるといった重要な役職は「仕

事のできる⼥⼦」を意図的に割り振るため仕事量は男⼥均等であった。しかし他の役職に関

しては「東⼤⽣ということもあり男⼦の⽅が仕事ができる⼈が多かった」ことから、結果的

に男⼦が多く仕事をしていたという。 

 

3-1-2.男⼥平等運営 

⼀⽅で、インカレバドサーa、b、cでは男⼥が平等に運営に関わっていた。バドサーaで

は会⻑を男⼦、副会⻑を⼥⼦が務め、その下に合宿係などの 11個ほどの係が存在する。係

⻑は基本的に男⼦が務め、残りの部員は⾃らの希望に基づいてそれぞれの係に就き、係⻑の

指⽰の下運営に関わるという。かつてバドサーaで副会⻑を務めた Af1 さんは、あくまでも

「私たちの代は男⼦が係⻑」だと語っていた。それは「東⼤に関するものは東⼤⽣絶対」で

ある必要があるためだといい、係⻑を男⼦が務める理由を性別ではなく⼤学の違いと捉え

ていた。また Af1 さんは下の代は⼥⼦が⻑を務めた係もあることを明かし、係⻑を男⼥ど

ちらが務めるかは「臨機応変、代ごとに」に変わると語った。よってバドサーaでは係⻑と

いう中⼼的役職は男⼦が就くことが多いものの、それは⼤学の違いが理由にすぎない変動

的なもので、⼥⼦も中⼼的に運営に関わっているという意識を持っていることが分かる。こ

れは Af1 さんが男⼦の仕事ぶりを「適当」と語ったことからも読み取れる。 

 

Af1：（男⼦は）意外と適当。うん、なんか幹部代の時に Tm1（元代表の男⼦）とかと仕事を
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してたんですけど、仕事してない⼈もいたので。抜けてるなあみたいな、Tm1 も同じような

状況、あはは。終わった後は全然来なくなる……忙しいのもあるけど 

 

 バドサーaでは会⻑を男⼦、副会⻑を⼥⼦が務め、Af1 さんは「Tm1 とかと仕事をしてた」

という表現で語った上で、元代表である Tm1 さんまで含めた男⼦の仕事⾯について「抜け

てる」と指摘した。これは男⼦と対等な⽴場で運営に取り組んでいたことの表れと読み取れ

る。 

バドサーbでも、執⾏学年の役職は男⼥平等に割り振られている。男⼥キャプテン、男

⼥部⻑が存在し、この他に新歓や合宿など 10個ほどの係があるが、どれも男⼥⼀⼈ずつ

割り振られている。元代表の Tm2 さんは「仕事は基本的に平等に割り振られてるけど、

まぁ男⼥間によるかな、男⼦が仕事しない⼈なら⼥⼦がするし、また逆も然りって感じ」

と語り、男⼥が対等に運営に関わっていると⾔える。 

またバドサーcにおいては、むしろ⼥⼦が男⼦よりも強い実権を握る構図が伺えた。バド

サーcは、3 年⽣以上の東京⼤学の男⼦と、1 年⽣以上の A⼥⼦⼤学の⼥⼦で構成されてい

る。本郷キャンパスを中⼼に活動する「本郷系」１のサークルであるため、男⼦は 3 年⽣以

上しか⼊れないことが特徴である。強さの⾯では aと bに劣るものの、⼈数 80⼈ほどとい

う規模の⼤きなサークルである。バドサーc には 4 役と呼ばれる中⼼的な役職と、合宿係、

ウェブ係などの 10個ほどの係が存在する。4役は男⼥キャプテン、男⼥副キャプテン、飲

み会を仕切る男⼥チーフ、会計主任（男⼦）、シャトル主任（⼥⼦）の 8名で構成され、運

営の中⼼を担う。係は男⼥関わらず⼀⼈ 2〜3 役兼任する。また興味深いのは、c の元代表

Tm3 さんが、運営に関しての男⼥の対⽴について語った場⾯である。 

 

＊：仕事の分担も男⼥平等にやってる感じですか？ 

Tm3：普段の会計とかシャトルとかは割と平等だけど、男⼦が 3 年からしか⼊れないのもあ

って、イベントは⼥⼦が中⼼かな。そのせいで男⼥が割とバトる（＝揉める） 

＊：バトる、あはは、それって⼥⼦が勝つことが多いの？ 

Tm3：うん、男⼦が⼀度も経験してないイベントの係とかもあるから、多いね。（男⼦が）

⼤体ボコられる（＝やりこめられる）、はは。仕事しなくてごめんなさいって感じ 

 

バドサーcでは会計やシャトルなど、練習に関する仕事は男⼥平等に⾏っているが、「男



13 
 

⼦が 3 年からしか⼊れない」ことから、イベントは 1 年⽣からサークルに関わっている⼥

⼦が中⼼となって運営されると語る。バドサーcでは同期の設定の仕⽅に特徴がある。A

⼥⼦⼤学の 1 年⽣⼥⼦に男⼦の同期はおらず、A⼥⼦⼤学の 2 年⽣⼥⼦と東京⼤学の 3 年

⽣男⼦が同期となるという。⼥⼦側からすると 1つ年上の男⼦が同期になるというねじれ

た構造になるが、⼥⼦の⽅がサークル歴という点では 1 年間先輩であるため、学年の差を

経験の差で釣り合わせるそうだ。運営では男⼥が「バトる」場⾯も⾒られるようだが、

「仕事しない」男⼦が⼥⼦に「ボコられ」、⼥⼦が勝利することが多いという。ここでは

男⼦よりむしろ⼥⼦の⽅が深く運営に関わり、時には男⼦より強い⼒を有する構図が伺え

る。 

上述の通りインカレサークルにおいては、テニサーが男⼦中⼼運営、バドサーが男⼥平

等運営という顕著な結果となった。では学内サークルの運営はどう⾏われているのだろう

か。 

数⼗個あるインカレテニサーに引きかえ、学内のテニサーは 2つしか存在しない。jと k

である。jは⼀学年 100⼈を超える程の⼤規模サークルで、初⼼者の受け⼊れを多く⾏っ

ていることに特徴がある。⼀⽅で kもまた jと張り合う規模の⼤きさを誇りつつ、準部活

的な練習を⾏っており、「4 ⼤」に引けを取らないテニスの強さが特徴的である。学内テニ

サーjでは男⼦の代表がトレリー、⼥⼦の代表が⼥⼦代表という役職に就き、会計や広報

といったその他の係は初⼼者か経験者か考慮された上で、男⼥均等に役職が割り振られて

いる。男⼥の仕事量に差は無く、jに所属している 4 年⼥⼦ Tf4 さんは、男⼦、もしくは

⼥⼦に仕事量が偏るかという問いに対し「少なくとも jはないと思う」「あんま男⼥意識し

ないかなぁ」と回答している。また学内テニサーkも同様で、男⼦キャプテンと⼥⼦キャ

プテンが存在し、男⼥キャプテンを含む 7個の役職のうち 4つは男⼦、3つは⼥⼦が務め

るという決まりがあるという。だが仕事量に男⼥の差があるということはなく、元男⼦キ

ャプテンの Tm11 さんは「男⼦でも⼥⼦でもがんばる⼈はがんばるしがんばらない⼈はが

んばらない感じ（原⽂ママ）」と回答している。 

バドサーに関しても、学内サークルは 2つしか存在しない。学内バドサーhは 100⼈以

上、iは 70〜100⼈と規模はやや異なるものの、どちらも存在感のあるサークルである。h

では男⼦の代表がトレリー、⼥⼦の代表が⼥⼦代表という役職に就き、その他会計などの

役職に男⼥各 1〜2名ずつ任命される。男⼦が仕事を多く務めるという慣習はなく、男⼥

関わらず仕事が分担されるという。これに関して元男⼦代表である Tm12 さんは「仕事し
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ない奴は仕事しない、する奴はする」と語り、学内テニサーkの Tm11 さんと同様に、仕

事量の差を性別でなく個⼈差で捉える姿勢が伺えた。また学内バドサーiはリーダーに男

⼦、サブリーダーに男⼥⼀⼈ずつ任命し、残りの係はサークルに関わる頻度の多い⼈から

任命されていくという。元代表の Tm8 さんによれば、役職を持つ男⼥⽐は男⼦の⽅がや

や多く、仕事量は男⼦の⽅が多いが、これは iの男⼥⽐が 7：3 と男⼦に⼤きく傾いている

ことに起因しているという。これは男⼥⽐が 1：1 であるにも関わらず、⼥⼦の幹部を認

めないインカレテニサーとは背景が異なる。 

 よって本研究の調査では、インカレバドサー・学内テニサ−・学内バドサーは男⼥平等

運営であった⼀⽅で、インカレテニサーは男⼦中⼼運営であることが分かった。数⼗個あ

るインカレテニサー全てを調査対象にすることは難しく、今回は「4 ⼤」と呼ばれる⼤規

模サークルから 3つ、「4 ⼤」ではない中規模サークルから 1つ抽出して調査した。⼀⽅で

学内テニサー・バドサー、インカレバドサーは、数の少なさからほぼ全てのサークルを調

査対象とした。よってインカレテニサーが普遍的に男⼦中⼼運営であるとは⾔いがたい

が、学内テニサー・バドサー、インカレバドサーの多くは男⼥平等運営であると⾔える。 

 

3-2.「男尊⼥卑」ルール 

男⼦中⼼運営というジェンダー⾮対称性に加え、別の性別分業構造が観察されたのが、筆

者が活動を観察する機会を得たテニサーf である。元代表の Tm6 さんに許可を得て、2019

年 8 ⽉から 9 ⽉の 2ヶ⽉間、練習⾵景を観察した。テニサーfの練習には外部のコートを借

り、週に 4回男⼥が混ざって練習する「外練」と、週に 1回駒場キャンパスのテニスコート

で男⼦のみが練習する「駒練」、⽉に 1回⼥⼦のみが⾏う「⼥⼦練」の 3つがあり、「外練」

と「駒練」の 2つを主に観察した。 

テニサーfは東京⼤学の男⼦、A⼥⼦⼤学、B⼥⼦⼤学、D⼥⼦⼤学の⼥⼦で構成され

たインカレテニスサークルで、今年で創⽴ 43 年⽬を迎える。各学年男⼦ 15⼈、⼥⼦ 15

⼈の 30⼈からなり、総勢 80⼈程度の中規模サークルである。練習頻度は先述したとおり

週 4〜5回で、明確に曜⽇を決めて練習している。これは不定期に練習が⾏われることの

多い⼤規模サークルと⼤きく異なる点で、このしっかりと練習できる環境を求めて⼊る部

員は多い。1 年⼥⼦に話を聞くと、上⼿くなりたいという向上⼼を持ってテニサーfを選ん

だ者が多く、「週 4回、しっかりと曜⽇固定で練習できるとこがいいなって」「fに⼊って

良かったなって思います」という語りが複数⾒られた。 
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まずは筆者が観察した「外練」と「駒練」の練習の流れを紹介する。テニサーfの「外

練」は、外部のコートを借りて⾏われる。練習時間は 2時間で、初めから最後までみっち

りと練習メニューが組まれている。男⼦ 20〜25⼈、⼥⼦ 15〜20⼈ほどが毎回の「外練」

に参加している。男⼦は 3分の 1 ほど、⼥⼦は数⼈しか経験者がおらず、初⼼者が多いこ

とから、「外練」での練習メニューは⾮常に基本的なものとなっている。 

「外練」ではまず全員が輪になり、fの代表である部⻑が部員を 2つのグループに分け

る。「○○1班、××ー1班、△△は 2班……」といったように、部⻑が輪になった全員の

顔を⾒ながら班分けをする。男⼦は主に名字やさんづけ、⼥⼦は下の名前やちゃんづけで

呼ばれており、呼ばれた側は「はーい」と緩い返事をしていた。この班分けは学年と性別

が釣り合うように⾏われ、テニスの実⼒差は考慮しないという。班に分かれると、初めは

クロスラリーである。ストレートの球を 2⼈で打ち合う基礎打ちのようなものだ。「○○

とー、××、△△と、▲▲……」というように、その班で⼀番上の役職に就く者がクロス

ラリーの組み合わせを指⽰し、指⽰されたペアで 3回ほどコートに⼊る。この際のペアは

下学年の⼥⼦と上学年の男⼦が組むように決められている。上学年の男⼦はまだ初⼼者の

1 年⼥⼦に対して優しく打つなどの配慮を⾒せる。⼀⽅で男⼦同⼠のペアは思い切り打ち

合い、互いに「お前上⼿くなったな」などの声かけをすることが多い。 

クロスラリーが終わると、次はノックである。執⾏代である 2 年の男⼦が球を出し、そ

れを⼀⼈ずつ打っていく。打つ順番は特に決まっていないようだが、上学年の男⼦から打

っていくようだ。⼀番の初⼼者である 1 年⼥⼦が打つ順番が来ると、ノックを出す側の男

⼦が「打てるよー」「ナイスショ」などと優しく声かけをして緩いボールを打つ。 

ノックの後はサーブ練習である。班の中で更に 2グループに分かれ、⽚⽅のグループが

サーブをひたすらに打つ。サーブを打たない⽅のグループはコートの反対側で構え、サー

ブを打ち返したりボールを拾い集めたりしていた。サーブを打つ順番は決められておら

ず、各⾃でボールを 2〜3個ポケットに⼊れ、空いたスペースから打つ。 

サーブ練習の後に 10分程度の休憩を挟み、ボレーの練習となる。ボレーとは、相⼿か

らのボールをネット際でノーバウンドで返す打ち⽅だ。ここでも球出しは執⾏代の男⼦が

担当し、球出し以外の部員が球拾いを担当する。ボレーは難しい打ち⽅であるため、上⼿

く打った者に対しては「○○ナイスショー」と声が⾶び、苦⼿な者に対しては「もうちょ

いもうちょい−」などの声かけが先輩男⼦部員からなされていた。特にまだボレーが打て

ない 1 年初⼼者⼥⼦に対しては、「いけるいける！」「今の上⼿かった！」などのように優
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しい声かけが⽬⽴った。 

ボレー練習を終えると、最後に勝ち抜き戦が始まる。これはチーム内で 2グループに分

かれ、列に並んで⼀⼈⼀球ずつ打ち合い、点を取られた者から列を抜けていくというゲー

ムである。全員列を抜けたらそのグループは負けである。⼀⼈⼀球ずつなので、そこまで

厳しい球は打たれず、楽しそうに打ち合いが続く。「○○さん、しっかりー」など、後輩

男⼦から先輩⼥⼦に対する声かけも⽬⽴ち、⾮常に楽しそうに練習を終える。 

練習後はアフターと呼ばれる⾷事会がある。このお店は近所のファミリーレストランや

カレー店になることが多く、ノンアルコールになることがほとんどだという。練習中に部

⻑が席の予約を⾏う。練習の参加⼈数をアフターの参加⼈数と同等とみなしていたことか

ら、ほとんどの部員がアフターに参加するようだった。 

「外練」の⼤まかな流れは以上である。次に「駒練」について述べたい。「駒練」とは駒

場キャンパスにあるコートで⾏われる練習のことだ。東⼤が所有するコートは学内の⽣徒

しか使えないため、テニサーfにおいて「駒練」の参加者は男⼦のみである。コートの端で

着替え始めたり、練習前に男⼦同⼠で⾃由に打ち合っていたり、男⼦校のテニス部のような

印象を受ける。「駒練」でも基本的な練習の流れは「外練」と変わらない。だが⼥⼦が混じ

る「外練」とは異なって基本的に⼿加減をすることなく、男⼦同⼠で本気で打ち合っている。

速い球を打つと「おおー」と感嘆の声が漏れるなど、お互いのプレーを認め合うシーンが

多々⾒られた。先輩が後輩にプレーを教える場⾯も「外練」より頻繁に⾒られた。練習の合

間の会話でも、どうすればテニスが上⼿くなるかという、テニスへの向上⼼にあふれた話が

⾮常に多かった。「駒練」の後はアフターが⾏われることはなく、部員達は各⾃で⾷堂やラ

ーメン店に向かっていた。 

練習の流れは以上である。以下、性別分業体制に着⽬した上で、テニサーfについて特筆

すべき事項について記述していきたい。なお本⽂中の会話は、全てフィールドノーツより引

⽤した。 

テニサーfでは、性別ごとに細かい役割分担がなされている。例えば⾷事の席において先

輩男⼦の飲み物をドリンクバーにつぎに⾏くのは 1 年⽣の⼥⼦、コートの整備は 1 年⽣の

男⼦が担当するなど、その役割は⾮常に多岐にわたっている。以下の⽂章は、このような性

別分業に対し疑問を抱いた 2 年男⼦ Tm12 さんが会議の資料として作成したものの⼀部で

ある。 
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現時点における男⼦と⼥⼦の仕事の割り振りと期待される役回り 

１男 

・ボルバ（筆者注：ボールが⼊った袋）とカゴの管理 ・コート整備 ・ジャグ（筆者注：

部員が飲む⽔が⼊った⼤きな⽔筒で、⾮常に重い）の保管 ・合宿時のジャグの⽔汲み ・

コートの準備（ネット上げ、ボール配置） ・球⽌め ・試合時の主審副審 ・お酒を飲ん

で盛り上げる（たくさんお酒を飲めるのがかっこいいという⾵潮⾃体疑問） ・球出し 

１⼥ 

・球受け球拾い ・ストストの球渡し ・⼀⼥弁当２ ・合宿時のご飯準備（朝昼晩全て） ・

合宿時のコンパ準備 ・コンパ時の酒注ぎ、料理の取り分け ・スコアブックの記⼊ ・サ

ークルに華を添える（テニスの技術や知識は⼆の次） ・気配りができる可愛い後輩 

 
 これを⾒ると、テニスサークルとしての主な活動である練習に深く関わる仕事、コート
整備などの⼒仕事は男⼦が担当し、その男⼦をサポートする仕事、⾷に関する仕事は⼥⼦
が担当すると分かる。これは fの部員である 2 男 aさんが「年功序列男尊⼥卑ルール」と
端的に表現していた。なおこれ以降テニサーfの活動観察中に会話した部員は、学年・性
別・⼩⽂字アルファベットで表記する。例えば「2 男 aさん」とは、「2 年⽣の男⼦の aさ
ん」という意味である。 
 
＊：男⼥で⾊々ルールがあるって聞いたんですけど 

2 男 a：ああ、男尊⼥卑年功序列ルールね 

＊：…………！（絶句） 

2 男 a：なんか、⽔くむとかは、さすがに⾃分でやるよってなって形骸化しつつあるんで

すけど、でも OBが来るとそうもいかなくて 

＊：へー、⼤変だ 

2 男 a：なんか社会⼈の OBとか来ると、社会⼈のルールを輸⼊してきたりするんですよ。

乾杯の時は必ず⾃分のグラスを下にするとか、⾔われたら守らなきゃいけないし 

（フィールドノーツより） 

 この「年功序列男尊⼥卑ルール」は「形骸化しつつある」そうだが、「OB」の前では「そ

うもいかない」という語りから、伝統として堅く守られていることが分かる。以下、実際に

筆者が観察した分業体制をフィールドノーツより記載する。 

 

ボレーの練習。球は 1 年男⼦が素⼿で受け⽌め、1 年⼥⼦のラケットの上に置くというルー
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ルらしい。球はスピードが速いことも多く、結構危なそう。重くて危険は男⼦、という⾔葉

が思い出された。先輩男⼦、⼥⼦はコートの後ろで談笑している。2 年⼥⼦も球拾いをして

いる。前線で 1 年男⼦が受け⽌めた後は、2 年⼥⼦も球拾いに参加することも多い。 

 

ボレーに限らず、通常のストロークの速い球であっても男⼦が素⼿で受け⽌め、⼥⼦が構

えたラケットの上にボールを置く構図は変わらなかった。この速い球は⾝体に当たるとか

なり痛く、上⼿く球が捕れなくて「苦⼿なんだよ」と呟き⼥⼦から笑われる男⼦もいた。球

を素⼿で受け⽌めるのは性別にかかわらずきつい役割であると⾔える。だが当時の代表が

語った「重くて危険」は男⼦、「ご飯系」は⼥⼦という⾔葉通り、向き不向き等にかかわら

ず性別で役割分担なされているのが現状である。このように、テニサーfには男⼦中⼼運営

に加え、より細かな性別分業体制が⾒受けられた。男⼦中⼼運営や男⼥別の役割ルールは、

“男が仕事、⼥が家事”という性別分業の構図を⼤学⽣のサークル活動に落とし込んだ形と⾔

えよう。 

 

3-3.⼥性性の持ち上げ 

更に興味深いのは、複数のインカレテニサーにおいて、男性に庇護されるべき存在かつ男

性より知能で劣った存在という⼥性性が不⾃然に持ち上げられていたことである。 

 

3-3-1.ちやほや⽂化 

以下は、テニサーdに所属する⼥⼦である Bf1 さんに東⼤男⼦への印象について尋ねた

ところ、「ちやほやしてくれる」と返した際の語りである。 

 

Bf1：結構ちやほやしてくれたりもするので 

＊：ちやほやしてくれたり！？ 

Bf1：なんか結構 dは⼥の⼦に優しくて。お⾦の傾斜だったり扱いがお姫様チックって⾔う

か 

＊：えー具体的にどんな感じですか 

Bf1：優しいんですよ、なんかとにかく。結構なんか 4 年⽣とか 3 年⽣になるとババアとか

⾔うんですけど、結構下学年の男の⼦はいやいやお姫様お姫様、3姫 3姫ってばばあじゃな

いって。結構ちやほやしてくれます、うふふ 



19 
 

＊：じゃあ⼀⼥（＝1 年⽣の⼥⼦）可愛がられるみたいな 

Bf1：それがずっと続くって感じ、ずっとっていうか、同学年にはさすがに続かないけど下

が持ち上げてくれる、結構なんだかんだ 1 ⼥気分ではないですけど、そういう扱いをして

くれるサークル 

（中略） 

Bf1：普通に練習の時とかも、⼥⼦に合わせてくれたりする。ラウンドとかって、やるんで

すけど、基本的に⼥⼦と打ったりするのってあんま男⼦とかもあんまり、練習にならないじ

ゃないですか 

＊：ショットの威⼒が全然違いますもんね 

Bf1：そうですよね、でも全然普通に、⼥⼦優先してやってくれたり、男⼦も男⼦で別のコ

ートで打てるから外練は⼥の⼦のためにやろうみたいな、⾵潮がありますね 

 

 Bf1 さんは「お⾦の傾斜」や下学年男⼦からの「姫」という呼ばれ⽅、「荷物持ってくれ

る」などの「お姫様チック」な扱われ⽅、普段の練習で⼥⼦が優先される⾵潮から、⼥⼦

は男⼦に「ちやほやされて」いると語る。この「ちやほや」は⼥⼦の“庇護されるべき⼥の

⼦らしさ”を強調し、それを守るという⾏為で男⼦が⼥性性を⾼く評価していると解釈でき

る。 

 テニサーfでも同じことが⾔える。先述したとおりテニサーfには「男尊⼥卑ルール」が

存在する。この男⼥別のルールには男⼦が⻑を務め⼥⼦が副役職に就いて男⼦をサポート

するという男⼦中⼼運営も含まれていると考えられる。だが男⼥別ルールについての意⾒

を 8名の⼥⼦部員に尋ねたところ、この運営⽅式の性差について⾔及した者はおらず、男

⼦が練習で危険な役割を担って“くれている”ことへの感謝の⾔葉が語られた。 

 

＊：男⼥別でルール決めてることについてどう思う？ 

1 ⼥ d：私はー、適材適所の役割分担だなって思いますよ。やっぱ男⼦の⽅が⼒あるし、

男⼦がボール捕って、残りを⼥⼦がやるのが効率いいし 

 

＊：男⼥別でルールが決められていることについて何か感じたりする？ 

2 ⼥ b：えー、何も思わないですね。練習ではほとんど男⼦にやってもらってるし、ボー

ル捕るのとか、やっぱ怖いし、（⼥⼦は）それぐらいやらなきゃって思います 
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＊男⼥別のルールについてどう思いますか 

4 ⼥ a：私⼥⼦校で、中⾼時代バドミントン部だったんですけど、ネット⽴てとか球拾い

とか全部⾃分達でやってて、だから最初は違和感がすごくあって 

＊：分かります、私もバド部だったので 

4 ⼥ a：ですよね。だけど f に⼊ってボール捕りに⾏ったら、危ないからやんなくていいよ

ーって⽌められることも多くて。違和感もあったんですけど、やっぱり怖いし、男⼦がや

ってくれるならありがたいなみたいな 

（フィールドノーツより） 

 この 3つの語りに⾒られるように、男⼦の役割はサークル運営やコート整備、球出しな

ど多岐に渡るにも関わらず、「球⽌め」という物理的に危険な⾏為のみに焦点が当てられ

ている。ルールを受容している⼥⼦は、この「男尊⼥卑ルール」を「重くて危険」かつ

「怖い」仕事を“やってくれている”男⼦に感謝すべきものと捉えている。これは男⼦が危

険な仕事から⾃分達⼥⼦を守ってくれているという意識が根底にあるだろう。だが筆者の

友⼈であるテニス経験者によれば、コートのエンドラインで球を素⼿で受け⽌めるという

⾏為はあまりなされず、壁やネットに当たって威⼒の無くなった球を拾い集める⽅がポピ

ュラーであるという。よってエンドライン付近に⽴ちボールを素⼿で受け⽌めるという

「球⽌め」は、球拾いの危険性を上げることにより、男⼦が⼥⼦を守るという象徴性を強

調していると指摘することもできるのではないか。 

また「球⽌め」に関わらず、テニサーfで「重くて危険」と判断されているコート整備

や球出しの仕事は、テニスプレーヤーなら男⼥問わず取り組むべき雑⽤だろう。テニサー

dで⾒られるようなストレートな「ちやほや」⽂化は⾒られなかったものの、「重くて危

険」とみなされた仕事は男⼦が担当することで、⼥⼦を過剰に守ろうとする構図は、男性

によって庇護されるべき存在という⼥性性を強調していると⾔える。またここでの庇護と

はコートの後⽚付けなどの“⼒仕事”は男⼦が担当する、⾷事会などの⽀払いは学年問わず

男⼦が多めに払う、といった対等なテニスプレーヤー同⼠としては考えにくい⾮対称なも

のであった。しかし⼥⼦はこれに違和感を覚えることはなく、「やってもらってる」「優し

いんですよ、とにかく」と、男⼦の優しさとして好意的に捉えている。確かに⼥⼦からし

てみれば⾦銭⾯・⾁体労働⾯の負担を男⼦に肩代わりしてもらっているため感謝の念を抱

きがちだろう。しかし男⼦が庇護して“あげる”存在として⼥⼦を位置づけている点で男⼥
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に上下関係が⽣まれており、ジェンダー平等性の観点からすれば違和感を覚える構図とな

っている。 

 

3-3-2.バカいじり⽂化 

また加えて、インカレテニサーにおいて⼥⼦は、男⼦に庇護されるべき存在であると同

時に男⼦より知能で劣っていることで持ち上げられる。テニサーdに所属する Bf1 さん

は、男⼦との会話中に「バカ」といじられる経験について語った。 

 

Bf1：うちら結構バカバカバカバカ⾔われたりするんですけど 

＊：バカバカ⾔われるんですか 

Bf1：全然⾔われますよ、でも全然ネタで、B⼥〜 

＊：これだから〜みたいな 

Bf1：そうですそうです、みたいな、いや本当にみたいな感じなんですけど、悪い気はしな

いんですけど 

 

 Bf1 さんは男⼦からの「バカ」という発⾔は「全然ネタ」であり、「悪い気はしない」と

笑顔で語っていた。またテニサーfに所属するDf2 さんも、漢字に関して男⼦から⾺⿅に

されるいじり体験について語っていた。 

 

Df2：あはは。なんか、何て⾔ったらいいんだろう……⾃分で⾔うのもアレなんですけど、

結構、私が本当に抜けてるのもあるんですけど、そういうのもあって、なんか、この漢字分

かるとかいう質問とかされたり。あはは 

＊：何やってんの f の男⼦ 

Df2：あはは。 本当に分かんなくて。えーみたいな漢字ばっかり。なんかふとした時にやっ

ぱアホだよねみたいな感じは（とにかく笑いながら）。それがやっぱり仲良くなる、うふふ 

＊：なるほど、漢字聞くの⾯⽩いですね 

Df2：漢字というかそういう広報みたいのがあって、そこで、なんか、簡潔に⾔うとクイズ

⼤会みたいな。東⼤男⼦ 2名、A ⼥、B⼥、D ⼥から⼀⼈ずつ出すみたいな。⼀⼈ずつ出し

て誰が⼀番⾼いかみたいな 

＊：へえー 
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Df2：うふふ、なんかもうただの⾒世物みたいな感じで。⾯⽩いですけどねでも。ふふ 

 

 Df2 さんは漢字という知識分野について男⼦から「やっぱアホだよね」と⾺⿅にされる

ものの、そのいじりを通して「やっぱり仲良く」なれるし、漢字のクイズ⼤会に関しても

「⾒世物」と語るものの「⾯⽩い」と楽しげに語っていた。 

 Bf1 さんとDf2 さんは共に「会話の内容」と「漢字」という知識⾯で男⼦から⾺⿅にさ

れるものの、「悪い気はしない」「仲良くなる」「⾯⽩い」という肯定的な表現で語るよう

に、男⼦との精神的な距離が縮まる良いきっかけとして捉えている。⼥⼦が男⼦をいじる

構図はありえないのか。Df2 さんは「⾔えるような⼦」だったら「失敗というか、やらか

しちゃった時」に⼥⼦が男⼦をいじることもたまにあると述べており、ここから知識⾯で

のいじりは男⼦から⼥⼦にのみ向かう⾮対称な性質を有していると分かる。この東⼤男⼦

が他⼤⼥⼦を「バカ」にするいじりの構図は、偏差値というヒエラルキーに⽀えられてい

ると⾔えよう。「バカ」と男⼦が⼥⼦をいじるのは、“男⼦より知能で劣る”という男⼦にと

って都合の良い⼥性性を持ち上げる⾏為だと⾔える。しかし⼥⼦は不快感を覚えるのでは

なく、むしろ好意的に捉えていた。「バカ」といじられると語った Bf1 さんは、このいじ

りを男⼦の優しさとみなしていた。以下、Bf1 さんが dの男⼦は「優しい」と語った場⾯

である。 

 

Bf1：（dの男⼦は）うふふ、優しいです 

＊：それはやっぱ⼥⼦に合わせて練習してくれるとか 

Bf1：根本的に、普通に話も合わせてくれるし 

＊：話も合わせてくれるってどういうことなんですか？具体的に 

Bf1：そうですね例えば普通にレベルをっていうか（笑いながら）、内容とかも全然難しい話

をしてても、混ざった時に説明してくれたり、普通に優しいです、バカなんで 

＊：いやいや 

Bf1：ついていけなくても全然バカにされない、なんか頭いいのにそれを主張しないという

か 

＊：難しい話ってどういう内容ですか 

Bf1：勉強の話とか、分かんないところ聞いても優しく教えてくれたり、あと社会、情勢？ 

＊：社会情勢、なるほど 
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 Bf1 さんによれば男⼦は「根本的に、普通に話を合わせてくれる」という。これは「難し

い」話をしていたとしても Bf1 さんら⼥⼦が話に混ざると会話の「レベル」を合わせてく

れ、「勉強」や社会情勢といった難しい内容を「説明」してくれることを指し、Bf1 さんは

「優し」さと捉えている。この「説明」してくれるタイミングで「B⼥〜」や「バカ」とい

ういじりが⾏われると推測されるが、Bf1 さんは「全然ネタ」であり「全然バカにされない」

と捉えている。そして「頭が良いのにそれを主張しない」という、東⼤男⼦への尊敬の念も

にじませていた。またテニサーfの Df2 さんに関しても、テニサーfに所属する東⼤男⼦に

ついて「頭もすっごい⼀番良くて、頭も良くてスポーツも良くてみたいな完璧なんだな、み

たいな」と⾮常に⾼く評価していた。また Bf1 さんが⾃らを「バカなんで」と語ったのと同

様に、Df2 さんもまたインカレテニサーは「頭のいい⼈と頭の良くない⼦」により構成され

る空間だと語っていた。ここでは他⼤⼥⼦の視点から⾒ると、東⼤男⼦は偏差値ヒエラルキ

ーのトップに⽴つ「頭のいい⼈」、他⼤⼥⼦はヒエラルキーの上には⾏けない「頭の悪い⼦」、

すなわち「バカ」と捉えられていることが分かる。男⼦による⼥⼦の「バカいじり」が受け

⼊れられるのは、⾃分達は偏差値ヒエラルキーの下にいるという他⼤⼥⼦の卑下意識と、偏

差値ヒエラルキーの「⼀番」上に⽴つ東⼤男⼦への尊敬の念があるからと⾔えよう。裏を返

せば、男⼦は偏差値ヒエラルキーを利⽤して、⾃分達より偏差値序列の低い⼤学に所属する

⼥⼦を「バカいじり」していると⾔える。これは社会に出ると「頭が良い」ことで男性にい

じられ、居⼼地の悪い思いをする東⼤⼥⼦（おおた 2018）とは全く状況が異なっている。

「頭のいい」男⼦と「頭の良くない」⼥⼦により構成されるインカレサークルは“男⼦より

知能で劣っている”という差別的な⼥性性を持ち上げるのに⾮常に都合が良い構造をしてい

ると⾔える。 

 

3-4.インカレサークルにおけるジェンダー⾮対称性 

このように、インカレテニサーでは「男⼦中⼼運営」、「男尊⼥卑ルール」、「⼥性性の持ち

上げ」というジェンダー⾮対称性が観察された。「男⼦中⼼運営」は男⼦優位の運営体制、

「男尊⼥卑ルール」は⼥⼦が男⼦に仕え、男⼦が⼥⼦を必要以上に庇護するという⾮対称性

のある構造であった。そして⼥性性の持ち上げに関しては、男⼦に庇護されるべきかつ男⼦

より知能で劣っているという、男⼦にとって都合の良い⼥性性が必要以上に持ち上げられ

ていた。これらは男⼦優位のジェンダー秩序の具現化と考えられる。 
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他⼤⼥⼦は⼥性性の持ち上げを男⼦の優しさとして好意的に捉えていた。しかし「男⼦中

⼼運営」や「男尊⼥卑ルール」に関しては、不満を抱いたりその不満を押し込めて社会化し

たりするなど、様々な葛藤が⾒受けられた。ジェンダー平等意識が広がりつつある現代で、

不満を抱く⼥⼦も出現する中、どうして性別分業的な制度や決まりが維持されているのか。

以下、考察していきたい。 

 

第 4 章.ジェンダー⾮対称性に対する認識と維持構造 
 今回調査対象としたサークルは、どれも 50 年弱の⻑い歴史を持つ。なぜ⼤学⽣のサーク

ル活動内でジェンダー⾮対称的な制度や慣習が成⽴し、異議を唱えられることなく現在も

維持され続けているのだろうか。本章では、インカレサークルにおけるジェンダー⾮対称性

を維持する内部構造として、部員がジェンダー⾮対称性をどう認識しているかに着⽬した。

すると男⼥共に無関⼼層が多数派であること、そしてそれぞれにジェンダー⾮対称的な慣

習を正統化する論理を構築していることが明らかになった。 

 

4-1.男⼦の認識と正統化論理 

 

4-1-1.男⼦の認識 

男⼦は⼤まかに、無関⼼層と問題と認識しつつ無反応な層の 2つに分けることができ

た。以下、テニサーfでの活動観察中に⾒られた会話を記載する。先述したとおり、テニ

サーfの活動観察中に会話した部員は、学年・性別・⼩⽂字アルファベットで表記してい

る。例えば「4 男 aさん」とは、「4 年⽣の男⼦の aさん」という意味である。 

 

＊：男⼥別ルールがあることについてどう思いますか？ 

4 男 a：うーんと、不満が出て来ないならいいかなって。⽔⾯下でもしあっても、上まで

出て来ないし（腕でポーズ） 

＊：なるほど。不満が出て来ない限り⼤丈夫みたいな。あの、同じ事聞いてもいい？ 

3 男 a：いや、別に何も…… 

＊：じゃあもし⼤学で、クラスとか、学科とか、⼤学でこのルールがあったらどう思う？ 

3 男 a：⼤学は男⼥⽐が全然違うから成り⽴ちませんよ（笑いながら） 

＊：じゃあ男⼥⽐が同じクラスだったら？ 
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3 男 a：いいんじゃないですかね。でも合宿の配膳準備とか、早起きしなきゃいけないか

ら、そこは⼤変かなって 

（フィールドノーツより） 

 4 男 aさんは、性別分業ルールに対し不満が出ることを想定した上で、それが表⾯化し

ない限りルールは肯定できると語った。「（不満が）上まで出て来ない」という語りは、男

⼥別の役割ルールは不満を感じうる問題のあるものだと分かりつつも、⼥⼦の不満が可視

化しない限り放置するという⾮積極的な態度だと⾔える。⼀⽅で 3 男 aさんは、性別分業

ルールが成⽴する理由は均等な男⼥⽐にあると考えており、⽋点を早起きの⾯倒くささで

しか語れないなど、どこかピントがずれた回答が印象的だった。また「別に何も」と困っ

たように笑ったことから、男⼥別の役割ルールに対し関⼼を抱いていない事が分かる。 

 

＊：男⼥別に役割分担があるってお聞きしたんですけど 

5男 a：ああ、ありますね。でもお互い納得していくというか。練習は男⼦がやってくれ

てるから、残りは⼥⼦がやろうっていう感じ 

 

＊：⾊んなルールがあるんですよね、男⼦と⼥⼦で 

4 男 b：いやまあ、形式的なものですよ。なんだかんだみんなやるし 

（フィールドノーツより） 

5 男 aさんもまた、「男尊⼥卑ルール」は「お互い納得していく」ものだとし、特に問題

視していない。4 男 bさんは性別分業ルールは「形式的」なもので、「なんだかんだみんな

やる」と語る。これもまた、先輩の⽬を気にしてルールを厳守していた 1 年⽣の葛藤から

ずれた回答だった。 

筆者が接触できた 8 名の男⼦のうち、無関⼼さを⽰したのは 4 名で、問題視しつつも許

容していた男⼦が 3 名いた。問題視しつつ許容した 3 名と、他のインカレテニサーの男⼦

は、どのようにジェンダー⾮対称性を正統化したのか。 

 

4-1-2.男⼦側の正統化論理 

男⼦は社会的には⾮難されるはずのジェンダー⾮対称性を、サークル内でどのように正

統化しているのか。第⼀に学校間格差がある。インカレテニサーd、e、fの男⼦から、「⼥

⼦は仕事ができない」という語りが⾒られた。 
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＊：男⼥が割り当てられている役職は男⼥平等に仕事をしていましたか？男⼦または⼥⼦

が実質的に実権を握っていたというようなことはありましたか？ 

Tm4：東⼤⽣ということもあり男⼦の⽅が仕事ができる⼈が多かったので、男⼦の⽅が実

際多く仕事してた感じはありましたね 

（インタビュー後、⽂章でのやりとり） 

 テニサーdの元代表である Tm4 さんは、「東⼤⽣」である男⼦の⽅が他⼤⼥⼦よりも

「仕事ができる⼈が多かった」と語っている。これは裏を返すと仕事における有能さは偏

差値により差が出るという意味で、男⼦の⽅が多く仕事をすることへの意味づけとなって

いる。またテニサーeの代表である Tm5 さんは、東⼤⼥⼦と⽐べた他⼤⼥⼦の印象につい

て伺ったところ、東⼤⼥⼦と A⼥⼦⼤学の⼥⼦を同列にくくった上で、B⼥⼦⼤学の⼥⼦

に対し「あまり仕事ができるイメージはない」と語っている。 

 

＊：東⼤の⼥⼦と、学科とかクラスとかで会うと思うんですけど、他⼤の⼥の⼦とこういう

ところが違うなとか、こういうところが⼀緒だなとかってありますか？ 

（中略） 

Tm5：そうですね、やっぱりサークルを運営していくにあたって仕事を⼀緒にするんですけ

ど、えっと……真⾯⽬ですねやっぱり東⼤とか A ⼥の⼦とかは、すごく真⾯⽬ 

＊：逆にサボったりするんですか、B⼥とかの⼦って 

Tm5：いやー、あまり仕事ができるイメージはないです。偏⾒かもしれないですけど 

 

 Tm5さんは⼥⼦⼤の中でも偏差値ヒエラルキーで上位に位置する A⼥⼦⼤学の⼥⼦は東

⼤⼥⼦と同列に語り「真⾯⽬」と⾼く評価した⼀⽅で、B⼥⼦⼤学に所属する⼥⼦に関し

ては「あまり仕事ができるイメージはない」と語る。Tm5 さんも Tm4 さん同様に、仕事

における有能さを偏差値と結びつけて語っていると⾔える。これは他⼤⼥⼦を「おバカ」

と表現した上で、「基本的にサークルの主導権は東⼤男⼦が握れる」と語った Tm6 さんも

同じであろう。偏差値が低い他⼤⼥⼦は⾃分達より仕事ができないため、男⼦がサークル

運営の実権を握って当然という論理である。これは「東⼤⼥⼦お断り」の背景にもつなが

る。仕事の出来不出来を偏差値と結びつけた場合、東⼤⼥⼦を運営から排除して男⼦中⼼

運営を実現することは不可能だからだ。学校間格差のある男⼥によるサークル活動は、偏
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差値が上である男⼦にとって⾮常に有利な構造だと分かる。 

学校間格差に加え、伝統を理由に正統化する姿勢も⾒られた。 

 

＊：ご飯系は⼥⼦がやるルールって何？ 

Tm6：いや、あるけどー、そんなガチガチのもんじゃないよ。優（筆者）のとこにはな

い？ 

＊：ないよー各⾃でやるかな 

Tm6：まじか、無いんだ。（驚き）でも、OBが来ることが多いからかも。5年⽣とか 6年

⽣とか多いし。そういうとこちゃんとしないといけない 

（フィールドノーツより） 

 テニサーfの活動観察中、元代表の Tm6 さんに「男尊⼥卑ルール」に関して尋ねた際の

会話である。Tm6 さんはルールは「ガチガチのもんじゃない」と前置きしたものの、「OB

が来ることが多い」理由から「そういうとこちゃんとしないといけない」と語る。 

 

 また先述したとおりテニサーfの 2 男 aさんは性別分業ルールについて、「男尊⼥卑年功

序列ルール」と端的に表現しており、何らかの問題意識を抱いているようだった。第 3 章

で先述したとおり、2 男 aさんによればいくつかのルールは「形骸化しつつある」もの

の、守らざるを得ない背景にはOBの存在があるという。これは「OBが来ることが多い

から」と語った Tm6 さんと同じく、男⼥別の役割ルールを伝統により正統化している姿

勢だと⾔える。 

 また、この伝統による正統化姿勢は、下級⽣であるテニサーfの 1 男 aさんも語ってい

た。 

 

＊：そもそも、男⼥の役割分担についてどう思う？ 

1 男 a：まだあるんだ、みたいな 

＊：批判って感じ？  

1 男 a：いや批判っていうか、驚きに近いですね。古いなあって感じです。でも伝統だか

ら仕⽅ない。おかしいと思っても、何年かかけてゆっくり矯正されてくんだと思います。f

っていう⼩さな社会を回してますね 

（フィールドノーツより） 
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 1 男 aさんは男⼥別の役割ルールに対し、「古い」という印象を述べたものの、「伝統だ

から仕⽅ない」と伝統による正統化を受け⼊れる姿勢を⾒せた。「fっていう⼩さな社会を

回して」いるという語りは、この伝統が社会全体で通⽤するとは思っていないものの、f

という閉鎖空間の中では正統化された伝統だということが読み取れる。1 男 aさんはテニ

サーfに⼊部して 4ヶ⽉⾜らずにも関わらず、男⼥別の役割ルールを伝統により正統化す

るよう社会化されていた。 

 

4-1-3.男⼦の既得権益 

 また、ジェンダー⾮対称性を通じ、男⼦にはサークルで実権を握ることに付随する既得

権益が認められた。華やかで⾃分を⽴ててくれる⼥⼦によるサポート体制である。今回調

査したインカレテニサーでは、4つ全てのサークルにおいて男⼦中⼼運営の下で⼥⼦がサ

ポートに回るという構図が⾒受けられた。注⽬したいのは、サポートしてくれる⼥⼦の特

徴である。テニサーfの元代表である Tm6 さんの語りは、男⼦の既得権益を端的に表現し

ている。 

 

Tm6：確かにー、東⼤のサークル東⼤の⼥⼦⼊れないって謎いなーって思った。って思った

⼀⽅で、実際 4 年間サークルやって、思ったことしては、まあでも、やっぱり、テニサーの、

なんかなんだろなあ、⽬指すべき⽅向として、なんか、東⼤⼥⼦じゃなくて、⾔っちゃ悪い

けど 

＊：いいよ 

Tm6：⼥⼦⼤の⼥⼦って、おバカなわけよ、まあ、みんながみんなじゃないよ、でも東⼤⼥

⼦に⽐べたらそれはまあ。 

＊：そうなのか 

Tm6：と、東⼤男⼦の⽅が上⼿くいく……こともあると思う。例えば運営とかも、東⼤男⼦

と東⼤⼥⼦の雰囲気でガチガチにやるよりもー、東⼤男⼦が基本的にそう、⼥⼦⼤⼥⼦と東

⼤男⼦だったら東⼤男⼦の⽅がまとめたり、基本的にサークルの主導権は東⼤男⼦が握れ

るわけだから、そうそこで、運営はやっといて、まあ⼥⼦は⼥⼦で、結構、東⼤⼥⼦よりは

華やかなって感じでー、雰囲気⾃体は良くなるっていうのはね、っていうのはー、ある種、

適応的な集団の形なのかなって思う 
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Tm6 さんは他⼤⼥⼦と東⼤⼥⼦と⽐較し、「おバカ」というストレートな表現で他⼤⼥⼦

を表現している。その上で、主な運営を担うのは東⼤男⼦、それをサポートしサークルに「華

やかさ」を添えてサークルの雰囲気を良くするのは他⼤⼥⼦、という構図は、「ある種、適

応的な集団の形」であると Tm6 さんは語る。ここからは男⼦が中⼼にサークルを運営する

⼀⽅で、従順さと華やかさという⼥性性を評価するという、⼤学⽣のサークル活動に落とし

込まれたジェンダー秩序が読み取れる。また興味深いのは、この構図に東⼤⼥⼦は介⼊でき

ないことである。Tm6 さんは「東⼤男⼦と東⼤⼥⼦の雰囲気でガチガチにやる」よりも東

⼤男⼦と他⼤⼥⼦という構図の⽅が「上⼿くいく」と語っている。これは仮に東⼤⼥⼦の⼊

部を許可した場合、「おバカ」ではない東⼤⼥⼦は運営から排除できず、男⼦が主導権を握

れないシステムとなることを懸念していると読み取れる。男⼦が運営の実権を握り華やか

かつ従順な⼥⼦がサポート役割を果たす構図は、男⼦にとって⾮常にマスキュリンな既得

権益と考えられる。 

他⼤⼥⼦の華やかさに関しては、Tm6 さん以外にもテニサーの全ての代表が⾔及してい

る。 

 

Tm4：あーでもやっぱりそれはなんかちょっと感じてなんか⼥⼦⼤の⼦はなんか⼥⼦ 

＊：⼥⼦⼒ 

Tm4：⼥⼦っぽいって⾔うかやっぱこうメイクとか外⾒髪染めてる⼦も多いですし 

＊：五⽉祭（＝東⼤の学園祭）の売り⼦めっちゃ可愛いですもんね 

Tm4：あははそうですよね、なんかこうそういうのに⼒⼊れてる⼦が多いのかなっていう印

象 

 

 テニサーｄ元代表の Tm4 さんは、⼥⼦⼤⼥⼦は東⼤⼥⼦に⽐べ「⼥⼦っぽい」と述べ、

「メイクとか外⾒」に「⼒⼊れてる⼦が多い」と語っている。これは外⾒の⼥性らしさ、つ

まり華やかさが⼥⼦⼤⼥⼦は秀でていることを意味している。 

  

Tm5：なんか強いテニスサークルに⼊りたいなと思って eに⼊りました 

＊：e強いですもんね 

Tm5：そうですね、強いテニスサークルでかつ、まあ、⼥の⼦は可愛いほうがいいなってい

う（笑いながら）回って⽐べた結果でした 
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（中略） 

＊：なるほど。じゃあ（東⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦で）外⾒的な違いってありますか 

Tm5：あー、でも、元々の顔のルックスはどこも同じだと思うんですけど、頭がいいと顔が

悪いみたいな相関は全くないと思うんですけど、⾒た⽬に気を使っている⼈は多いかなっ

て感じます 

＊：やっぱ全然違いますか 

Tm5：化粧……の気合の⼊り⽅とか、なんか、思いますね。垢抜けるのが早い 

 

 またテニサーe 代表の Tm5 さんは、テニスの強さに加えより「可愛い」「⼥の⼦」のいる

サークルに⼊りたいと考え、テニサーeに⼊ったという。更に東⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦の違いに

ついて尋ねると、「⾒た⽬に気を遣っている⼈は多いかな」と語り、他⼤⼥⼦の外⾒の華や

かさについて指摘していた。 

 また興味深かったのは、学内テニサーjに所属するTm9 さんとTm10 さんの語りである。

彼らは 1 年⽣の時から jに所属するものの、3 年⽣から同じインカレテニスサークルを兼部

している。東⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦どちらとも関わっている Tm9 さんと Tm10 さんは、東⼤⼥

⼦と他⼤⼥⼦の違いを“褒めてくれるかどうか”にあると語った。またこのインタビューは、

学内テニサーkの元代表である Tm11 さんを含めた 3⼈のグループインタビューである。 

 

Tm10：インカレ⼥⼦は……優しい。何でも笑ってくれる 

Tm9：あー確かに 

＊：⼼当たりあるんですか、その辺も 

Tm10：何かあるかな、何でも笑ってくれる 

＊：えーうける！パチパチ！みたいな 

Tm9・Tm10：そんな感じ 

＊：確かにめんどくさいなあそこまでやるのは 

Tm10：東⼤⼥⼦は厳しいからやってくれない。それを愛のある優しさだと思うか厳しいか

と思うかっていう話かもしれないけど、俺はつまんないことでも笑って欲しい派だから 

＊：あはは、なるほど優しさと。笑ってくれる以外にありますか 

Tm10：わかんない……あ、単純に仕事頑張ると、偉いって⾔われる 

Tm9：うんうん 
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＊：コウペンちゃん３みたいな？ 

Tm10：あ、本当にコウペンちゃんみたいな。ちょっと頑張るだけで偉いって⾔われる。朝

練ちゃんと最初の時間に間に合って偉いねみたいな 

＊：東⼤⼥⼦だったら 

Tm10：何も⾔われない 

Tm11：あはは 

Tm10：遅れると怒られる、逆に 

＊：あーなるほどちゃんと反応してくれるみたいな、⽢やかしてくれるみたいな 

Tm10：頑張りを認めてくれる 

 

 Tm9 さんと Tm10 は学内とインカレのテニサーどちらにも所属しており、東⼤⼥⼦と他

⼤⼥⼦の両⽅を熟知していると⾔える。その上で 2⼈は「インカレ⼥⼦は優しい」と語

り、具体例として「何でも笑ってくれる」「仕事頑張ると、偉いって⾔われる」と述べて

いる。これらは東⼤⼥⼦には⾒られない⾏為だといい、それは「東⼤⼥⼦は厳しい」から

だとされている。つまり、ここで他⼤⼥⼦は外⾒の華やかさに加え、男⼦を持ち上げる“優

しさ”を評価されている。これは東⼤新聞の取材に対し瀬地⼭教授が語った「『男⼦から可

愛がられる』⼥⼦的役割」を他⼤⼥⼦が果たしていると⾔えよう。⼀⽅でつまらないから

笑わない、遅刻したから怒るといった東⼤⼥⼦の態度は他⼤⼥⼦と⽐べて「厳しい」もの

とみなされてしまう。これは東⼤男⼦と東⼤⼥⼦による運営は「ガチガチ」の雰囲気にな

ってしまうという Tm6 さんの語りにもつながる。東⼤⽣という強⼒な学校ブランドを有

した男⼦は、外⾒が華やかなだけでなく⾃分達を持ち上げてくれる「優しい」⼥⼦に囲ま

れ、サークルの実権を握るという⾮常に男性優位な利益を享受していると⾔える。 

以上⾒てきたように、ジェンダー⾮対称性に対する男⼦の認識は、無関⼼層と問題と分

かりつつも受容する層が⼤多数であった。特に後者は、テニサーfに所属する 2 男 aさん

の「男尊⼥卑ルール」という⾔葉に表されるようにジェンダー⾮対称性を問題視するもの

の、学歴差や伝統により正統化し、男⼦全体として華やかかつ⾃分達を⽴ててくれる⼥⼦

によるサポートの下でサークル運営の実権を握るという既得権益を享受していた。 

 

4-2.⼥⼦の認識と正統化論理 

では⼥⼦はジェンダー⾮対称性をどう認識しているのだろうか。サークル運営の中⼼か
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ら排除されたり、性別を理由に「ご飯系」の仕事を分担させられたりするなどいったジェ

ンダー⾮対称な分業は、第三者の視点から⾒ると性差別的に思われる。しかし⼥⼦もま

た、無関⼼な層、そして不満を抱きつつも押し込めて⾏動しない層が多数であった。 

テニサーeでは 10⼈いる幹部のうち男⼦ 7⼈、⼥⼦ 3⼈と割合が決まっている。またそ

の下に合宿⻑、会計⻑などの複数の係が存在するが、これも⻑は男⼦が務めると決まって

いる。男⼦の⼈数の少なさから歴代初めて⼥⼦で合宿⻑を務めたというDf1 さんは、男⼦

の幹部が多すぎるという筆者の指摘に対し、「あはは、そうなんです」と笑うだけで特に

問題視はしていなかった。またDf1 さんは男⼦の⽅が多く役職に就くのは、男⼦の⽅がテ

ニス経験者の数が圧倒的に多くサークルに残りやすいからではないかと指摘している。 

 

Df1：基本は男⼦メインで、中⼼なのは男⼦です 

＊：男⼥均等にしようみたいなのってなかったんですか、違和感とか 

Df1：あー、でもやっぱり……（沈黙）、男⼦の⽅が……残るって⾔うか、っていうのもある

と思うんです。男⼦は、経験者が男⼦の中で半分くらいいるんです 

＊：多いですね 

Df1：はい、いるんで、やっぱまあ、多分、経験者はテニス好きだし、それでテニサー⼊っ

てるので、なんか、残りやすいところはあるんですけど 

＊：⾏ったら打てますもんね 

Df1：そうですそうです、だけどやっぱ⼥⼦は私は経験者ですけど、初⼼者の⼦とかの⽅が

多いので、 

＊：割合どのくらいですか 

Df1：⼥⼦のですか、いや、ほぼ初⼼者ですね 

 

しかし、先述したとおり学内テニサーkでは初⼼者もサークルに残りやすいように役職

は男⼥だけでなく初⼼者経験者の数も均等になるように分担している。よって、テニス経

験者の割合という理由は男⼦中⼼運営を正統化するための後付けの理由にすぎないのでは

ないかと推測できる。またテニサーfにおいても、男⼦中⼼運営を含む「男尊⼥卑ルー

ル」について尋ねたところ、正統化するための論理が複数⾒られた。テニサーfという集

団への社会化、年功序列へのすり替え、社会迎合姿勢、倒錯姿勢、感情報酬である、まず

社会化について述べたい。テニサーfに所属する 1 ⼥ aさんと 1 ⼥ bさんは、ルールに対
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する漠然とした不満と、「慣れ」について語った。 

 

＊：1 年⽣の⼥の⼦が⽔汲むとかさ、そういう、性別で分けられたルールがあるってほん

と？ 

1 ⼥ a：本当ですよ、あります 

1 ⼥ b：他にも、飲⾷店のドアは 1 年⼥⼦が開けるとか 

＊：え！？レディーファーストの⽂化は！？ 

2 ⼈：（曖昧に笑うのみ） 

1 ⼥ a：ごはんに関係する系は基本⼥⼦なんです 

＊：えー何それ……めんどくさくないの？⾃分でやれよって思っちゃわない？ 

1 ⼥ a：初めはめんどくさかったけど……慣れました。でもテーブルの男⼦の先輩が⽔を

飲むと、飲み⼲すんじゃないかってドキドキします 

1 ⼥ b：（2 ⼈で⽬を合わせて）ね、緊張する 

（フィールドノーツより） 

 1 ⼥ aさんと 1 ⼥ bさんは男⼥別ルールを「めんどくさ」いと捉え、違和感を覚える⼀

⽅で、「慣れ」ていくと語ることから、次第に社会化されていったことが読み取れる。ま

た私の質問に対し、⼆⼈とも終始困ったように笑っていた。ルールが⾃分の中で完全に正

統化されていないのだろうか、⾃信なさげに答える姿が印象的だった。 

 また 2 ⼥ aさんは、違和感を覚えつつもルールに従う理由は先輩との上下関係にあると

語る。 

 

＊：男⼥で役割を分担してるってほんと？ 

2 ⼥ a：はい、重いとか危ないやつは男⼦で、ご飯系は⼥⼦ですね 

＊：どう思う？そのルール 

2 ⼥ a：えー……⽔くむのが 1 年⼥⼦だって知った時は、辞めようかと思いました。（笑い

ながら）でも 1 年⽣がやらなかったら⼥の先輩の⽅がやるので、やらざるを得ないという

か 

＊：そっかー 

2 ⼥ a：みんな段々染まってくんですよね 

（フィールドノーツより） 
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 2 ⼥ aさんは⽔くみが 1 年⼥⼦の役割だと教えられた際は「辞めようかと」考えたほど

このルールに嫌悪感を⽰していた。だが「⼥の先輩」がその役割を務める姿を⾒て、「や

らざるをえない」と感じたという。ここでは「男尊⼥卑ルール」への違和感が年功序列の

問題にすり替えられ、不満が封じ込められてきたと分かる。また「みんな段々染まってい

く」という語りは、初めは不満を抱きつつも何らかの論理で正統化して fという集団に社

会化していくという意味だろう。 

また、“社会で役に⽴つ”という⾔葉が、複数の 1・2 年⽣の⼥⼦から語られた。 

 

＊：男⼥別でルール決めてることについてどう思う？ 

1 ⼥ c：私はー、適材適所の役割分担だなって思いますよ。やっぱ男⼦の⽅が⼒あるし、

男⼦がボール捕って、残りを⼥⼦がやるのが効率いいし 

＊：なるほど 

1 ⼥ c：あとは、社会に出てから役に⽴つと思うし 

（フィールドノーツより） 

1 ⼥ cさんは性別分業ルールを「適材適所の役割分担」と語り、特に問題視していな

い。男⼦の「残り」の役割を⼥⼦が務めるルールは「社会に出てから役に⽴つ」という。

これは⼥性らしい気配りができることを指していると考えられる。 

 

＊：男⼥別でルールが決められていることについて何か感じたりする？ 

2 ⼥ b：えー、何も思わないですね。練習ではほとんど男⼦にやってもらってるし、ボー

ル捕るのとか、やっぱ怖いし、（⼥⼦は）それぐらいやらなきゃって思います 

＊：そっかー 

2 ⼥ b：なんか思うのは、何かの集団に⼊って、私は今 f って集団に⼊ってますけど、今で

すらそこのルールに従えなかったら、社会に出たときどうするんですかって。不平等とか

男⼥差別とか、いちいち騒ぐのってなんか違うのかなって思う。結局集団⼊ったらルール

に従わなくちゃですから 

（フィールドノーツより） 

 2 ⼥ bさんは性別分業ルールに対し「何も思わない」と語り、練習や運営で男⼦が中⼼

的な役⽬を担うことを「やってもらってる」という感謝の表現で語る。ここからは運営に

中⼼的に参加できない事への不満は感じられない。むしろ⼤変な仕事をする男⼦への感謝
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の気持ちと、サポートという形で恩返しをするべきであるという意識だけが感じられる。

また印象的なのは、「不平等とか男⼥差別とか、いちいち騒ぐのってなんか違う」という

語りである。2 ⼥ bさんは、集団の⼀員になるためにはその集団のルールがどんなもので

あれ従うべきだという意⾒を有していた。これは社会化を正統化する論理だと読み取れ

る。よってここでの「社会に出たときどうするんですか」という語りは、社会に出たとき

に周囲への⼥性らしい気配りが役に⽴つというこれまでの語りとは異なる。社会という、

今より更に理不尽な空間において⾃らを社会化していけるよう、訓練しておくことの重要

さを説いたものだと⾔える。 

 

＊：男⼥別のルールについて何か思ったりする？ 

2 ⼥ c：別に何も……って感じです 

＊：嫌だなとか思うことはない？ 

2 ⼥ c：なんか、そんな⼤きい負担とかじゃないんですよ。少なくともー、男⼦が思うほ

どでは絶対無い。普段の練習は男⼦にやってもらえるし、それぐらいやらないと 

＊：そっか 

2 ⼥ c：それに、社会に出たときに役に⽴つと思うし 

＊：なるほどそっか 

2 ⼥ c：それにー……そうですね、あとはありがとうって⾔ってもらえるし 

（フィールドノーツより） 

 2 ⼥ cさんもまた性別分業ルールに対し違和感を覚えていない。⼥⼦の仕事について

は「男⼦が思うほど」「⼤きい負担ではない」と語り、2 ⼥ bさんと同じように、普段の練

習やサークル運営を男⼦に「やってもらってる」ことへの恩返しとして⼥⼦の仕事を捉え

ている。また 2 ⼥ cさんも⼥⼦に課せられた役割に従事することは「社会に出たときに役

に⽴つと思う」と語っている。これは気配りという側⾯を想定しているだろう。さらに興

味深いのは、「ありがとうって⾔ってもらえる」という語りである。これは⾃らが⼥⼦と

して求められている役割を果たした際、男⼦から「ありがとう」と⾔われるという報酬が

あることを意味している。⼥⼦は男⼦からの感謝を⾒返りと考え、「男尊⼥卑ルール」に

従事している側⾯もあると考えられる。 

このように、男⼦だけでなく⼥⼦もまたジェンダー⾮対称性に無関⼼な層、もしくは問

題視しつつ⾏動しない層が多数であった。特に「男尊⼥卑ルール」が存在するテニサーf
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においては、会話をした 8名中 7名の⼥⼦部員が無関⼼、もしくは問題視しつつもルール

を許容していた。ここで注⽬したいのは、⼀部しか正統化論理を語らなかった男⼦とは異

なり、⼥⼦は無関⼼層であっても全員が独⾃の正統化論理を有していたことである。まず

は年功序列へのすり替えが挙げられる。「男尊⼥卑ルール」は男⼥差別であると感じつつ

も、それを認めることはテニサーfという集団からの⾃⼰排除を意味する。よって集団に

⾃らを社会化させるため、先輩⼥⼦もルールに従っているから⾃分も従わなければいけな

いという、年功序列の論理で正統化するというものである。次に社会迎合姿勢が挙げられ

る。これは「ご飯系」の役割は⼥⼦が果たし、運営の中⼼を担う男⼦をサポートするとい

う「男尊⼥卑ルール」は「社会に出てから役に⽴つ」という語りに⾒られるものだ。⼤学

を卒業してから出る社会は性別分業体制下にあると仮定し、学⽣である今は⼤学のサーク

ル活動で男⼦のサポートを務めていれば、社会に出てから求められるケア役割をうまく果

たすことができるという論理だと⾔える。これは妻が伝統的なジェンダー観を有するほど

性別分業体制に対し不公平感を抱きにくいとしたジェンダー理論（不破・筒井 2010）と

⼀致する。しかしこの意識は現在広がりつつあるジェンダー平等意識に逆⾏しており、男

⼥差別的な社会に若者、しかも⼤卒という⾼学歴層の若者が迎合するという懸念すべき事

態となっている。また倒錯姿勢も挙げられる。これは、男⼦中⼼運営は男⼦が仕事をやっ

て“くれている”と捉え、⼥⼦は男⼦への感謝の気持ちを表すため男⼦をサポートすべきと

する論理のことだ。この論理に⼥⼦が運営の中⼼から排除されているという視点はない。

対等なプレーヤーであるはずの男⼥に⼒関係の不釣り合いが起きていることに⽬を向け

ず、むしろサークルを中⼼的に運営する男⼦に感謝すべきと考えている点で、倒錯した論

理だと⾔える。これが「夫が働いて“くれている”のだから、妻は夫をサポートするべく家

事や育児に努めるべきである」という表現であったら、彼⼥たちは受け⼊れただろうか。

また感情報酬という論理も挙げられる。これは男⼦に感謝されることにやりがいを⾒出す

というものだ。性別分業体制下において、無報酬である妻の家庭内労働の成果は他者から

の評価に依存し、「夫から感謝されており、⾃分は報われている」というような⾃⼰成果

で測られる（⾚澤 2005）。「ありがとうって⾔ってもらえるし」と語ったテニサーfの 2 ⼥

cさんもまた、無報酬である「ご飯系」の労働に対する充⾜感を、男⼦からの感謝に求め

たと⾔える。 

このように、⼥⼦は男⼦中⼼運営や「男尊⼥卑ルール」に対し無関⼼であったり違和感

を覚えたりするものの、様々な論理で正統化して受け⼊れていた。この論理にはジェンダ
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ー理論（不破・筒井 2010）や夫からの感謝に充⾜感を求める（⾚澤 2005）など、性別分

業体制に対し不公平感を抱きにくい妻の論理と通ずるものもあった。しかし年功序列への

すり替えや運営の負担を被る男⼦への感謝理論など、インカレサークル独特の論理も⾒受

けられた。また興味深いのは、インタビューさせて頂いた⼥⼦、テニサーfの活動観察中

に出会った⼥⼦いずれも、差別という⾔葉は⼝に出さなかったことである。彼⼥たちは

「初めはめんどくさかった」（1 ⼥ bさん）「やめようかと思った」（2 ⼥ aさん）などの否

定的な語りはするものの、男⼥差別という視点に⾔及することはなかった。むしろ「社会

で役に⽴つ」という、男⼥差別的な社会の慣習に迎合する姿勢を⾒せた。これには若者の

ジェンダー意識の保守化（松⽥ 2005，永瀬・太郎丸 2014）が表れているとも考えられ

る。また⼀⽅で、サークルの規範として代々受け継がれているルールを差別と捉えた場

合、その集団での居場所を失いかねないという恐怖もあるだろう。これはテニサーfの 2

⼥ bさんによる、「今ですらそこのルールに従えなかったら、社会に出たときどうするん

ですかって。不平等とか男⼥差別とか、いちいち騒ぐのってなんか違うのかなって思う」

という語りによく表れている。彼⼥は「男尊⼥卑ルール」が「不平等」で「男⼥差別」的

なものだとどこかで⾃覚しつつも、「集団⼊ったらルールに従わなくちゃ」という考えの

下で「男尊⼥卑ルール」を許容している。これは差別的などいかなる問題を有したルール

であろうが、その集団の⼀員となるために従うべきであるという、無批判な社会化だと⾔

える。これは「みんな段々染まっていく」という 2 ⼥ aさんの語りにもつながる。彼⼥た

ちはインカレテニサーにおけるジェンダー⾮対称性を決して差別だとは認められない。認

めてしまえばサークル集団への社会化に失敗し、居場所を失うからだ。集団の⼀員とみな

されるために差別に対して意識的に無批判になり、それでも湧き上がる違和感を様々な論

理で正統化するという⼥⼦の葛藤が読み取れる。 

 

4-3.差別是正への試みと失敗 

 しかし、少数派ではあるが差別に向き合う学⽣も存在した。1 ⼥ dさんと、Tm12 さん

である。2⼈はどちらもテニサーfに所属している。1 ⼥ dさんは A⼥⼦⼤学に所属し、1

年⽣⼥⼦の中で唯⼀のテニス経験者であった。練習に積極的に参加する活発さと、先輩男

⼦とも対等に打ち合う姿が印象的であった。1 ⼥ dさんは、「男尊⼥卑ルール」に対する違

和感と、変えようという意思を語った。 
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＊：男⼥別のルールについてどう思う？ 

1 ⼥ d：……古いなあって（声を潜める）、まだあるんだな、そういうのって思いました 

＊：このルールを変えたいとは思わない？ 

1 ⼥ d：今は執⾏代ではないから難しいけど、来年⾃分達が執⾏になったら変えたいなっ

て思います 

（フィールドノーツより） 

 1 ⼥ dさんは「男尊⼥卑ルール」は「古い」「まだあるんだ」と否定的に評価する。差別

的という発⾔はなかったが、ルールの前時代性を「古い」という⾔葉で表現していた。こ

の会話をした際に周囲に 2 年男⼦や 1 年⼥⼦が複数⼈いたことから、彼⼥は「古いなあっ

て」という発⾔の時にちらちらと周りを気にしながら声を潜めていた。ルールに対し「い

ちいち騒ぐ」（2 ⼥ bさん）ことは集団への社会化を妨げるからだろう。それでも彼⼥はル

ールを変えたいかという問いに対し、今は難しいとした上で、「執⾏」代になり運営を担

うようになったら「変えたい」と前向きに語っていた。これはルールを受け⼊れるのみで

あった他の⼥⼦部員とは⼤きく異なる点である。しかし実際に執⾏代になったとしても、

ルールを変えることは可能なのだろうか。Tm12 さんは執⾏代になったことをきっかけに

ルールを変えようと会議で提案したものの、保留状態が続いている。 

Tm12 さんは現在 2 年⽣で、執⾏代を務めている。役職はウェブ⻑で、サークルのホー

ムページの運営を担っている。ウェブ⻑は中⼼的な役職ではないらしく、あまりテニスも

上⼿くはないという彼は、練習中も声もあまり出さず黙々と球拾いをする姿が印象的だっ

た。Tm12 さんは 2019 年 5 ⽉、性別分業ルールの存在を疑問に思い、ルール廃⽌案を執

⾏会議で提出した。以下、Tm12 さんから借りた実際の提案資料を記載する。Tm12 さん

は第 3 章で先述したとおり、まずテニサーfにおける性別分業ルールを明⽂化した。その

上で以下のようにルールへの違和感を論述した。 

 

男⼥による仕事の割り振り等の⾒直し 

・ボールの打順の男⼥順（学年別男⼥順ではダメなのか） 

・男のために⼥が甲斐甲斐しく働くっていう構図に疑問。先輩のためにあれこれ気を利かす

後輩たちという構図の⽅が納得できる。 

・現在の⽇本社会でそういう⾵潮が残っているからといって⼤学でその慣習に⾝を慣らす

というのは意味不明で時代の潮流に逆⾏している。僕たちに社会を変える⼒はなくとも、こ
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の⾵潮はおかしいと気づける⼈が少しでも増えれば徐々に社会全体もよくなっていくだろ

う。その⼀助になれば幸いである。また仮に就職先でそういう理不尽なことがあったとして

もこのくらいの仕事はすぐに⾝につけられるはず。 

・東⼤⼥⼦の受け⼊れ拒否に関して⼤学当局が懸念を⽰し受け⼊れるようにとお達しが出

ていることから、東⼤⼥⼦を拒否し続けると⼤学側に活動差し⽌めに踏み切られる可能性

も考えられる。東⼤⼥⼦を受け⼊れる⽅針を固めたとしても現状の古い価値観のままでは

定着しない危険性がある。 

・ジェンダーに関する古い考え⽅が刷り込まれてしまう危険性が⾼いため、実際には男⼥で

仕事の分担があったとしても名⽬上だけでも男⼥問わずにした⽅が良い。 

 

 Tm12 さんは性別分業ルールに対して、「男のために⼥が甲斐甲斐しく働く」という構図

に疑問を抱き、「ジェンダーに関する古い考え⽅」が「刷り込まれ」てしまう「危険」な

慣習であり、⾒直すべきだと提議した。練習を観察する中で“社会で役に⽴つ”と語ってい

た⼥⼦は複数いたが、「⼤学で（男⼥差別的な社会の）その慣習に⾝を慣らすというのは

意味不明で時代の潮流に逆⾏している」と Tm12 さんは批判している。さらに東⼤⼥⼦お

断りの⽅針に関しても警鐘を鳴らし、「現状の古い価値観」のままでは東⼤⼥⼦を受け⼊

れても居つかないだろうことを懸念している。 

 Tm12 さんの指摘はもっともであるが、実際の所、部員達は Tm12 さんの提議を無関⼼

にやり過ごし、保留にして話し合いを後回しにしているという。普段の執⾏会議では役職

を誰につけるか、⽇々の運営をどうするか話し合うので精⼀杯らしく、Tm12 さんは「俺

の提案は優先順位がかなり低い」と語っていた。また Tm12 さんは周囲との温度差を感じ

たという。周囲は「確かに変だ」と反応してくれるものの、ルールを変えるほどの熱意は

⾒せない。Tm12 さんは「せっかく執⾏になったからこの代変えてやろうって。それでバ

ーって書いてドライブあげた」ものの周囲の反応は鈍く、「社会の悪い癖を⼤学⽣のうち

から⾝に付けてどうすんだよ」と反発していた。また Tm12 さんは⾃分のジェンダー意識

の⾼さは「ジェンダー論」の講義の受講に起因していると推測していた。 

Tm12 さんの指摘は妥当なもののように思われるが、先述した男⼦の認識をふまえる

と、男⼦がルール撤廃の提案を無視することは必然のように思える。無関⼼さに伝統と学

校間格差による正統化が加わることで、男⼦はルールを問題視することすらしていない。

また「不満が出てこないならいいかな」と語った 4 男 aさんに⾒られるように、⼥⼦の葛
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藤が封じ込められつつもサークルがうまく回りさえすれば、⼥⼦より優位に⽴てる男⼦が

ルールを変えるメリットは存在しないだろう。また⼥⼦に関しても無批判に社会化してい

る層が⼤半であり、集団で実権を握る男⼦に従うであろうことが推測できる。Tm12 さん

が会議という公的な場で正式に異議を申し⽴てたにも関わらずルールが変わらなかったの

は、Tm12 さんの指摘通りジェンダー意識の低さに加え、サークル運営において実権を握

る男⼦の無関⼼さと⼥⼦のサポート姿勢が⼀因にあると推測できる。よって男⼥差別であ

るとはっきり⾃覚した少数派が⾏動に移したとしても、多くの無関⼼層と伝統という壁の

前では成功しないという結果となった。 

 

第 5 章.「東⼤⼥⼦お断り」という差別と、その認識 
 東⼤インカレサークルにはジェンダー⾮対称性が存在する。上に⽴つ側の男⼦は⼥⼦の

不満に気付こうともせず、無関⼼を貫いて無批判に伝統を踏襲している。⼀⽅で⼥⼦もま

た様々な正統化論理を駆使して違和感や葛藤を押し込め、「男尊⼥卑ルール」を受容して

いる。これにはサークルという集団に異分⼦とみなされないよう、差別という現状から⽬

を背けながら無批判に社会化しているという背景も考えられる。本章では、これらインカ

レサークルに所属する男⼥の認識に加え、「東⼤⼥⼦お断り」という構造がジェンダー⾮

対称性の維持に寄与していると指摘したい。そもそも「東⼤⼥⼦お断り」とは何なのか。

これは東⼤が主催するサークルが、東⼤に所属する⼥⼦の⼊部を明確に、もしくは暗に拒

否する制度を指し、主にテニスやバドミントンなどのスポーツサークルに多く⾒られる。

「東⼤⼥⼦お断り」のインカレサークルは新歓活動の際に配られるビラに「東京⼤学の男

⼦と、○○⼥⼦⼤学、××⼥⼦⼤学の⼥⼦によって構成されるサークル」などと記載され

ることが多い。インカレスポーツサークルに東⼤⼥⼦が⼊れないことは東⼤内で広く知ら

れている。テニサーやバドサーなどスポーツサークルへの⼊部を希望する東⼤⼥⼦はイン

カレスポーツサークルの新歓活動に参加することすらなく、数少ない学内スポーツサーク

ルを選んで⼊部する。序章で記述したとおり、これらのサークルは東京⼤学本部学⽣⽀援

課によって「性別などで東⼤⽣の加⼊を制限するサークル」として問題視されているもの

の、未だ改善は⾒られない。「東⼤⼥⼦お断り」には瀬地⼭（2018）が指摘するようなル

ッキズム、偏差値ヒエラルキーなどの様々な要因が絡んでいると考えられる。ここではイ

ンカレサークルに所属する東⼤男⼦、インカレサークルに所属する他⼤⼥⼦、学内サーク

ルに所属する東⼤男⼦、そして東⼤⼥⼦の「東⼤⼥⼦お断り」に対する認識をふまえなが
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ら、インカレテニサーで⾒られるジェンダー⾮対称性との関係性を明らかにしたい。 

 

5-1.インカレサークル所属の東⼤男⼦の視点 

 インカレサークル所属の男⼦の「東⼤⼥⼦お断り」に対する認識は、伝統に従う姿勢

と、東⼤男⼦と他⼤⼥⼦によるサークル運営という既得権益を維持する姿勢の 2つに類型

化できた。 

 

5-1-1.伝統保守姿勢 

Tm4：そうですね、なんかこう、昔からそうだったっていうのもありますし、⾃分達も、な

んか、数年前そういう話が出たじゃないですか。問題視されて、なんで⼊れないんだみたい

な 

＊：⼤学が声明出したやつですよね 

Tm4：はい。それで、なんか⾃分達も、それってなんか、おかしいことなんだなって、なん

かそういう、そこで⾃分達もなんか、考えたみたいな 

＊：あ、そうだったんですか。⾔われるまでは特に…… 

Tm4：⼥⼦が、B⼥⼦⼤と A ⼥⼦⼤っていうのは別にそれは……なんかインカレとして当然

みたいな。何も、考えたこともなかった。逆にそういう問題が出てきてびっくりしたみたい

な感じでした 

 

Tm2：そうだね。とりあえず、増やすとめんどくさいからってことじゃないかな。⾊々⼊っ

てくるとめんどいからってことじゃない 

 

Tm3：東⼤⼥⼦が⼊ってきちゃうとどこの期に⼊れようかってなっちゃって……そこをこ

う……（沈黙）。みんな、歴代⼥⼦⼊れようってなってたんですけど……その制度と⾔う

かどうしようってなって結局……難しいし⾯倒くさいねって 

 

 テニサーdの元代表 Tm4 さんは、「昔からそうだった」ことから「東⼤⼥⼦お断り」に

対し違和感を覚えることはなかったと語る。またバドサーbの元代表 Tm2 さん、バドサー

cの元代表 Tm3 さんは、東⼤⼥⼦の⼊部により引き起こされる運営⽅式の変化を「めんど

い」「⾯倒くさい」という⾔葉で語っていた。バドサーcは、⼥⼦は A⼥⼦⼤学の 1 年⽣か
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ら受け⼊れる⼀⽅で、男⼦は 3 年⽣からしか⼊部できない「本郷系」のサークルである。

よって 3 年男⼦と 2 年⼥⼦が同期という特殊な制度を設けている。これは学年の差を⼥⼦

のサークルの経験で補い、⽴場を釣り合わせるためだという。cでは「歴代（東⼤）⼥⼦

⼊れようってなってた」というように、過去複数回にわたり東⼤⼥⼦を⼊部させようとす

る動きがあったようだが、東⼤⼥⼦をどこの期に所属させるかという同期問題が障害とな

り、「難しいし⾯倒くさいね」と諦めてきたという。「昔からそうだった」伝統を無批判に

踏襲し、その伝統を変えることによる微調整を「⾯倒くさい」と捉える姿勢が浮かび上が

る。Tm4 さんのようにたとえ「東⼤⼥⼦お断り」が「おかしい」ことであるという⾃覚が

あるとしても、伝統という壁は壊せないことが伺える。 

 

5-1-2.既得権益維持姿勢 

⼀⽅で、伝統保持に加え、既得権益を維持する姿勢も⾒られた。テニサーfの元代表 Tm6

さんは、「東⼤⼥⼦お断り」のおかしさに⾃覚的であるものの、それを差し置いてでも男⼦

中⼼にサークルを運営することの重要さについて語った。以下、Tm6 さんの語りを再掲す

る。 

 

Tm6：（他⼤⼥⼦）と、東⼤男⼦の⽅が上⼿くいく……こともあると思う。例えば運営とか

も、東⼤男⼦と東⼤⼥⼦の雰囲気でガチガチにやるよりもー、東⼤男⼦が基本的にそう、⼥

⼦⼤⼥⼦と東⼤男⼦だったら東⼤男⼦の⽅がまとめたり、基本的にサークルの主導権は東

⼤男⼦が握れるわけだから、そうそこで、運営はやっといて、まあ⼥⼦は⼥⼦で、結構、東

⼤⼥⼦よりは華やかなって感じでー、雰囲気⾃体は良くなるっていうのはね、っていうのは

ー、ある種、適応的な集団の形なのかなって思う。 

＊：あ、さっきテニサーの⽬指すべき⽅向って⾔ってたのは 

Tm6：⽬指すべき⽅向っていうか、それを理想とするわけではないけど、東⼤⼥⼦が⼊らな

い、⼥⼦⼤⼥⼦がやるってことによってー、そういう、華やか、かつ、運営もそんなに揉め

ることもなく、男⼦が主導権握って、⼀丸となってできるっていう⽅向性は、結果的に⽣ま

れてるのかなっていうのは思う。 

Tm6：もちろん仕事する⼈もいるよ。いるけど、まあ、実際、フラットな⽬線で⾒ると、い

ること⾃体というか、雰囲気とか、っていうのはでかいと思うし、確かに東⼤⼥⼦にはない

ものを彼⼥たちが持ってるのは間違いないなって思う 
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（中略） 

Tm6：ただ、それは結果的にそうなってるってだけであって、それが倫理的にどうなのかっ

て⾔われると、確かにおかしいって⾔う⼈がいるんだろうなっていうのは分かる 

 

 Tm6 さんは東⼤男⼦と他⼤⼥⼦でサークルを運営することは「倫理的に」「おかしい」こ

とは理解するものの、「適応的な集団の形」だと語る。テニサーfでは運営に「男尊⼥卑」ル

ールを設けており、役職では⻑に男⼦、副⻑に⼥⼦が就いてサポートする。fではこのルー

ルの下で、「東⼤男⼦と東⼤⼥⼦の雰囲気でガチガチに」運営するのではなく、サークルの

主導権を男⼦が握った上で、他⼤⼥⼦が東⼤⼥⼦にはない「華やかさ」を備えながら男⼦を

補佐するという。これは⼥⼦を運営の中⼼から排除して男⼦が権⼒を握った上で、⼥⼦に対

し「華やかさ」という⼥性性の献上を求める構図といえる。仮に東⼤⼥⼦の⼊部を許可した

場合、「おバカ」ではない東⼤⼥⼦は運営から排除できず、男⼦が主導権を握れない「ガチ

ガチ」な運営システムとなることを避けているのだろう。男⼦中⼼運営を守ろうとする姿勢

が伺える。またテニサーe の代表である Tm5 さんは、東⼤⽣同⼠で固まることによりサー

クルが回らなくなることを危惧する。 

 

＊：東⼤⼥⼦お断りって前はちょっと話題になりましたけど、どう思いますか 

Tm5：サークル運営してるとわかるんですけど結構仕⽅ないところがあって 

＊：どう仕⽅ないもんなんですか 

Tm5：えっと、結局その、東⼤男⼦と⼀番仲良くなるのって東⼤⼥⼦なんですね。共通の話

題が多いですし 

＊：ALESA４がきついとか 

Tm5：そうです。そうなっちゃうと僕のサークルはその三つの⼥⼦⼤があるんですけど、や

っぱりそれぞれの⼤学で固まっちゃうんです。B⼥⼦⼤学の⼦は B⼥⼦⼤学の⼦といるし、

結局そこに東⼤⼥⼦が⼊ってしまうと、東⼤⼥⼦東⼤男⼦で固まってしまって、サークルと

しては回らなくなってしまう 

 

 Tm5 さんはテニサーe の 3 つの⼥⼦⼤は「やっぱりそれぞれの⼤学で固まっちゃう」と

し、東⼤が男⼥で結束することのデメリットを「サークルとしては回らなく」なること、す

なわちサークル運営の障害としている。だがこの語りからは今現在、⼥⼦⼤はそれぞれ結束
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するものの、サークルの運営は滞りなく進んでいると読み取れる。つまり東⼤⼥⼦が東⼤男

⼦と固まることだけが運営の障害だと指摘されている。これは、テニサーeが「男尊⼥卑ル

ール」に基づきサークル運営を男⼦中⼼に⾏っていることが原因だと推測できる。サークル

運営の中⼼に関わる男⼦が同じ⼤学の⼥⼦と結束してしまったら、サークルにおいて“東⼤”

という側⾯が強調され、他⼤⼥⼦を組み込むインカレサークルのバランスが崩れるという

ことだろう。他⼤⼥⼦をサークルの資産と捉え、他⼤⼥⼦のいやすさを東⼤⼥⼦の権利より

重視していると⾔える。 

これは何を意味するのか。Tm5 さんはテニスの強さに加え、「⼥の⼦は可愛い⽅がいい」

という価値観の下でテニサー同⼠を⽐べた結果、テニサーeを選んだと語っている。また東

⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦を⽐べた際に、「⾒た⽬に気を使っている⼈は多い」という印象を語り、

他⼤⼥⼦の⽅が「化粧……の気合」があり、「垢抜けるのが早い」という。先述したとおり、

インカレテニサーの代表達は東⼤⼥⼦と⽐べた他⼤⼥⼦の印象をお洒落、可愛いといった

⾔葉で表現していた。つまりインカレテニサーに所属する他⼤⼥⼦は東⼤⼥⼦よりお洒落

で垢抜けた集団であり、その他⼤⼥⼦を守ろうとすることは、より⼥性らしさが洗練された

⼥⼦と関わるという男⼦の既得権益の維持が⽬標だと読み取れる。今回調査した「4 ⼤」の

インカレテニサーでは⼤学ごとに⼊部できる⼥⼦の数が細かく決められている。よって⼊

部できる⼥⼦の⼤学を増やした場合、必然的に今まで受け⼊れてきた⼥⼦⼤の⼥⼦の⺟数

が減少する。よって東⼤⼥⼦の⼊部を許すと、「華やか」でない⼥⼦の割合が増えてしまう

と⾔える。更に⼥性は⾼学歴であるほど性別分業意識に反発するとされており（⽬⿊ 2000）、

東⼤⼥⼦が甲斐甲斐しく男⼦のサポートに回るとは考えにくい。華やかでもなく男⼦中⼼

運営を許さないであろう東⼤⼥⼦は、東⼤男⼦にとっては今までの既得権益を丸ごと奪い

去りうる扱いにくい存在だと⾔える。 

インカレサークルに所属する東⼤男⼦は「東⼤⼥⼦お断り」を明確に差別だと認識せず、

伝統を無批判に踏襲していた。さらに「東⼤⼥⼦お断り」という閉鎖構造は、東⼤⼥⼦を⼊

部させないことにより男⼦にとって優位なジェンダー秩序を維持するのに寄与していると

考えられる。男⼦は伝統に加え、学校間格差をジェンダー⾮対称性正統化の論理に⽤いてい

た。⾃分達より偏差値が低く、かつ華やかで⾃分達のサポートに回ってくれる⼥⼦は、東⼤

男⼦にとって都合の良い存在だと⾔えよう。 
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5-2.他⼤⼥⼦の認識 

⼀⽅で、他⼤⼥⼦は「東⼤⼥⼦お断り」をどう認識しているのか。他⼤⼥⼦へのインタビ

ューを通じて、「東⼤⼥⼦お断り」に対する無関⼼さ、実際に⼊部した際の恋愛⾯でのライ

バルとしての不安感、「東⼤⼥⼦」という⽭盾した存在に対する葛藤が⾒受けられた。⼥⼦

⼤に所属する彼⼥たちにとってサークルは異性と出会う貴重な場所であり、東⼤男⼦との

接触機会を奪いかねない東⼤⼥⼦に対し脅威を感じていた。また彼⼥たちは“東⼤⽣”として

の男⼦に対し敬意を⽰すものの、同じく優秀なはずの東⼤⼥⼦に対しては話が通じないな

どの⼀歩引いた評価をしていた。頭の良さと⼥性であることが両⽴することに対する葛藤

が背景にあると考えられる。東⼤男⼦と同様に、他⼤⼥⼦もまた「東⼤⼥⼦お断り」という

空間で何らかのメリットを享受しており、「東⼤⼥⼦お断り」を半ば積極的に受容していた。 

東⼤⼥⼦の受け⼊れを好意的に捉えたのは「友だちになりたい」と語ったバドサーcの Af2

さん、「友だちになったりとかもできるし、輪が広がる」と語ったバドサーbの Cf1 さんの

2⼈のみで、他の⼥⼦は皆それぞれ東⼤⼥⼦が⼊部する事への不安を語っていた。特に複数

の⼥⼦が、東⼤⼥⼦が⼊部することによる男⼦との「距離感」に対する不安を語った。 

  

Af3：いや⾃分個⼈の話とかにはなるかな、ではないんですけど、例えばサークル、⼥⼦か

らしたら男の⼦ってサークルが主な友達ができる場所だから、彼⽒とか好きになる⼈とか

もサークルの⼈が多くて、てなると東⼤⼥⼦がいてもしライバルがなっちゃったら不安か

もなって、今思いました 

＊：ほんとですか 

Af3：だって、⼀緒にいられるから。学校が同じって。別にその本当、⼀緒にいれるってい

うのが環境が違うかなっていうのは今ふって思いました、ふふ 

＊：確かに⾔われてみればそうですよね、学⾷とか 

Af3：⾃分の知らない時とかにプライベートじゃなくても、みたいな、そういうのはあるか

もなって。普通に⽇常で会える、会えちゃう 

 

 テニサーdに所属する Af3 さんは⼥⼦⼤に通っているため、サークルは男⼦の「友だちが

できる」主な場所であり、「彼⽒とか好きになる⼦」はサークルの男⼦が多いと語る。しか

し東⼤男⼦と学校が同じという共通点を有する東⼤⼥⼦は「プライベートじゃなくても」

「⽇常で会える、会えちゃう」がために、仮に東⼤⼥⼦が⼊部して恋愛⾯における「ライバ
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ル」になったら不安だという。Af3 さんにとってサークルの時間は「プライベート」、⼤学

での時間は「⽇常」と捉えられており、そのどちらも共有できる点で「環境が違う」東⼤⼥

⼦は恋愛⾯での強⼒なライバルになりうるということだろう。ここからは東⼤男⼦との恋

愛機会という利点を守ろうとする姿勢が読み取れる。またテニサーe に所属する Df1 さん

は、東⼤男⼦と東⼤⼥⼦の距離感が親密なことによる⼥⼦⼤の疎外感を危惧する。 

 

Df1：（東⼤⼥⼦が）いたら……あーでもー、なんか、東⼤⽣で固まっちゃいそうなイメージ

はあります。（中略）やっぱなんか東⼤、⼊れば、なんかキャンパスとかも⼀緒になるじゃ

ないですか、⼥⼦も。だからやっぱそこで仲良くなりやすいのかなって思います。東⼤⼥⼦

がいて、東⼤男⼦と、なんかそれでこっち浮いちゃうのかなってイメージはあります。なん

かその、東⼤って繋がりはあるかなって。⼥⼦⼤が浮いちゃうんじゃないかって 

 

 Df1 さんはテニサーeの⼥⼦は「⼥⼦⼤関係なく」仲が良いと語り、東⼤⼥⼦だからとい

って気にせず接するとしている。だが⼀⽅で Af3 さんと同様に男⼦と⼤学が同じであると

いう共通点を指摘し、「東⼤⽣で固ま」ることにより「⼥⼦⼤が浮いちゃう」ことを危惧す

る。テニサーeは東⼤と 3つの⼥⼦⼤で構成されており、男⼦を供給するのは東⼤のみであ

る。男⼦という希少な資源が 1 つの⼤学の⼥⼦に奪われるというのは⾮常にバランスに⽋

けており、Af3 さんも Df1 さんも東⼤男⼦との接触機会の維持を重要視していると考えら

れる。またＨさんは東⼤男⼦と東⼤⼥⼦の距離感の危惧に加え、「頭いい」東⼤男⼦が恋愛

相⼿に選ぶのは同じく「頭いい」東⼤⼥⼦ではないかと語る。 

 

Af3：普通に東⼤男⼦がサークルに⼊って普通に頭いいの当たり前と思うんですけど、なん

か、頭いいと⾔うか回転が早いというか、だからこそ⾯⽩かったり。知識があるとかじゃな

くて、普通に話してて。（中略）逆にだけどそれがゆえ、普通に東⼤の⼥の⼦の⽅が頭も良

くて話してて楽しかったりするのかなと思いますけど。そこもそこで⼀歩私たちとは違う

みたいな 

 

 Af3 さんは東⼤男⼦を頭の回転の早いウィットに富んだ集団だと⾼く評価している。この

話の⾯⽩さは“頭の良さ”からくるものと Af3 さんは語り、それゆえに男⼦は東⼤⼥⼦と話

す⽅が「楽しかったり」するのではないかと語る。距離感に加え、偏差値ヒエラルキーに基
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づく“頭の良さ”もまた「私たちとは違う」東⼤⼥⼦が男⼦に近づく要素だと捉えられている。

サークルを男⼦との出会いの場と捉え、東⼤⼥⼦の存在を危惧する姿勢は、テニサーg の

Df3 さんの語りでより強く⾒られる。 

 

Df3：えー、jと k（共に東⼤学内のテニサー）って東⼤⼥⼦だけですよね、逆に 

＊：はい、学内なので 

Df3：えーなんか、なんだろう、⼀緒になったらまた何か違う気がしますよね、他の⼥⼦⼤

と東⼤の⼥の⼦達が。みんな⼀緒だったら、どうなんだろう……全然⾒当もつかないけど、

あはは、難しいな、なんだろう 

＊：⼀緒になったら違うって⾔うのは 

Df3：むずー、あはは、……なんか⼥⼦⼤だから、やっぱり学校にはいないじゃないですか、

男の⼦が。だからどっかに⼊んなきゃ、出会いはなくないですか 

＊：⼥⼦⼤ですもんね 

Df3：うんうん、なんか普通に友達としても、異性の友達を増やすって意味でもサークルに

⼊る、インカレサークル⼊ることで増えるしみたいな感じのことは、たぶん男の⼦たちも、

他の⼤学の⼦達と仲良く、輪が広がると⾔うか、だからどっちも win-win な関係になるか

ら 

＊：じゃあ別に東⼤⼥⼦は⼤学でいいじゃんみたいな 

Df3：そうですね、⼤学にいるからわざわざインカレに⼊る意味っていう。なんか普通に仲

良くなれるから、⼤学で仲良くなれるから、授業とかで被ったりするじゃないですか。そこ

で話をするから、なんかサークルで⼀緒になる必要はないのかなって。学内サークルがある

ことは全然いいことだと思うんですけど、東⼤⼥⼦とインカレの⼥⼦が同じになるのは必

要ないんじゃないのかなって 

 

 Df3 さんは、インカレサークルは東⼤男⼦と他⼤⼥⼦どちらにとっても「出会い」の場だ

とし、東⼤男⼦と他⼤⼥⼦で構成されている今の構図は「どっちも win-win」だと語る。よ

って⼤学で男⼦と知り合える東⼤⼥⼦が「わざわざインカレに」⼊ることに意味はなく、「東

⼤⼥⼦とインカレの⼥⼦が同じ」空間にいることは「必要ない」という。また Df3 さんは

⼤学を「⽇常」、サークルを「プライベート」と分けた Af3 さんと同様、サークル活動を⼤

学⽣活と分離したものと捉えている。東⼤⼥⼦にとってサークル活動は「⼤学」の延⻑線上
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にある⼀⽅で、他⼤⼥⼦にとってサークル活動は「⼤学」とは別空間の「プライベート」で

あり、異性との出会いを⽬的としているという点で、両者に認識のずれがあると⾔える。Df3

さんにとってインカレサークルは完全に異性との接触を⽬的とした戦略的空間であり、東

⼤⼥⼦が⼊ること⾃体想定されていない。 

また、東⼤⼥⼦という⽭盾した存在に対する葛藤から、仮想東⼤⼥⼦像の⼀⼈歩きが⾒受

けられた。東⼤⼥⼦が⼊部した場合どうなると思うか、という質問に対し、関係性を築ける

かどうかに対する不安を語る⼥⼦が複数いた。 

 

Df2：私は、なんかその、（東⼤⼥⼦は）頭が良すぎてコミュニケーション取れるか不安にな

っちゃうけど、うふふ。ほんとになんか、そこら辺が⼤丈夫かなって思っちゃいますけど、

普通にサークル⼊ろうって思うなら協調性とかも普通にあるのかなと思うので、⼤丈夫か

なとは思うけど…… 

＊：不安になっちゃうってことですか、コミュニケーション⾯とか 

Df2：そこらへんは、なんか不安になりますね。なんか、あはは、勧誘をする中で男⼦にし

かできないんですけど、⼥⼦には勧誘できないんですけど、東⼤でした時に結構なんか、あ

はは、なんか、質問に対して Yes か No でしか答えられないみたいな。なんか不思議な⼦

が多くて。ふふふ、なんか、やっぱり東⼤⽣なんだなみたいな。サークル内だとみんな普通

の⼈に思えるので、ふふふ。普通だとは思うんですけど。だからわかんないですよね、⼈に

よる……コミュ⼒の⾼さとかによりますかね 

 

 テニサーf に所属する Df2 さんは、東⼤⼥⼦は「頭が良すぎて」「コミュニケーションと

れるか不安になっちゃう」という。このイメージは東⼤で男⼦を相⼿に新歓した際に感じた

ものらしく、「不思議な⼦」が多かったと語っていた。だが⼀⽅でサークル内の東⼤男⼦は

「みんな普通の⼈」であるらしく、別の場⾯で東⼤⽣に対する印象を聞いた際も「テニスも

スポーツもできて、なんか、意外と普通なんだなって」と語っていた。ここで注意したいの

は、Df2 さんは東⼤⼥⼦と話したことがなく、実際にサークルで関わって東⼤⽣は「意外と

普通」と分かった後も、新歓活動で出会ったコミュニケーションが苦⼿な東⼤男⼦のイメー

ジを東⼤⼥⼦に当てはめ続けていることである。コミュニケーション⾯での不安はテニサ

ーdの Bf1 さんも語っていた。 
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Bf1：どうなんですかねなんか、偏⾒になっちゃうかもしれないんですけど、すごい j とか

学内のテニサーの⼈たちと⼀緒に練習試合とかあるんですけど、やっぱり会話の内容とか

ちょっと⼤⼈と⾔うか知的と⾔うか 

＊：本当ですか、アホみたいな話しかしてないですけど 

Bf1：いやいや、私たち結構ギャグギャグ⾔ってる感じなんですけど、そこら辺とか違うの

かなって思ったり。（中略）結構なんか jの⼥⼦はこっち寄りの気がするんですけど、kとか

は真⾯⽬な⼦が多いですよね。それでなんかもし同じサークルだったら、その中で全体とし

て仲良くはなると思うんですけど、個⼈的にめちゃめちゃつるむかって⾔われたらそれは

どうなんだろうって 

 

 Bf1 さんはＭさんとは異なり練習試合で実際に東⼤⼥⼦と関わった上で、東⼤⼥⼦とは

「会話の内容」が合わないのではないかと指摘する。Bf1 さんによれば⾃分達は「ギャグ」

を多く⾔う⼀⽅で、東⼤⼥⼦は「知的」な会話をしているという。それゆえに同じサークル

に所属しても個⼈的に仲良くなることはないのではないかと推測していた。つまり偏差値

ヒエラルキーに基づく“頭の良さ”が友⼈関係を築く壁になると述べている。更にバドサーa

に所属する Af1 さんは、東⼤⼥⼦はその“頭の良さ”から⼀線を置かれるのではないかと推

測する。 

 

Af1：何なんだろう……（東⼤⼥⼦が⼊ることに関して）私そんな問題ないと思いますけど、

でも雰囲気の違いとかはあるのかな。……すごい偏⾒ですけど頭がいいじゃないですか、や

っぱり東⼤の⼥の⼦って。私は別に感じないですけど、他⼤私⽴、私⼤とかだと、そういう

偏⾒からこじれるのかなって 

＊：どんなふうにこじれるんですか 

Af1：あの⼦頭いいからみたいな。そんなの⼤学⽣でないかなわかんないけど 

＊：あの⼦頭いいからみたいな、⼀線を置かれちゃうって感じ 

Af1：それはあるかもしれない。でも⼀線置きそうな⼦いますよ 

＊：どんな⾵に置くもんなんですか 

Af1：なんだろう仲良いグループできるじゃないですか、それに⼀緒にはなんなそうだなー

みたいな 
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 A⼥⼦⼤学に所属する Af1 さんは「私は別に感じないけど」と前置きした上で、「他⼤私

⽴、私⼤とかだと」“頭の良さ”に対する偏⾒から「こじれる」のではないかと語る。この「こ

じれる」とは、仲の良いグループに「⼀緒にはなんない」という⼀線を置かれる対応を指し、

これは Bf1 さんの語りと⼀致する。⼀⽅で同じく A ⼥⼦⼤学に所属するテニサーd の Af3

さんは、⼥⼦間の「頭の差」について⾔及するものの、「A⼥なら仲良くできる」と語る。 

 

Af3：いや A ⼥とかやったら……いや偏⾒⼊ってるかもしんないけど、いろんな。A ⼥とか、

私的には私⽴⼥⼦⼤もいっぱいあると思うんですけど B ⼥が⼀番学⼒的にはいいのかなと

勝⼿に思ってます 

＊：それはなんか⼥⼦⼤の⼦たちの話を聞いてもなんとなく 

Af3：多分そうですよね、だからかわかんないけど関わりづらいとか無くて、てあるからな

んだか頭の差で⾔うと、（笑いながら）差はちょっとまた⼤きくなるんですけど、別にそん

なに A ⼥は特に東⼤の⼥の⼦関わりづらいとかもないんじゃないのかなと 

 

 Af3 さんは⼥⼦⼤の中でも A ⼥⼦⼤学に次いで偏差値の⾼い B ⼥⼦⼤学の学⽣とは「だ

からかわかんないけど」関わりやすいという。よって偏差値ヒエラルキーに則ると“東⼤＞

A⼥⼦⼤＞B⼥⼦⼤”となり、「頭の差」が⼩さい東⼤と A⼥⼦⼤、A⼥⼦⼤と B⼥⼦⼤が

関わりやすいのでは無いかと推測する。これは“頭の良さ”が壁になると述べた Bf1 さんの

語りと通ずるものがある。 

 また、東⼤⼥⼦という⽭盾したジェンダー像に対する違和感、葛藤も⾒受けられた。Df3

さんは「イケイケ」の東⼤⼥⼦に対する苦⼿意識について語った。 

 

Df3：何か多分イケイケの⼈たちは苦⼿だなっていうのは、ちょっと思います、あはは。な

んか勝ち組感が凄すぎて、頭いい上に可愛いってもう完璧みたいな、東⼤⼥⼦のそういうグ

ループの⼈達は苦⼿かもしれないです 

＊：なるほど頭良くて可愛い、例えばミスコン５とかですか？ 

Df3：そんな感じですね。 

＊：でもあんなの上位数％ですよ 

Df3：えー、あははなんかじゃあ、なんかすごい頭の良さにみたいなものに、そういうイケ

イケっていうか、具体的に何だろう……なんか、その gの⼈たちと仲良かったりすると、え
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っこれ東⼤⼥⼦なんだみたいな⼈も結構いるので 

＊：おお、みたいな。外⾒ですか 

Df3：外⾒とかも、お洒落とかもばっちり決まってるみたいな。普通に⼥⼦⼤⽣感がある感

じ 

＊：普通に⼥⼦⼤⽣感がある東⼤⼥⼦はちょっと苦⼿かもみたいな。何で苦⼿なんですか 

Df3：何だろう……やっぱなんかそれで結構、それでほぼ完璧みたいな感じじゃないですか。

全てにおいてほぼ完璧みたいな感じ、だからプライドが⾼そう 

 

 Df3 さんは「頭いい上に可愛い」という「完璧」な東⼤⼥⼦は「勝ち組感が凄すぎて」苦

⼿だという。Df3 さんは所属するインカレテニサーgの男⼦に⾒せてもらった写真にお洒落

で垢抜けた「普通の⼥⼦⼤⽣」としての東⼤⼥⼦が写っていると、「えっこれ東⼤⼥⼦なん

だ」と驚き、「ちょっと苦⼿」だと語る。Df3 さんは別の場⾯で「可愛ければ可愛いほど」

苦⼿であると語っていた。そしてお洒落で可愛いという⼥性として洗練された東⼤⼥⼦は

「プライド⾼そう」とマイナスに評価している。ここからは東⼤⼥⼦はお洒落でもなく垢抜

けてもおらず、外⾒の⼥性らしさに関しては普通の⼥⼦⼤⽣以下の存在であるという Df3

さんのイメージが伺える。だが Df3 さんが実際に写真で⾒たとおり、東⼤⼥⼦は必ずしも

Df3 さんがイメージするとおりの⼥⼦ばかりではなく、特に華やかなイメージのあるテニ

サーに⼊ろうとする東⼤⼥⼦は⽐較的お洒落で可愛い⼥⼦が多いと⾔える。しかしこれら

の「完璧」な東⼤⼥⼦は「プライドが⾼そう」と仮定され、敬遠されてしまうと分かる。Df3

さんの中で⼥性であることと“頭の良さ”は共存しえないと推測できる。またテニサーd の

Bf1 さんは「ちやほや」される経験について⼥⼦⼤間で差があったことを明かした。その上

で東⼤⼥⼦はよりちやほやから遠ざかり、⼈間関係がこじれてしまうのではないかと推測

している。 

 

Bf1：なんか B⼥と A ⼥でも差があるんですよ。何か B⼥の⽅が結構キラキラみたいな、あ

って。A ⼥の⽅が結構落ち着いてっていうか、知的真⾯⽬静かっていうのが⼈間的にあるの

で、結構男⼦も B ⼥にちやほやするんですよ、それで⼀回私たちの学年じゃなくって下の

学年が揉めて、A ⼥⼦⼤学の⼦がそれにキレてみたいな、あったので。（中略）東⼤⼥⼦が

⼊ったらそういうのもより深まるみたいなあるのかなって思いました。（中略）私たちの代

は結構 A ⼥は静かで真⾯⽬な⼦が多いんですよ。それで B ⼥が結構可愛くてキラキラして
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る、ザ・インカレ⼥⼦みたいなのが多くて、それで結構差がありました。今はそんな気にな

らないですけど、最初は結構B⼥可愛いみたいな、B⼥は可愛いみたいな、あって。A ⼥は

そうでもないみたいなって、だから A ⼥⼦⼤が可愛い年は当たりだみたいな 

 

 先述したとおり、テニサーd には「姫」扱いやお⾦の傾斜などといった「ちやほや⽂化」

が存在する。テニサーdでは「キラキラ」していて「可愛い」B⼥⼦⼤学の⼥⼦は「ちやほ

や」されるものの、「知的真⾯⽬静か」な A⼥⼦⼤学の⼥⼦は「飲め飲め」とアルコールを

強要され、それで過去複数回 A ⼥⼦⼤学の⼥⼦が「キレ」たことがあるという。このよう

な「ちやほや」に差が付けられる現象は、東⼤⼥⼦が⼊ったら「より深まる」のではないか

と Bf1 さんは指摘する。「ちやほや」される「可愛い」⼥⼦に偏差値ヒエラルキーで上位に

位置する東⼤⼥⼦や A ⼥⼦⼤学の⼥⼦は含まれていないことから、ここでも「知的」な⼥

⼦は⼥性性が低いという価値規範が根底にあると考えられる。 

 他⼤⼥⼦は「東⼤⼥⼦お断り」を明確な差別とは捉えず、東⼤⼥⼦を東⼤男⼦との恋愛

機会という利益を脅かす存在とみなしている。同じ学校に通い同程度の“頭の良さ“を誇る

東⼤⼥⼦は東⼤男⼦と最も近づきやすい異性であり、「距離感」の遠い他⼤⼥⼦より恋愛

⾯で有利であるとみなされている。また他⼤⼥⼦は “頭の良い⼥性”という⽭盾した存在に

対して葛藤し、話の通じない優等⽣という仮想の東⼤⼥⼦像を⽣み出して距離を取ってい

る。男⼦の“頭の良さ”は⾼く評価される⼀⽅で、同じく優秀なはずの東⼤⼥⼦は「コミュ

ニケーションとれるか不安になっちゃう」（Df2 さん）、「個⼈的にめちゃめちゃつるむかっ

て⾔われたらそれはどうなんだろう」（Bf1 さん）というように、コミュニケーションのと

れない頭でっかちな優等⽣と低く評価されている。彼⼥たちにとって“頭の良さ”と⼥性で

あることは両⽴しない。⼥性性の象徴である外⾒の華やかさについても然りである。Df3

さんや Bf1 さんの語りに⾒られるように、東⼤⼥⼦は「普通に⼥⼦⼤⽣感」があり「可愛

い」はずのない、野暮ったい存在でなければいけない。他⼤⼥⼦の恋愛機会を脅かし、か

つ⼥性というジェンダー像として⽭盾した存在である東⼤⼥⼦は、他⼤⼥⼦によってコミ

ュニケーション能⼒に⽋けて野暮ったく、地味な優等⽣として「悪魔化」（Young 訳本，

2007）される。Youngは他者の「悪魔化」の思考回路に関して、社会に問題が起こるのは

問題そのものが原因であると考え、弱者・少数派に問題の責任を押し付け、まるで彼らが

悪魔であるかのように忌み嫌い排除することだと述べている。他⼤⼥⼦は「東⼤⼥⼦お断

り」という排除に関して、排除されるのはコミュニケーション能⼒に⽋けた東⼤⼥⼦が悪
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いと考え、「東⼤⼥⼦」に差別の責任を押し付けているとも⾔えるだろう。 

よって「東⼤⼥⼦お断り」は、インカレサークルのジェンダー秩序の維持という観点か

ら⾒ると、東⼤男⼦にとっては男⼦優位のジェンダー⾮対称性を維持するため、他⼤⼥⼦

にとっては“頭の良い”⼥性という⽭盾した存在を排除して東⼤男⼦との恋愛機会を確保す

るための戦略の⼀つと捉えられる。 

 

5-3.学内サークルに所属する東⼤男⼦の認識 

 ⼀⽅で、学内サークルに所属する東⼤男⼦は「東⼤⼥⼦お断り」をどう認識しているのか。

彼らは維持すべき伝統も伝統を変えることによる運営上の困難も有さないにも関わらず、

「東⼤⼥⼦お断り」を積極的に否定はしなかった。学内で需要が満たせておりインカレサー

クルに東⼤⼥⼦が⼊部する必要は無いという、東⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦の「棲み分け」の姿勢を

⾒せた。 

 

Tm7：別に全然いいんじゃないかと思います。まずだって東⼤⼥⼦⼊っても別に、そこに無

理やり⼊りたい奴がいるのかっていうふうに思うし。（中略）だってテニスがやってる、や

りたくて⼊ってるわけじゃそんなになくて、想像としては東⼤男⼦と同じサークルってい

うので⼊ってる⼈が多いと思うから、そこで無理やり東⼤⼥⼦が⼊って変に軋轢を⽣むん

だったら、もっと別のサークル、スポーツ系じゃなくても、⼊れるサークルもあるんだから、

そこ⼊ればいいじゃんって 

  

Tm9：別にいいんじゃね派。理由はまあ、東⼤男⼦が他の⼤学の⼈とサークルを作ろうと思

ってそのサークルができたわけで、そういうサークルがいっぱいあるなら、で学内は学内と

して東⼤だけで作ってるわけで、別に⾃分の需要を満たせるサークルがいっぱいあるから 

 

Tm10：今のご時世だしお断りにするのは良くないと思うけど、お断りまでいかなくていい

けど、棲み分けしてもいいんじゃないみたいな 

 

 Tm7 さんは学内バドサーhの元代表で、Tm9 さん・Tm10 は共に学内テニサーjに所属

し、Tm9 さんは代表を務めた。３⼈は学内に東⼤⼥⼦の需要を満たせるサークルが存在す

ること、また他⼤⼥⼦と東⼤⼥⼦が「棲み分け」る⽅が良いことを理由に「東⼤⼥⼦お断
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り」を肯定していた。Tm7 さん・Tm9 さんの語りによれば、他⼤⼥⼦は東⼤男⼦、東⼤

男⼦は「他の⼤学の⼈」との出会いを⽬的としており、東⼤⼥⼦はインカレサークルに不

要な存在だとみなされている。東⼤のインカレサークルは多くは東⼤男⼦と他⼤⼥⼦によ

って構成されていることから、ここでの「他の⼤学の⼈」は⼥⼦に限定されていると⾔う

ことができる。これは、インカレサークルは東⼤男⼦と他⼤⼥⼦の出会いの場であるとい

う印象に基づいていると考えられ、他⼤⼥⼦のDf3 さんが語った「どっちも win-win」と

いう⾔葉に象徴されている。またこの 2⼈は、学内サークルの存在が東⼤⼥⼦の需要を満

たせていると語っている。これは学内サークルに所属するが故の視点と⾔えよう。しかし

学内テニサーjに所属する東⼤⼥⼦である Tf4 さんは、東⼤⼥⼦が⼊部できる「本郷系」

のテニサーがないことに対する不満を語った。 

  

Tf4：駒場には学内サークル、jとか kとかあったけどー、本郷には東⼤⼥⼦が⼊れるテニス

サークルがなくって、男⼦はだから駒場、jの⼈も結構⼊り直すんだけど、インカレ。（東⼤

⼥⼦は）⼊れないから、本郷来てからテニスが全然できなくなっちゃったから、結構悲しい

なって思う、そういうときにね。駒場遠いし、お⾦かかるし 

 

 Tf4 さんは本郷キャンパスを主体に活動する「本郷系」のサークルは東⼤⼥⼦を受け⼊れ

ないインカレしか存在しないことから、「⼊れないから、本郷に来てからテニスが全然でき

なくなっちゃった」「悲しい」と語っている。学内サークルは駒場にしか存在せず、本郷キ

ャンパスに通う上級学年の東⼤⼥⼦の需要は満たせていない。よって、学内サークルで東⼤

⼥⼦の需要が満たされているという男⼦の⾒⽅は⼀⾯的であると⾔えよう。 

「東⼤⼥⼦お断り」に関してインカレサークル所属の男⼦は問題視することはなく、伝

統の存在の重さ、そして東⼤⼥⼦を⼊部させることによる運営の困難さを理由として挙げ

た。また学内サークルに所属する男⼦は学内サークルの存在で東⼤⼥⼦の需要は満たせて

いるとみなし、“出会いの場”であるインカレサークルに東⼤⼥⼦が⼊らないようにするた

めにも「東⼤⼥⼦お断り」という決まりはあった⽅が良いという姿勢であった。「あー、

⼊れないのは問題じゃないのかなって。⼊りたいなら⼊らせてあげればって思うけど、積

極的に勧誘とかをインカレも東⼤⼥⼦に対してしろとか、そういうふうには思わない」と

語った Tm11 さん、「（東⼤⼥⼦にも）同じ機会を与えるべきなんじゃないのかな」と語っ

た Tm8 さんのように、機会の不平等を問題視する声はあったが、積極的に否定はしなか
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った。ここからは「東⼤⼥⼦お断り」という差別問題に対する東⼤男⼦の鈍さが伺える。 

 

5-4.東⼤⼥⼦の不満 

排除されている⽴場にある東⼤⼥⼦はどう認識しているのか。学内バドサーh所属の 2

⼈、学内テニサーj所属の 2⼈に、それぞれグループインタビューを⾏った。Tf1 さんと

Tf2 さんは筆者と同じ学内バドサーhに所属している。共に執⾏代で幹部職を務めてお

り、サークル活動に深く関わってきた。また Tf3 さん、Tf4 さんは学内テニサーjに所属し

ている。特に Tf4 さんは幹部職を務めるなど深くサークル活動に関わっており、試合やイ

ベントを通じて他⼤⼥⼦を間近で⾒る機会が多い。「東⼤⼥⼦お断り」に対する意⾒を尋

ねたところ、彼⼥たちは以下のように語った。 

 

Tf1：時代遅れだよね 

Tf2：うん、時代遅れだし何で⼊れないのかもわかんないけど、⼊れませんって⾔ってるよ

うなサークルには私たちは⼊りたくない 

（中略） 

Tf2：そのなんか東⼤⼥⼦お断りっていうその規則が、気持ち悪いなって、何て⾔っていい

かわかんないけど何？って感じじゃない、よくわかんない 

（中略） 

Tf2：なんか東⼤のサークルなのに東⼤男⼦が⼊れて、⼥⼦だからっていうだけで拒否され

るっていうのが訳が分からない 

Tf1：分かる。元々の 1 年⽣の時とかに思ってたイメージは、インカレの⼥の⼦って東⼤男

⼦に狙いに来て、狙いに来てみたいな、win-winに成り⽴ってんでしょみたいな思ってたん

だけど、それは気持ち悪いなって思ってたんだけど、インカレの⼦と喋ってるとそういうわ

けでもないし、だからマシにはなった、イメージは。気持ち悪い気持ちは薄れはしたけど、

最初はそれがすごい気持ち悪かった 

（中略） 

Tf2：実際に関わってみると全然いい⼦だったり、そういう⼈も⼀定数いると思うけど、出

会い求める⼈っていうのは……でもなんか単純にバドミントン好きで⼊った⼈もいるしね 

 

 Tf2 さんは「東⼤のサークルなのに」「⼥⼦だからっていうだけで拒否される」ことに納
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得しておらず、「気持ち悪い」規則だと語る。Tf1 さんも気持ち悪さに同意はするものの、

試合などでの他⼤⼥⼦との関わりを通じて気持ち悪さは薄れたと語っている。⼤学⼊学当

初の頃抱いていた男⼥の出会いの場というイメージは薄れたものの、否定的な印象は否め

ず、「時代遅れ」な伝統だと批判する姿勢が伺える。学内テニサーjに所属する Tf3 さんと

Tf4 さんは以下のように語った。 

 

Tf3：なんか伝統に縛られてるんじゃないかなっていうのは思う。（中略）うーん、伝統やっ

ぱり憎いよね 

Tf4：だから⼊りたいとも思わないよね。なんか普通に全然どっちもいるよーみたいな環境

なら全然いいけど、でもそこまでしてお互い苦しい感じになるなら、まあいいやとは思う 

＊：苦しくなりそう？もし⼊ったら 

Tf4：やっぱりなんかね、東⼤の⼥の⼦じゃない⼦たちとか会話とかも全然合わないだろう

し、考え⽅、なんだろう雰囲気もあれも全部違うし、アウェー感とかありそう 

Tf3：インカレやっぱり男⼦がさ、いろんな⼤学にするべきじゃない 

Tf4：確かに確かに分かる、東⼤男⼦と⼥⼦の出会いの場とかになってるからさ 

Tf3：確かに、東⼤という名を持ちながらね、ふふ 

 

 「東⼤⼥⼦お断り」に関して、彼⼥たちも Tf1 さん・Tf2 さん同様に「伝統」という側

⾯に⾔及し、特に Tf3 さんは「伝統に縛られている」と指摘した。これは伝統⾃体を「時

代遅れ」とまっすぐに批判した Tf1 さん・Tf2 さんとはまた異なり、伝統の可否に関わら

ず無批判に伝統を踏襲している男⼦の姿勢を端的に⾔い当てている。Tf3 さんと Tf4 さん

はインカレサークルに「⼊りたいとも思わない」と語り、他⼤⼥⼦との「会話」「考え

⽅」「雰囲気」の違いを理由として挙げていた。この「雰囲気」の違いにより感じるだろ

うとされている「アウェー感」は、「東⼤男⼦と⼥⼦の出会いの場とかになってる」こと

も関係していると⾔えよう。Tf3 さんは「東⼤という名を持ちながら」東⼤⼥⼦を排除し

て男⼥が出会いの場を形成していることに対して⽪⾁を込めていた。 

東⼤⼥⼦にとってインカレサークルの「東⼤⼥⼦お断り」は「時代遅れ」の悪しき伝統で

あり、同時に「東⼤男⼦と⼥⼦の出会いの場」を形成する「気持ち悪い」⼀要素と考えられ

ている。また 4⼈とも、「東⼤⼥⼦お断り」という決まりのあるインカレサークルへの⼊部

を拒否している。特に Tf2 さんは「⼊れませんって⾔ってるようなサークルには私たちは
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⼊りたくない」と語り、男⼥差別的なサークルに対する拒絶の気持ちを強く押し出した。⼀

⽅で Tf3・Tf4 さんは「出会いの場」としてのイメージが強い。また会話の内容や考え⽅、

雰囲気が「合わない」他⼤⼥⼦の中で「アウェー感」を感じ、「苦しくなりそう」と語って

いる。これは東⼤⼥⼦を頭でっかちな話の通じない優等⽣として「悪魔化」（Young 訳本，

2007）し、排除した他⼤⼥⼦の思考と⾮常に良く似ている。インカレサークルは本来異なる

⼤学の学⽣が交流することが⽬的とされている。「東⼤⼥⼦お断り」という伝統のせいで他

⼤⼥⼦と東⼤⼥⼦の交流が絶たれ、互いを「悪魔化」して排除しあうことにより関係がねじ

れてしまうことは、他⼤⼥⼦・東⼤⼥⼦両者にとって誠に遺憾であると⾔えよう。 

「東⼤⼥⼦お断り」を明確に差別として認識し、嫌悪感を⽰したのは東⼤⼥⼦のみであっ

た。インカレサークル所属の東⼤男⼦は伝統や運営上の困難を理由に「東⼤⼥⼦お断り」を

正統化し、学内サークル所属の東⼤男⼦は“出会いの場”としてのインカレサークルのイメー

ジを元に東⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦の「棲み分け」が必要だと主張した。また他⼤⼥⼦は東⼤⼥⼦

によって東⼤男⼦との恋愛機会が奪われることを怖れていた。また頭でっかちな優等⽣と

して東⼤⼥⼦を「悪魔化」することで「東⼤⼥⼦お断り」という排除を正統化していた。よ

って、東⼤男⼦、他⼤⼥⼦は明確な差別意識を持って「東⼤⼥⼦お断り」を実践しているわ

けではないと⾔える。インカレサークルに対する“出会い系”というイメージ、東⼤⼥⼦とい

う⽭盾した⼥性像に葛藤する中で、伝統として存在する「東⼤⼥⼦お断り」という制度を受

容している。この伝統に違和感を覚え、打ち破ろうとする動きは起こらないのだろうか。 

 

5-5.「炎上」したテニサーl 

テニサーl は、2018 年度の新歓活動で「東⼤⼥⼦お断り」を廃⽌し、東⼤⼥⼦を受け⼊れ

ると発表した。しかし SNS上で⼤きな騒ぎとなり、次年度から受け⼊れを取りやめた。当

時新歓代表を務めていた Tm14 さんは「東⼤⼥⼦お断り」を「男⼥の差別」と捉えて明確に

問題意識を抱いていた。その上で「東⼤⼥⼦にも⾨⼾を開きたいな」と考え東⼤⼥⼦の受け

⼊れを決めたという。Tm14 さんが「l は今年で 47 年⽬を迎える息の⻑いインカレテニスサ

ークルですが、今まで東⼤⼥⼦はお断りでした。これが良いか悪いかは置いておくとして、

今年は新しい⾵が吹いて東⼤⼥⼦を受け⼊れる運びとなりました。（後略）」と Twitterで発

⾔したところ、東⼤⼥⼦の⼀⼈が「（前略）差別的な発⾔をする東⼤男⼦がいることに驚き

ですねぇ……そんな⼈がいるところにだれも⼊りたくないっての」と反応し、⼤きな話題と

なった６。新歓の結果としては Tm14 さんの知り合いの東⼤⼥⼦が⼀⼈⼊部したものの、サ
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ークルにほとんど参加しない幽霊部員となり、東⼤⼥⼦の積極的な受け⼊れは次年度から

取りやめられた。「東⼤⼥⼦お断り」というジェンダー差別をなくそうと⾏動に移したもの

の、成功しなかった例と⾔える。Tm14 さんのツイートに対し「差別的な発⾔」と反応した

東⼤⼥⼦と Tm14 さんは“炎上”を経て直接メッセージをやり取りした。その上で、Tm14 さ

んは「差別的な発⾔」と捉えられたのは東⼤⼥⼦のコンプレックスに原因があると捉えてい

た。 

 

Tm14：東⼤⼥⼦を受けいれますって⾔うのがコンプレックスによって曲解した感じがあっ

て 

＊：どういうことですか 

Tm14：だから東⼤⼥⼦っていうのは⾒た⽬も悪いしブスやし、そんなんでも⼊れてやるよ

みたいな感じで読んだらしいんですよね 

 

 メッセージを送ってきた東⼤⼥⼦との SNS上のやり取りから、⾃分の発⾔が「⾒た⽬も

悪いしブス」な東⼤⼥⼦でも「⼊れてやるよ」という上から⽬線のものと捉えられてしまっ

たと分かったと Tm14 さんは語る。ここからはインカレサークルの⼥⼦は⾒た⽬が良く美

⼈であるという、華やかさという⼥性性で劣っているという東⼤⼥⼦の「コンプレックス」

が窺える。更に付け加えて⾔うならば、「東⼤⼥⼦お断り」という制度に対し「これが良い

か悪いかは置いておくとして」「今年は新しい⾵が吹いて」といった⾔葉遣いが「差別的」

として反発を招いたとも考えられる。「東⼤⼥⼦お断り」という差別を打ち破ろうとする⾏

動は、被差別者である東⼤⼥⼦の⼼理を⼗分に考慮して⾏われないと成功するのは難しい

という⼀例だと⾔えるだろう。その上で、Tm14 さんは「東⼤⼥⼦お断り」の慣習を破るこ

との難しさ、「魅⼒」の無さを以下のように語っていた。 

 

Tm14：結局、倫理的道徳的信条的に男⼥平等の観点で⾔えば、もちろん東⼤⼥⼦を⼊れて

しかるべきなんですね、なんですが、東⼤⼥⼦はなにぶん⼈数が少ないという現実的な問題

が⽣じてきて。3000 ⼈の 2 割かな、500〜600 ⼈探すのと、A ⼥だったら 500 ⼈中 500 ⼈、

B ⼥だったら 300 ⼈中 300 ⼈みたいな、ていうの探すのどっちがいいかっていう状況にな

ってくる 
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Tm14：なにぶんやっぱり伝統がありますから。それに別にそれで困ってるわけではない、

現実何も困ってないので、その状態で変えることにどれくらいの意味があるのか、東⼤⼥⼦

の新歓をするぞって頑張ることにどれぐらいの意味があるかって⾔ったら、⼤したあんま

り魅⼒はない 

 

Tm14：（東⼤⼥⼦を受け⼊れようとしても）どうせあんま⼊らないし⼤変だし、いいことは

別にないです。実際僕たちもなかったし 

 

 Tm14 さんは「倫理的道徳的信条的」には東⼤⼥⼦を受け⼊れて「しかるべき」という。

ここからは「東⼤⼥⼦お断り」を差別としてはっきり認識する姿勢が窺える。しかし東⼤⼥

⼦の⼈数の少なさ、伝統を踏襲する現状に満⾜していることから、東⼤⼥⼦を受け⼊れるこ

とに「あんまり魅⼒はない」と語り、実際に受け⼊れようと改⾰しても「いいことは別にな

い」という。また Tm14 さんのサークルの先輩である Tm13 さんは、伝統を変えることに

対して割かなければならない労⼒と、それ故に現状に⽢んじる姿勢を語っていた。 

 

Tm13：だから伝統……変えるリスクを負いたくないの、リスク回避よ。（中略）上に⾔われ

るとめんどくさいっていう。まじでそれだけでずっとやってこなかった 

 

Tm13：いつか変わるかもしれないけど、俺らの代じゃなくても。それに世間が思ってるほ

ど誰も差別的感情を持ってない。別にいいんじゃないみたいな、なんなら仲良くできると思

ってる、うん。だって B ⼥と A ⼥が仲良くしてるんだから東⼤⼥⼦が駄⽬なんて仲良くで

きないなんてそんなことないじゃん。別にみんなそう思うんだけど、じゃあ東⼤⼥⼦⼊れて

もいいよねって結論になっても、変えるのがめんどくさいとか上に⾔われるのが嫌だから、

もし⼈数が集まりきらなかったらその時にやればいいんじゃない？みたいな 

 

 Tm13 さんは、「東⼤⼥⼦お断り」という慣習を踏襲しているからと⾔って「世間が思って

るほど誰も差別的感情を持ってない」と語る。テニサーl では毎年「新歓会議」が⾏われ、

その年の新歓活動の⽅針が決められる。前年度に⼊部した⼥⼦が少なかった場合も含め、ほ

ぼ毎年東⼤⼥⼦⼊部の可否が話し合われるという。多数決では東⼤⼥⼦の⼊部に賛成票が

集まるものの、実際に制度が変わることはない。その理由は「伝統を変えるのがめんどくさ
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い」「上に⾔われるとめんどくさい」という語りに⾒られるように伝統保守の姿勢にある。

Tm13 さんが語るように、彼らに積極的な「差別的感情」は存在しない。「東⼤⼥⼦お断り」

という伝統を破ることにより⽣じる「めんどくさ」さを回避しようという姿勢のみである。

伝統を無批判に踏襲することで、無⾃覚に差別構造を⽣み出していると⾔えるだろう。これ

は「消極的な差別」と語る Tm14 さんの語りと通ずるものがある。更に Tm14 さんは、傍

観者に対しても「東⼤⼥⼦お断り」の差別に「消極的に参加」していると指摘した。 

 

Tm14：成功してるやり⽅がある、そのやり⽅を受け継がないわけがない。j と k も⼀緒で

す。今までこれでうまくいってるんだから受け継がないわけがない。なので彼らは積極的に

やってるというよりは、割と消極的。これがあるってこれがうまくいってるとわかってるか

らわざわざ危険を冒す必要はないじゃないですか、消極的な差別だと思います。それでまだ

あるんですけど、周りの⼈達ってそれもほとんど⼀緒だと思うんですよ。周りの⼈達は傍観

してるわけじゃないですか 

＊：周りの⼈って具体的に 

Tm14：東⼤の⼈だったり東⼤⽣全員ですよね。全員男⼥の差別があるにも関わらず男⼥の

差別があるサークルを知ってるわけじゃないですか、知ってるのにこの⼈７みたいに私はこ

ういうのには参加しなかったんですけどねドヤ！みたいな、いやお前は傍観者だから⼀緒

だぞって。結局みんな消極的に参加してる 

 

Tm14 さんは、インカレサークル所属者は「成功してるやり⽅」を受け継いでいるにすぎ

ず、積極的に東⼤⼥⼦を差別しているわけではないと語る。またこの「消極的な差別」に関

しては、傍観者である「東⼤⽣全員」も同罪であると指摘する。「男⼥の差別」をするサー

クルの存在を認識しつつ⾒て⾒ぬ振りをしている点で、その男⼥差別に「消極的に参加」し

ているというのだ。これは森⽥（1985）の「いじめの四層構造」における「傍観者」と同じ

論理だろう。更に Tm14 さんは、⼤規模サークルで⾏われている「セレクション」もまた

「東⼤⼥⼦お断り」と同じ男⼥差別であると語っている。「セレクション」とは、募集部員

数を超える数の⼊部希望者が集まった場合、⾯接や実技試験を経て合格者のみ⼊部させる

制度のことである。東⼤内では、「4 ⼤」など⼈気のインカレサークルが男⼥、学内サーク

ルが男⼦のみにセレクションを課している。この「セレクション」ではテニス未経験者は「顔

と楽しさ」（Tm14 さんインタビューより）が重視されると⾔われている。「セレクション」
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の基準については学内テニサーjの Tf4 さんが以下のように語っていた。 

 

Tf4：普通になんか、顔とかはない。顔はなんかすっごい格好よかったときだけなんか加点

とかはあるけど、顔はそんな重要じゃなくて、ノリの良さ、礼儀、コミュ⼒（＝コミュニケ

ーション能⼒）みたいなのを、結構、あと、どれぐらい辞めないで続けてくれるかとか、イ

ンカレとどれぐらいかけてるかとか、そういう項⽬とかがあって 

 

Tf4 さんによれば「セレクション」で重視されるのは主に「ノリの良さ」「礼儀」「コミュ

⼒」、そしてサークル活動にどの程度深く関われるかであり、これはテニスの技術とは関係

の無い曖昧な基準だと⾔える。その上で、Tm13 さんと Tm14 さんは「セレクション」と

「東⼤⼥⼦お断り」は構造上、事実上同じであると語った。 

 

Tm14：テニサーの問題は基本的にインカレでも学内でも差別が存在します。（中略）端的に

はお前男だから⼊れないよってことですよね、結局もしあなたが全く同じ経歴で男⼥逆だ

ったら⼊れたのに、男だからお前は⼊れないってことになってる。てなるとそれは男⼥に対

して差別、もちろんインカレサークルも⾔うまでもなくある。（中略）結局構造は⼀緒なん

ですよ、学内も楽しくやってるじゃんっていう。いいじゃんインカレで楽しくやったって。

結構これは対称性が⾼いですよ 

 

Tm13：なんか 4 ⼤とかってさ、厳正にセレクションを⾏うって⾔うけどさ、実際顔とかさ

選んでやってるわけじゃん 

＊：顔と⾯⽩さだっけ 

Tm13：そういうのとか、あと紹介とかさ、枠が決まってたり。⼆浪枠とか？多浪枠か。そ

ういうのがあったりそういう基準があるから、応募はできるけど絶対切られる。事実上⼀緒。

差別を何と捉えるかじゃない？（中略）形だけで判断してる。それが批判されない理由はほ

ら、最初の⾨⼾は開いてるか、それだけじゃん。そのサークルの個性じゃない？とも思って

しまう。そういうサークルと、東⼤⼥⼦はお断りじゃないけど他⼤⼥⼦には⾨⼾を開かない

っていうのといっぱいあって、選択する権利は東⼤⼥⼦とかそのサークルに⼊りたい⼈に

あって、そういうのを選べばいいんじゃないって、としか思わないね 
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 Tm14 さんは学内サークル jと kで実施される「セレクション」も、男⼦だけに⾏われる

点で男⼥差別であり、「東⼤⼥⼦お断り」と「構造は⼀緒」で「対称性が⾼い」と語る。Tm13

さんもまた、「4 ⼤」が⾏う「セレクション」では「顔」「紹介」「多浪」といった枠が既に決

まっており、「最初の⾨⼾」は開かれていたとしても「絶対」⼊れないことから「東⼤⼥⼦

お断り」と「事実上⼀緒」であると語る。更に Tm13 さんは「セレクション」の実施や「東

⼤⼥⼦お断り」は全て「サークルの個性」であり、東⼤⼥⼦は⾃分にとって好ましいサーク

ルを「選べばいい」と考えている。Tm14 さんは学内サークルでは男⼦のみに「セレクショ

ン」が実施されることは「東⼤⼥⼦お断り」と同じく男⼥差別であると語っている。 

しかし東⼤の⼥⼦⽐率は 2 割を切っており、男⼥⽐が偏りすぎるのを避けるためには男

⼦の⼊部者数を制限するのが合理的であるとも⾔える。よって学内サークルで男⼦のみに

「セレクション」が課されるのは東⼤の男⼥⽐が歪であることに端を発する策だと⾔うこ

とができる。また「東⼤⼥⼦お断り」が「セレクション」と事実上同じであるという Tm13

さんの意⾒について考えたい。「セレクション」では顔や⾯⽩さなどのテニスの技術とは関

係の無い曖昧な「⼈間⼒」で評価される⼀⽅、「東⼤⼥⼦お断り」は性別という本⼈にはど

うすることもできない属性を基準としている。顔の作りやコミュニケーション能⼒と性別

を同じ⽔準のものとみなすことはできない。「東⼤⼥⼦お断り」が「留学⽣お断り」や「障

害者お断り」であっても同じ事が⾔えただろうか。確かに「セレクション」は“厳正に⾏う”

とされてはいるものの基準は明らかにされておらず、テニス未経験者の男⼦にとっては顔

やコミュニケーション能⼒などの数値化できない曖昧な要素で⼀⽅的に評価される不本意

なものであることは事実だろう。しかし東⼤⼥⼦は⾃らの性別を理由に「セレクション」を

受ける機会すら奪われている。「セレクション」に落ちた男⼦とそもそも「セレクション」

すら受けられない東⼤⼥⼦を同じくくりだとみなすことはできないだろう。 

 テニサーl は「東⼤⼥⼦お断り」を廃⽌する試みをしたものの、東⼤⼥⼦の⼀⼈から反発

を受け、SNS 上で⼤きな騒ぎとなって失敗に終わった。当時新歓担当であった Tm14 さん

は他の東⼤男⼦とは異なり、「東⼤⼥⼦お断り」を明確に「男⼥の差別」だと捉えた上で、

差別を打開しようと⾏動に移した。無批判に伝統を踏襲する姿勢が多く⾒られた中で、この

⾏動⼒は素晴らしいものだと⾔えるだろう。Tm14 さんは反発の背景に東⼤⼥⼦の外⾒に対

する「コンプレックス」があったと推測しているが、「東⼤⼥⼦お断り」という制度に対し

「これが良いか悪いかは置いておくとして」「今年は新しい⾵が吹いて」といった⾔葉遣い

が「差別的」として反発を招いたとも考えられる。「東⼤⼥⼦お断り」という差別は単に東



63 
 

⼤⼥⼦を受け⼊れると⽅針転換しただけでは解決しない。今回インタビューした東⼤⼥⼦

達が語った「出会いの場」としてのイメージや、それ故に嫌悪する感情までくみ取って慎重

に改⾰していく必要があると⾔える。また Tm13 さんと Tm14 さんは共に「消極的な差別」

感情について語った。これは「東⼤⼥⼦お断り」は彼らにとって受け継ぐべき伝統にすぎず、

積極的に東⼤⼥⼦を差別しているわけではないというものだった。しかしこの「消極的な差

別」こそ⼤きな問題であると考えられる。差別をしているという⾃覚を持たずに「東⼤⼥⼦

お断り」を伝統として無批判に肯定する姿勢は、積極的に差別するよりもむしろ厄介である。

彼らに差別に加担しているという意識を芽⽣えさせるため、ジェンダー問題に対する⾼い

意識を養わせる必要があるだろう。  

 

終章.考察とまとめ 
 

6-1.各章の知⾒ 

「なぜ東⼤⼥⼦は排除されなければならないのか」ーー。本稿では、筆者が実際にサー

クル⼊部を「お断り」された経験への疑問を出発点として、東⼤⼥⼦かつ教育社会学を専

攻する学部⽣の視点から、東⼤インカレサークルで何が起こっているのか調査した。本節

では各章の知⾒についてまとめる。 

第 3 章ではインカレサークルにおけるジェンダー⾮対称性の現状を明らかにした。調査

対象としてはテニスサークル、バドミントンサークルの 2つを選んだが、ジェンダー⾮対

称性が観察されたのはテニサーのみであった。インカレテニサーでは「男⼦中⼼運営」、

「男尊⼥卑ルール」といったジェンダー差別、男⼦が必要以上に⼥性性を持ち上げて庇護

するジェンダー⾮対称性が観察された。 

第 4 章ではこのジェンダー⾮対称性を維持する内部構造として、インカレサークルに所

属する男⼥の認識について考察した。東⼤男⼦は無関⼼もしくは問題視しつつ⾏動しない

層が⼤半で、伝統や学校間格差を理由に男⼦の優位性を正統化していた。他⼤⼥⼦もまた

無関⼼層、もしくは違和感を覚えつつも押し込めて社会化している層が⼤半であった。⼥

⼦の正統化論理としてはジェンダー理論（不破・筒井 2010）や夫からの感謝に家事の充

⾜感を求める（⾚澤 2005）など、性別分業体制に対し不公平感を抱きにくい妻の論理と

通ずるものもあったが、年功序列へのすり替えや運営の負担を被って“くれる”男⼦への感

謝など、インカレサークル独特の論理も⾒受けられた。また無関⼼層に関しては、善積・
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⾼橋（2000，p.61）が⾔及した Komterの対⽴⾃体を認識させないように働く「不可視的

パワー」の影響も否定できない。インカレテニサーに所属する他⼤⼥⼦達は東⼤男⼦の“頭

の良さ”、⾃分達の“頭の悪さ”について複数回⾔及しており、東⼤インカレサークルにおけ

る「不可視的パワー」には偏差値ヒエラルキーが⼤きく影響しているのではないかと推測

することもできる。これは東⼤と同じく偏差値ヒエラルキーで上位に位置する早稲⽥⼤学

や京都⼤学で「ワセジョ（早稲⽥⼤学の⼥⼦）お断り」などが問題になっていることから

も窺える。 

第 5 章ではジェンダー⾮対称性を維持する外部構造である「東⼤⼥⼦お断り」について

分析した。「東⼤⼥⼦お断り」は東⼤学⽣⽀援課が「性別などで東⼤⽣の加⼊を制限す

る」ものとして問題視した通り、差別的な慣習と⾔える。しかしこれを差別として捉えた

のは被差別者である東⼤⼥⼦のみであり、東⼤男⼦は学内サークルに所属していようがイ

ンカレサークルに所属していようが明確に問題視はしておらず、「東⼤⼥⼦お断り」とい

う伝統を無批判に踏襲していた。また他⼤⼥⼦に関しても、東⼤⼥⼦を恋愛⾯のライバル

として不安視しており、“頭の良い⼥性”という⽭盾したジェンダー像に対して葛藤して

「東⼤⼥⼦お断り」を半ば積極的に受容していた。「東⼤⼥⼦お断り」は東⼤男⼦にとっ

ては男⼦優位のジェンダー⾮対称性を維持するため、他⼤⼥⼦にとっては“頭の良い⼥性”

という⽭盾した存在から距離を取って東⼤男⼦との恋愛機会を確保するための戦略の⼀つ

と考えられた。またインカレサークルにおけるジェンダー⾮対称性、「東⼤⼥⼦お断り」

という差別構造を打ち破ろうという動きもそれぞれ⾒られた。テニサーfとテニサーl であ

る。しかしテニサーfでは多数派の無関⼼層と伝統の壁に阻まれ、またテニサーl では被差

別者側の東⼤⼥⼦の⼼情を⼗分に考慮できずに東⼤⼥⼦から反発を受け、これらの試みは

失敗していた。 

 

6-2.どうすればジェンダー差別を解消することができるのか 

 東⼤インカレサークルには男⼦優位のジェンダー秩序が存在し、「東⼤⼥⼦お断り」とい

う閉鎖構造がそれを維持する⼆重の差別構造となっている。しかしインカレサークルに所

属している当⼈達は伝統を無批判に踏襲しているにすぎず、差別の当事者という意識が⾮

常に希薄である。これはインカレサークルに所属していない東⼤男⼦にも同じ事が⾔え、

「傍観者」が無⾔で許容していることも差別を助⻑していると考えられる。また東⼤⼥⼦と

同じ被差別者側に⽴つ他⼤⼥⼦すらも、「東⼤⼥⼦お断り」を半ば積極的に受容することで
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この閉鎖的な差別構造に加担している。この伝統としてのジェンダー差別は、甲⼦園や相撲

で⾒られる「⼥⼈禁制」の慣習が今も明確な理由無しに引き継がれていることと似た構造だ

と考えられる。⼤きな議論を巻き起こした⼀⽅で、甲⼦園や相撲の運営側が未だに「伝統」

を守り続けていることからも、伝統という隠れ蓑の下で悪意無く⾏われる差別構造を崩す

ことは⾮常に困難であると⾔える。 

どうすればこの⼆重の差別構造を打ち破ることができるのか。「東⼤⼥⼦お断り」という

閉鎖構造はインカレサークルにおけるジェンダー⾮対称性を維持する役割を担っており、

ジェンダー⾮対称性と「東⼤⼥⼦お断り」という差別構造は連動している。よって男⼦優位

のジェンダー秩序を壊し、学内サークルやインカレバドサーのように男⼥平等なサークル

運営や男⼥対等な⽴ち位置を実現するには、まず「東⼤⼥⼦お断り」を撤廃してサークルの

閉鎖性を崩すことが有効だと思われる。しかし「東⼤⼥⼦お断り」の撤廃の前には 40 年を

超える伝統という壁と、差別意識の希薄なサークル部員が⽴ちはだかる。学⽣の⾃主的な活

動の妨げとして批判される可能性も⾼いが、伝統に深く浸かった内部からの改⾰は困難で

あると考え、⼤学本部が半ば強制的に「東⼤⼥⼦お断り」を廃⽌するよう求めるのも有効だ

と思われる。「東⼤⼥⼦お断り」は明確な男⼥差別として⼤学本部に問題視されていること

から、強制的に撤廃することは不可能ではないだろう。しかし差別に加担しているという内

部の認識のないまま制度だけ無理やり撤廃すると、「表向きには⼥⼦も⼊れると書くけれど、

実際には⼥⼦を積極的に勧誘せず、今までどおりの⽅針を維持する」（四本 2019）という差

別が裏で続く状況にもなりかねず、学⽣のジェンダー問題に対する鋭敏な意識を養う必要

は⼤きいと⾔える。「東⼤⼥⼦お断り」に対する差別の意識は東⼤男⼦だけでなく同じ被差

別者である他⼤⼥⼦すら希薄で、インカレサークル所属者のジェンダー問題に対する意識

は総じて低いと⾔える。よって学⽣にジェンダー問題に対する鋭敏な意識を養わせるため、

東⼤側がより強く⾒解を発表したり、ジェンダーについて扱う講義の受講を勧めたりする

ことが⽐較的有効だと思われる。 

しかし仮に「東⼤⼥⼦お断り」を撤廃できたとしても、サークル内のジェンダー⾮対称性

を解消できるかどうかは別問題である。インタビュー協⼒者の東⼤⼥⼦は皆インカレサー

クルに対し良い印象を抱いていなかった。いざ「東⼤⼥⼦お断り」が撤廃されても“出会い

系”というイメージが邪魔をして学内サークルに留まり続けることは⼗分に予測できる。つ

まりインカレサークル側が東⼤⼥⼦を積極的に勧誘するなどして⾨⼾を開いたとしても、

東⼤⼥⼦⾃⾝がインカレを避け、インカレサークルの閉鎖性が維持されてしまう可能性は
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否定できない。またサークル内のジェンダー⾮対称性はサークルの運営⽅式や男⼦による

⼥⼦の扱い⽅などサークル内部の⼈間関係に深く関わっている。外部による無理やりな撤

廃が可能な「東⼤⼥⼦お断り」とは異なり、たとえ東⼤⼥⼦が⼊部して⼀⽅的な男⼦優位の

構図が崩れたとしても、学⽣のジェンダー意識が根本から変わらない限り変えることは困

難であると⾔える。 

東⼤インカレサークルにおける⼆重のジェンダー差別構造は、ジェンダー意識の低さに

伴う罪悪感の無さ、偏差値ヒエラルキーに基づく男⼦の傲慢さと他⼤⼥⼦の低姿勢、インカ

レサークルに対する東⼤⼥⼦の嫌悪感など、様々な要素が絡み合って成⽴している。決定的

な解決策を提⽰することは難しく、さらなる調査が必要だろう。 

 

6-3.本稿の限界と今後の展望 

 以下、本稿の限界について述べたい。本稿では「東⼤⼥⼦お断り」を掲げるインカレスポ

ーツサークルの中でも、特にテニスサークルとバドミントンサークルに焦点を当てて分析

した。インカレバドサーは⼩規模のもの 2 つを除いた全てを調査対象としたものの、イン

カレテニサーは⾮常に数が多く、「4 ⼤」と呼ばれる⼤規模サークルに主な分析を絞らざる

をえなかった。その⼀⽅、追加で調査対象に含めた中規模サークルであるテニサーfやテニ

サーl で「4 ⼤」とは異なる独⾃のジェンダー⾮対称性や、それを打ち破ろうとする動きが

⾒られた。よって「4 ⼤」と中規模サークルの⼀部を⾒て東⼤インカレテニサーの全体像を

明らかにしたとは⾔いがたく、さらなる調査が必要だろう。 

また同じ「東⼤⼥⼦お断り」という閉鎖構造を有するにも関わらず、インカレバドサーで

は「男⼥平等運営」が実現しており、特にバドサーcではサークル運営で⼥⼦が男⼦をやり

こめるなどの⼥⼦優位なエピソードが観察された。男⼦優位のジェンダー秩序はインカレ

テニサーが⽣み出した独⾃のものなのか、それともインカレバドサーが特異的に男⼥平等

を実現しているのか。更なる分析が必要だろう。「東⼤⼥⼦お断り」サークルはテニスとバ

ドミントン以外にも存在する。バスケットボールなど他の「東⼤⼥⼦お断り」スポーツサー

クルとの⽐較を通じて、インカレテニサーもしくはインカレバドサーの特異性を明らかに

することは、歪なジェンダー秩序が成⽴する背景を探ることにつながるだろう。 

また、東⼤のインカレ⽂化系サークルは基本的に「東⼤⼥⼦お断り」を掲げておらず、東

⼤⼥⼦と他⼤⼥⼦が共に活動している。⽂化系サークルの運営⽅式や⼈間関係を調査する

ことは、スポーツサークルでの「東⼤⼥⼦お断り」打開の⽷⼝を提⽰しうるかもしれない。
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様々なインカレサークルの運営⽅式についての幅広い調査が求められるだろう。 

更に留意しておきたいのは、本調査において調査者である筆者⾃⾝が東京⼤学に所属する

⼥⼦学⽣であったことである。「東⼤⼥⼦」という属性を持つ筆者の前で語られる内容が変

化することは⼤いにありえることだろう。しかし同時に、同じ学⽣の⽴場であったからこそ

引き出すことのできた語りも多くあっただろうと思われる。 

本稿では東⼤インカレサークルにおけるジェンダー⾮対称な現状に光を当てるに留まっ

た。東京⼤学という国内で⼤きな影響⼒を持つ⼤学のサークル活動において男⼦優位の⾮

対称なジェンダー秩序が発⾒されたことは⾮常に⼤きな問題である。本稿を⾜がかりとし

て更に継続的な調査が進められる必要があるだろう。 

本稿は 2020 年 1 ⽉前半に執筆されたものであり、以下追記事項となる。2020 年 1 ⽉ 26

⽇、学⽣組織である東京⼤学教養学部オリエンテーション委員会が、性別でサークル⼊部を

制限することを「純然たる差別⾏為」と断⾔し、これを明確に禁じる新たな規則を発表した。

これを受け東京⼤学理事も 2020 年 3 ⽉、「学⽣団体の活動における多様性尊重・男⼥共同

参画の実現について」と題した⽂書でこの⽅針を⽀持し、「こうした問題は、性別に関する

事案に限られるものではありません。学⽣団体およびそこに所属する個々⼈が、本学の構成

員として東京⼤学憲章の理念に則って⾏動するよう、⼼がけてください。」と呼び掛けてい

る。 

東京⼤学本部教育・学⽣⽀援部によれば、現在「届出学⽣団体」向けには、上記の理事通

知を案内している。そのうえで、2021 年度、⼤学に届け出のあった団体に「東⼤⼥⼦お断

り」等の不当な扱いをしている団体がないため、制約等は⾏っていないとのことである。 

よって、⼤学側の処置により、「東⼤⼥⼦お断り」を堂々と掲げるサークルはなくなった

と考えられる。しかし、「表向きには⼥⼦も⼊れると書くけれど、実際には⼥⼦を積極的に

勧誘せず、今までどおりの⽅針を維持する」（四本 2019）という指摘通り、裏で差別が続い

ている可能性もあり、単純に解決したと考えるのは早急だ。だが、⼤学側が「東⼤⼥⼦お断

り」を明確に差別とみなし、表向きだけでも「東⼤⼥⼦お断り」が掲げられなくなったこと

は⼤きな進歩であろう。 
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１ 東京⼤学では、1・2 年⽣が駒場キャンパスに通い、3 年⽣以上が本郷キャンパスに通
う。駒場キャンパスと本郷キャンパスは電⾞で 1時間ほどかかる距離にある。駒場キャン
パスを中⼼に活動するサークルを「銀杏系」、本郷キャンパスを中⼼に活動するサークル
を「本郷系」と総称する。学内のテニス、バドミントンサークルは全て駒場キャンパスを
中⼼に活動する「銀杏系」サークルであり、「本郷系」の学内テニサー・バドサーは存在
しない。 
 
２ 毎年恒例の試合の時に参加者全員分の昼⾷を 1 年⼥⼦が作ってくるという制度。「⼥⼦
の料理の腕前拝⾒」といった雰囲気が嫌だと Tm12 さんは語っていた。 
 
３ 若者の間で⼈気なコウテイペンギンのキャラクター。努⼒を何でも肯定してくれる。 
 
４ 東⼤において 1 年⽣の⽂系に課される必修授業。 
 
５ ミス・コンテストの略。⼤学内で最も美しい⼥⼦学⽣を決める⾏事で、東⼤では年に⼀
度学園祭の時期に実施される。毎年 5⼈の候補者がエントリーし、ミスの称号を競う。 
 
６ 以下、Twitterにおける Tm14 さんと、Tm14 さんの発⾔に反発した東⼤⼥⼦の発⾔の全
⽂を記載する。 
Tm14 さん：「東⼤⼥⼦の皆さんへ l は今年で 47 年⽬を迎える息の⻑いインカレテニスサ
ークルですが、今まで東⼤⼥⼦はお断りでした。これが良いか悪いかは置いておくとし
て、今年は新しい⾵が吹いて東⼤⼥⼦を受け⼊れる運びとなりました。l では 5 ⽉までの
んびり新歓しているので是⾮⾜を運んで下さいな」 
東⼤⼥⼦：「伸びなくなったと思ったらツイ消しされてて笑う あんな差別的な発⾔をす
る東⼤男⼦（あるいは他⼤⼥⼦）がいることに驚きですねぇ……そんな⼈がいるところに
だれも⼊りたくないっての」 
 
７ Tm14 さんの発⾔を Twitter上で批判した⼈。 
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