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子ども社会研究におけるライフヒストリーの可能性

山田浩之

｜ライフヒストリーとは何か

本稿は近年のライフヒストリー研究の動向を概観し、子ども社会研究におけるライフヒス

トリー法の意義と有効性を探ることを目的としている。

ライフヒストリーとは個人、あるいは少数の集団を分析の対象とし、その人生全体、また

人生の一時期を、社会的背景や事象と結びつけながら調査対象者の人生と生活を再構築しよ

うとする手法である。ライフヒストリーは近年になって、とくに社会学の領域で頻繁に用い

られ、教育学においても教師研究で積極的に採用されるようになった。近年のライフヒスト

リー研究の動向については後述するが、現在、さまざまな立場の研究者や実践者によってラ

イフヒストリーの有効性が認識され、研究や教育に活用されている。

ライフヒストリーはその研究手法の性格上、対象者の子ども期や成人後の子どもとの関わ

りなど「子ども」とは深い関わりを持っている。また、子ども社会研究において重要とされ

る子どもと社会との関わりをリアリテイをもって描き出す手法でもある。それゆえ子ども社

会研究においてもライフヒストリーは有効であるし、今後、重要な手法の一つになるだろう。

そこで本稿では近年の子ども社会研究に関連する領域でのライフヒストリー研究を紹介し、

その子ども社会研究における可能性を検討したい(')。

さて、実際にライフヒストリーとしてどのような研究が行われているかを紹介する前に、

ライフヒストリーとはどのようなものなのかを簡単に説明しておく必要があろう。ライフヒ

ストリーとは後で述べるように決して新しい手法ではないが、すでに確立したものでもない。

むしろ、現在も発展途上であり、変化しつつある手法と言う方が適切である。実際に、ほぼ

ライフヒストリーと同じ手法が､「ライフストーリー｣｢ナラティヴ・アナラシス」｢ケース・ヒ

ストリー｣｢パーソナル．ヒストリー｣｢セルフ．ストーリー」などさまざまな言葉で呼ばれ(2)、

日本でも「生活史｣｢生活誌｣、または「語り」などという言葉でライフヒストリー研究が表

現されてきた。さらに歴史研究で用いられるオーラル・ヒストリーやプロソポグラフィをラ

イフヒストリーだと考える立場もある（たとえばグッドソンら200644頁)。しかしながら、

呼称は多様であっても、基本的に個人、または集団の人生や経験を質的資料により再構成し

ようとする手法であることは共通している。そこで、本稿では厳密さは損なわれるが、類似

した研究をすべて「ライフヒストリー」という呼称でまとめ、レビューを行いたい。以下で

は、グッドソンとサイクスの『ライフヒストリーの教育学』(2006）を参照しながら、ライ

(やまだ・ひろゆき広島大学）
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フヒストリー研究のアウトラインを示しておこう。

グツドソンはライフストーリーとライフヒスI､リーを明確に区分して考えている(3)。グッ

ドソンの言うライフストーリーとは、一次資料となるものであり、インフォーマント、すな

わち調査対象者が語った人生全体、または人生の一部である(4)。それは幼少期からの生い立

ち、遊び、勉強、進学や結婚などの進学や結婚などのライフイベント、仕事、私的な生活、

あるいは思索など公的、私的生活の全般に関わるものである。その際多くの場合、対話形

式のインタビューが用いられるが、同じ経験をした人々を集めてのフリートーキング、自伝

や回想録、日記、手紙などが資料として採用される場合もある。このような資料によって対

象者の人生全体、または人生の一部が収集され、記述されるのである(5)。

このライフストーリーはさまざまな社会的文脈と関連づけられ、ライフヒストリーとして

再構築される。その際に用いられる資料は、対象者の同僚や家族、友人などに対するインタ

ビュー、公的文書、統計、新聞や雑誌の記事、社会学理論やアンケート調査の結果といった

実証的研究の成果などさまざまである。こうした数多くの資料によりライフストーリーは社

会的背景と対比され、トライアンギュレイトされることで、ライフヒストリーヘと再構成さ

れる。すなわち個人や集団の人生やその一部のライフストーリーが社会的文脈に位置づけら

れることでライフヒストリーとなる。

こうしてライフストーリーがライフヒストリーとして再構築されることにより、インフォ

ーマントの人生が社会背景との関わりで浮き彫りにされることになる。少し具体的に子ども

社会研究との関わりで言えば、インフォーマントの幼少期の経験を社会的な事象と結びつけ

ながら詳細に検討することが考えられよう。｢遊び」を例にとれば、「遊び」が時代背景によ

ってどのように異なり、個人がそれをどのように認識しているのか、また、なぜそのような

｢遊び」をし、「遊び」がどのように現在の仕事や私的生活に影響を与えているのかをライフ

ヒストリーにより分析することができる。

それでは、具体的にこの手法はどのように用いられており、各領域でどのような可能性を

秘めているのだろうか。以下では、現在までのライフヒストリー研究を紹介したいが、その

前に、ライフヒストリー研究が初期社会学においてどのように採用され、またそれが近年に

なって再評価されてきたのかを概観しておこう。

l1ライフヒストリーのライフヒストリー

(1)初期ライフヒストリー研究

ライフヒストリーを紹介した文献がいずれも指摘しているように、ライフヒストリーは

決して新しい手法ではない（たとえばBertauxl981,FaI･aday&Plummerl979、中野・桜井

1995)。むしろ、社会学研究においては古典的な手法の一つである(6)。

とくに初期社会学ではライフヒストリーは主要な手法の一つであり、1920年代から

1930年代にかけて、数多くのライフヒストリー研究が発表されている。ライフヒストリー

を初めて社会学研究に使用し、その後のライフヒストリー研究に重要な役割を果たしたとさ

れるのが1920年頃に発表されたトーマスとズナニエッキによるポーランド移民の研究であ
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った（トーマス・ズナニエツキ1983)。彼らはアメリカに移民したポーランド農民のライ

フストーリーをもとに移民時の経験を再構成してみせた。そこで使われた資料は、ポーラン

ド農民の自伝、日記、手紙など多岐に渡っており、この研究によってライフヒストリーの基

礎が確立された。

その後、次々とライフヒストリーによる研究が発表される。それは、例えば、アンダーソ

ンの『ホーボー』(原著:1923)、すなわち浮浪者に関する研究、ゾーボーの『ゴールドコー

ストとスラム』(原著:1929)、さらにはサザーランドの『詐欺師コンウェル』(原著:1937)

などであり、その多くが逸脱または逸脱的な職業に関するものであった。

こうしてライフヒストリー研究は1930年代にピークを迎えた。なかでもその代表的な研

究とされるのが、クリフォード・ショウによる一連の研究であり、とくに『ジャック・ロ

ーラー』(原著:1930)はとくによく知られている｡『ジャック・ローラー』において、ショ

ウは逸脱少年に対するインタビュー、すなわちライフストーリーを中心的な資料として使用

した。そのライフストーリーが、少年の犯罪記録、裁判の記録、医療・心理検査の結果など、

さまざまな資料と対照され、逸脱少年に関する詳細なライフヒストリーが作り出されている。

(2)ライフヒストリーの衰退

このように盛んに使用され、また十分な成果をあげてきたライフヒストリーの技法は、

1930年代の終わりから突然姿を消してしまう。その原因となったのは、構造一機能主義を

背景とした実証主義社会学の勃興であった。実証主義研究者にとって、ライフヒストリーの

手法は「主観性」に支配され、科学的なものとはみなされなかった。社会学を科学として成

立させるためには､｢主観性」を排し「客観性」のみを重視しなければならなかったのである。

また、たとえライフヒストリーが有効な手段であったとしても、データの収集、分析に膨大

な時間を要するこの手法は、時間と手間に比して得るものの少ない非効率的な手法にすぎな

かった（フェアリス1998を参照)。こうして社会学研究は、統計的手法を中心とした実証

主義パラダイムへと移行していった。

ところが1960年代になると、実証主義社会学に対して激しい批判がなされるようにな

る。それに伴い、社会学の流れは質的研究を中心にいくつもの方向に分化することになった。

しかし、Goodson(1988)が指摘しているように、こうした新たな社会学研究の流れの中でも、

ライフヒストリーがその重要性を再確認されることはなかった。

この時期における社会学研究の新しい流れの中で、もっともライフヒストリーに近いもの

は解釈学的アプローチと呼ばれる手法であった。エスノメソドロジー、参与観察などに代表

されるこの手法は、実証主義社会学の中心であった量的研究を排し、質的な資料を中心にし

た研究を用いるのが特色とされる。この解釈学的アプローチは、マクロな社会全体を対象と

した実証主義社会学とは対照的に、小集団や特定の状況を対象としたミクロな社会学として

位置づけられる。

その後、この解釈学的アプローチにも一定の批判がなされるようになった。Goodson

(1988,pp､77-78)は、ライフヒストリーとの関連において、解釈学的アプローチが「状況」を

強調しすぎると批判している。質的研究の多くは経験的実証主義に対するアンチテーゼとし

可へ〆
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て提唱され、実証主義の対局とも言える方向に向かった。そのため、ある特定の場、すなわ

ち特定の集団、組織など、限定された状況を対象として研究を行う。したがってこうした研

究は、あるスタティックな状況の把握には成功しているかもしれないが、歴史的ダイナミズ

ムの中で対象と社会との関係を捉えることが困難になっている。

さらに、解釈学的アプローチの問題として、経験的実証主義と同様の問題、すなわち個人

の喪失があげられる。解釈学的アプローチの多くは、参与観察などの手法によって多くの研

究成果をあげてきた。しかし、量的研究を否定し、対象や研究手法を大きく変化させたにも

かかわらず、解釈学的アプローチによる質的研究は、結局、従来の量的研究と同様の問題を

抱えてしまった。つまり、それは解釈学的アプローチの多くが、研究対象を集団として扱い、

その行動を集団的なものとして捉えてきたことによる。そのため、個人は集団の中に埋没し、

個人と集団、社会との関係を検討することは依然として困難なままであった（以上、グッド

ソンら2006を参照)。

(3)ライフヒストリーの復権

以上のような解釈学的アプローチに対する批判を受けて提唱されたのが、ライフヒストリ

ーである。1966年に再版されたショウの『ジャヅク・ローラー』にハワード・ベッカーが

序文を書き、ライフヒストリー研究の重要性を指摘すると、その後、再び逸脱研究を中心と

してライフヒストリーを用いた研究が発表されるようになった。それは後でも指摘するよ

うな同性愛者やトランスジェンダー、また犯罪者に関する研究であった。このようにして

1970年代からライフヒストリー研究が徐々に見直されはじめたのである。

こうした状況を背景として、1980年前後には相次いでライフヒスI､リー研究に関するレ

ビュー論文や方法論が提示されるようになり、ライフヒストリー研究は一躍脚光を浴びるこ

とになった。特に、1980年に出版されたBertauxによるBiog/-qph/""""Soc/elyはヨーロッ

パにおけるライフヒストリー研究の状況を紹介し、この手法の復権に重要な役割を果たした。

ライフヒストリーは逸脱研究を中心として用いられてきたが、1980年代以後、さまざま

な領域でライフヒストリーの手法が採用されるようになった。その主な領域としてキャリア

研究とフェミニズム研究を指摘しておく必要があるだろう。

キャリア研究においてライフヒストリーが注目されたのも、従来の研究に対する批判から

であった。実証主義パラダイムにおけるキャリア研究では、いくつかの時点における職業の

変化を測定し、それがキャリア・パターンなどとして、数種のカテゴリーに要約されること

が多かった。こうした手法に対して、1970年代からライフコース、ライフサイクルなどの

概念が提出されるようになる(7)。ライフコース研究もトーマスら(1983)の影響を受けてお

り、ライフヒストリーと同様キャリアを連続的なものとして捉えようとするものであった。

しかし、実際にはライフコースなどの考え方も、量的研究におけるキャリア研究と同様の問

題を孕んでいた。

ライフコース研究においても、一般に年齢段階別にキャリアの変化を扱うのが普通であ

る。つまり、青年期、中年期、老年期、あるいは20代、30代、40代のように人生が分断

され、それぞれの時期におけるキャリアやアイデンテイテイの問題が扱われてきた。こうし

可勺司
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た分析手法は、キャリア・パターンの考え方を細分化したにすぎないとも言えよう。したが

って、ライフコース研究においても各年齢段階は独立したものとして扱われ、年齢段階間の

変化、あるいは変化が生じる過程を詳細に検討することが困難であった。

そこで注目されたのがライフヒストリーの考え方である。ライフヒストリーを用いること

でキャリアが連続したものとして扱われ、その変化の過程を詳細に検討することが可能にな

る。こうした流れによる研究の成果としては、Dex(1991)などがあげられ、そこでは従来の

統計的分析とインタビューや質問紙などによる質的データを統合する試みがなされている。

また、フェミニズム研究では、早い時期から自伝やインタビューなどのパーソナル．ヒス

トリーに対する関心が高まっていた。Nelson(1992)が指摘しているように、女性はマージナ

ルな存在であるため、女性史に関する資料が残されることは少ない。したがって女性史ばか

りでなく、現代の女性に関する研究においても伝記やインタビューは女性の生活やキャリア

を明らかにするための重要な資料となる。そのため、フェミニズム研究においては自伝やイ

ンタビューなどによるライフヒストリーが盛んに用いられるようになったとされる。

しかし、こうした状況は女性のみに限らない。男性でも著名な者を除いて、その仕事や生

活に関する資料を収集することは困難である。一部のエリートではなく、普通の人々の日常

を明らかにする際には、フェミニズム研究に関わらず、ライフヒストリーは重要な手法であ

ると言えよう(8)。

以上のように、1980年代以降、社会学においては様々な領域においてライフヒストリー

ヘの注目が高まってきた。そして現在では社会学における重要な手法の一つとして、ライフ

ヒストリーが定着したと言えるであろう。さらに近年においては、領域に関わらず、次々と

ライフヒストリーを使用した研究成果があげられている。

(4)日本におけるライフヒストリー研究

欧米の社会学研究と同時期の1970年代、日本の社会学研究においてもライフヒストリー

ヘの注目が集まった｡｢生活史」研究を積み重ねてきた中野卓が『口述の生活史』を出版した

のが1977年であった。この書は、日本のライフヒストリー研究の鏑矢となったものであり、

その後のライフヒストリー研究に多大な影響を与えたとされる。中野自身のその後のライフ

ヒストリー研究の成果は『中野卓著作集生活史シリーズ』として刊行されている。

また、福岡安則が部落差別の問題について聞き取りを始めたのが1976年からだという。

福岡は「とにかく部落問題の何たるかを理解するためには、部落を尋ねて話を聞くしかない

ということで」聞き取り調査をはじめ、「聞き取りというよりも、被差別の当事者から部落

差別問題とは何かを教えてもらう、といったほうが適切であった｣(福岡2000）と当時を振

り返っている。

このように日本においても1970年代からライフヒストリーに注目が集まるようになった。

そして日本社会学会の1981年の大会でライフヒストリーの部会が構成された。その後、こ

の部会に参加したメンバーを中心に生活史研究会が作られ、2005年現在もその活動が続け

られている。

このようにライフヒストリーは社会学研究の手法として広く用いられるようになった。し
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かし、現在に至っても、ライフヒストリーは日本の社会学において正統な社会学的手法とし

て認められているとは言えないかもしれない。また理論的、方法論的な議論がいまだに錯綜

としているところがあり、手法としても確立しているとは言い難い部分もある。そのよう

な状況にもかかわらず、とくに90年代以後、日本においても数多くのライフヒストリーの

入門書などが刊行されるようになった。その代表的なものをあげれば、中野・桜井(1995)、

谷(1996)、やまだ(2000)、福岡(2000)、桜井(2002)、桜井・小林(2005)、山田(2005)

などがある。また、教育学の領域でもグッドソン(2001)のようにライフヒストリーを理

論的、実践的に論じたものが出版され、さらには、やまだ（2005）や岩崎（2005）のよう

に教育学研究の概論書に分析手法の一つとしてライフヒストリーが紹介されるようにもなっ

ている。こうした状況はライフヒストリーが社会学、教育学において重要な手法の一つにな

っていることを示している。今後、社会学、教育学ばかりでなく子ども社会研究においても

ライフヒストリーは十分に活用されることになろう。

Ⅲライフヒストリー研究の現状

1教師

それでは実際にライフヒストリー研究はどのように行われているのだろうか。以下では、

日本を中心に、ライフヒストリー研究の現状を領域別に概観してみよう。

まず、日本の教育研究においてライフヒストリーがもっとも盛んに用いられている領域は

教師研究であろう。実際に教師研究では塚田(1998,2002)、高井良(1994)、久冨(2003)、

森脇（2004)、山崎（2005）などをはじめとし、数多くのライフヒストリー研究が発表さ

れてきた。

教師のみを対象とした研究は、一般に子ども社会研究の領域からは離れると考えられるの

かもしれない。実際に多くの教師研究では職業人としての教師とその成長が検討されてきた。

子ども、とくに児童・生徒との関わりは、教師が成長する上での一つの要因としてしか扱わ

れず、確かに職業としての教師を対象とした研究は子ども社会研究にそく、わない面もあるか

もしれない。

しかしながら、教師のライフヒストリー研究では、教師と子どもの関わりはたんなる変数

の一つにとどまらない。子どもとの関わりにより教師は成長し、また教職観や子ども観が変

化する、そうした過程をライフヒストリーは描き出すことができる。すなわち、教師と子ど

もの相互作用の視点から教師を分析対象にすることができるのである。

実際に、欧米においては教師の社会化と成長、とくに初任時の職業的社会化に関してライ

フヒストリー研究が多く用いられている。そこでは、授業や子どもとの関わりばかりでなく、

教師の児童・生徒時代に経験が教職に与える影響も検討されている。したがって、子ども社

会研究においても教師のライフヒストリー研究は重要なテーマの一つとなるだろう。

こうした教師のライフヒストリー研究の代表的なものとしては塚田(1998)がある。塚

田は複数の教師のライフヒストリーを中心に、戦後の愛知県における受験体制と教師の関わ

129



子ども社会研究12号

りについて検討を行っている。そこでは愛知県という受験指導や管理主義教育などで特徴付

けられた地域でのさまざまな変数が、いかに「教師の生き方」に影響を与えるのかが明らか

にされている。

もちろん「教育志向管理職｣｢教育志向組合教師｣｢学習志向専門教師」といった塚田自身の

言葉が示すように、そこでは教師自身の教職観やキャリア志向によって、教師のライフヒス

トリーが形成され、類型化されている。しかし、塚田の著作からは、愛知県における高校の

受験体制の成立が教師主導ではなく、むしろ生徒や親からの期待によるものだったことなど、

教師の仕事や生活に生徒が多大な影響を与えていたことも同時に読み取ることができる。

また、高井良(1994)は教師の中年期の危機に着目して、ライフヒストリーによる分析

を行っている。高井良はある一人の教師のライフヒストリーによって、中年期の危機を克服

する上での「同行者の重要性」を指摘している。すなわち、「中年期の危機の克服には、問

題を共有しつつも、異質な実践を行っている同僚の教師の存在が意義をもった」(高井良

l994p.329)のである。しかしながらそれは、たんに同僚教師の存在や助言が重要なので

はない。中年期に固定化しがちな教師の教職観は、同僚教師の教育実践により揺さぶられる

ことになる。そのことにより硬直化した教育実践、すなわち子どもと学習の関係が再構築さ

れるのである。ここでも教師のキャリア形成にとって、子どもとの関わりが重要であること

が示されている。

これらの代表的な研究から見ても、教師のライフヒストリーにおいて子どもの存在は重要

であると言えよう。しかしながら、子どもとの関わりを中心にした教師のライフヒストリー

研究が、これまで十分に行われていないことも確かである。したがって、教師のライフヒス

トリー研究は子ども社会研究にとっても、まだまだ多くの可能性を秘めているといえよう。

たとえば、子どもとの関わりは、もちろん児童・生徒を対象としたものもあるが、教師が自

分の子どもを持つことで、教職観や教育観が変化することもある。Sikes(1997)は親となっ

た教師に対するインタビューによって、そうした教師の教職観の変化を描き出している。

また、教師のライフヒストリー研究はカリキュラムとの関わりでも重要である。その例と

してはグッドソンの研究があげられよう。グッドソン(2001)はイギリスの農村科教師の

ライフヒストリーを再構成することで、農村科という教科の内容が変化する際の政治過程を

みごとに描き出している。今後、こうした領域でも教師のライフヒストリー研究は活用され

ることになろう。

2ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ

もう一つのライフヒストリーの主要な研究領域はジェンダーである。ジェンダーに関する

ライフヒストリー研究が早くから行われてきたのは、女性が社会のなかで周縁的な位置に置

かれてきたことによる。桜井（2003）はこのことを次のように述べている。

支配者や知識人ではないふつうの人びとのなかでも女性はこれまでの男性中心社会か

ら疎外され、いわば家父長的支配、性支配の対象とされる周縁的な存在である。そうし
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た周縁的な人びとの声は、支配的文化のなかでは抑圧され沈黙を余儀なくされるだけで

なく、たとえ声をあげてもなかなか聞く耳が育たない現実がある（桜井20037頁)。

現代社会が論じられる際にも、あるいは歴史が語られる際にも女性が表に出ることはほと

んどない(9)。そうした女性の声に耳を傾け、その生活の全体像を明らかにするために採用さ

れた手法の一つがライフヒストリーであった。

したがって、社会学での女性研究、あるいはジェンダー研究では数多くのライフヒストリ

ー研究が報告されてきた（桜井2003参照)。もちろん子ども社会研究においてもジェンダ

ーは主要な研究領域の一つである。それでは、ジェンダー研究において教育、あるいは子ど

もとの関連でどのような研究がなされてきたのだろうか。

先に引用した桜井厚編「ライフストーリーとジェンダー』にも親と子どもとの関わりで重

要な研究がいくつも収録されている。そのなかでも「不妊の経験」を扱った松嶋紀子(2003）

｢子どもが生まれても不妊｣、また土屋葉（2003)｢<障害を持つ子どもの父親〉であること」

は、女性、あるいは男性と子どもとの関わりを考える上で重要であろう。

また先の教師研究とも重なるが、教育学の領域では女性教師がライフヒストリー研究の対

象となってきた。たとえば塚田（2002）は女性教師を対象としてライフヒストリーによる

分析を行っている。そこではたんに女性教師の仕事だけではなく、出産や育児など私的生活

をも含めたライフヒストリーが描かれている。また、カリキュラムとの関わりとして、堀内

(2001)では、男性家庭科教師、また家庭科専攻男子学生のライフヒストリーが検討されて

いる。堀内は家庭科という女性役割取得の場であった教科における男性の参加を見ることで、

新たな視点でジェンダーを捉え直そうとしている。

もう一点、ジェンダーとライフヒストリーとの関係では、同性愛やトランスジェンダーに

ついての研究を指摘しておく必要があろう。先にも指摘したように、1970年代から80年

代にライフヒストリーが復権を果たす際には、同性愛者はライフヒストリー研究の主要な対

象であった。現在、日本でも矢島(1997,1999)、杉浦(2002)をはじめ、さまざまな同性愛、

トランスジェンダーに関するライフヒストリー研究が行われている。これらもその生育歴や

子ども期、あるいは冑少年期におけるアイデンティティの形成過程、またその家族との関係

などにおいて、子ども社会研究と深く関わるものである。

3マイノリティ・逸脱

(1)マイノリティ研究における子ども

先にも指摘したように、初期社会学で行われたライフヒストリー研究は逸脱やマイノリテ

ィを対象としたものが主流であった。先にあげたショウ(1998)によるジャック・ローラ

ーの分析は、いわゆる非行少年のライフヒストリーである。また、1970年代から80年代

にライフヒストリーが復権を果たした際にも、やはり逸脱者、マイノリティを対象とした分

析が中心であった。したがって、逸脱とマイノリテイは、ほぼ一貫してライフヒストリー研

究の中心だったと言えよう。
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それでは、現在、どのようなライフヒストリー研究が逸脱、マイノリテイを対象として行

われているのだろうか。また、そこでは子どもはどのように扱われているのだろうか。以下

ではまず、マイノリティを対象としたライフヒストリー研究を簡単に紹介しておこう。

マイノリティ研究で頻繁に分析対象とされてきたのは、在日韓国人、朝鮮人、中国人など、

日本に住む外国人である。たとえば、福岡(1993)は若い世代の在日韓国・朝鮮人、150

名以上に対してインタビューを行い、そのエスニック・アイデンティティの形成過程、およ

び特徴を明らかにしている。福岡は「『在日』若者世代のアイデンティティ構築」を「共生

試行｣｢祖国志向｣｢個人志向｣｢帰化志向」の4つ、およびそれに入りきらない「同胞志向」に

分類している。また、こうした分類をふまえ、若者世代の冑少年期におけるアイデンティテ

ィの形成、また就職や進学など進路決定の過程における差別や葛藤をライフヒストリーの事

例により詳細に検討している。

同様にいわゆる「在日」の外国人を対象にしたライフヒストリー研究としては、倉石

(1996,2002)、野入(1996)など多数あげられる。また、最近になってニューカマーのラ

イフヒストリー研究もさかんに行われている（たとえば山本2002)。これらのライフヒス

トリー研究は、とくに冑少年期のアイデンティティ形成を対象としたものである。子ども社

会研究に示唆するものは大きい。

また、被差別部落やハンセン氏病患者など差別問題においてもさかんにライフヒストリー

は用いられている（福岡・好井他1987、谷1996、部落解放・人権研究所2001、蘭2002

などを参照)。今後、子ども社会研究においてもマイノリティや差別に関する研究において

ライフヒストリーは主要な方法の一つとして用いられるであろう。

(2)逸脱研究における子ども

マイノリティを対象にしたライフヒストリー研究が盛んに行われている一方で、逸脱者を

対象としたライフヒストリー研究は盛んであるとは言い難い。繰り返し指摘しているように

逸脱者のライフヒストリーは初期社会学では主要な研究領域であり、ショウ『ジャック・ロ

ーラー』など「子ども」を対象とした秀逸な研究が数多くなされている。

また、日本においても1970年代に見田宗介「まなざしの地獄｣(1979)のような秀逸な

逸脱者のライフヒストリー研究がなされている。見田は、死刑囚となった永山則夫の手記に

もとづいて、その人生を再構築している。そこでは中学校卒業後、集団就職で「金の卵」と

して上京してきた少年が都市に期待しながらも、出身地や学歴による差別のまなざしによっ

て犯罪へと走らざるを得なかった構造が見事に描き出されている。

こうしたかつての研究に比して、現在は逸脱のライフヒストリー研究はほとんど行われて

いない0o)。これは逸脱研究が構築主義による言説分析中心となり、逸脱者個人よりも、社会

における逸脱に対する意識や視点に関心が向けられているからかもしれない。だが、構築主

義的な分析であっても、個人のライフヒストリーは重要な分析手法になりえる。今後、逸脱

研究においてもライフヒストリー研究の重要性が再認識されるよう期待される。

同様に、その可能性があるにもかかわらずライフヒストリー研究が乏しいものとしては、

｢いじめ｣｢不登校」を対象にしたものがあげられる｡｢いじめ｣｢不登校」を同列に語るわけに

はいかないが、いずれも非常に個人的なものであり、経験した人によって､「いじめ｣｢不登校」
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に対する考え方は大きく異なっている。したがって、ライフヒストリー研究によって、「い

じめ｣｢不登校」を経験した者の意識や世界観が再構築されることで、これらの事象に新たな

解釈が加えられるかもしれない。

なお、児童虐待に関しては内田(2001)がある。内田は被虐待者に対するインタビュー

をライフヒストリーとして再構成し、「被虐待者へのスティグマ付与ならびにそれにともな

う精神的傷害の問題を、明らかに」しようとしている。その結果、これまで被虐待者のステ

ィグマが心理学的パースペクティブによる精神的傷害として捉えられてきたが、実際には他

者との相互作用によって日々、「生成・助長・増幅」される社会学的なものであることを明

らかにした。内田はそのことをふまえて実際の虐待防止実践にも提言を行っている。

この内田(2001)の例は、今後の逸脱研究、また「いじめ｣｢不登校」の研究においても

ライフヒストリーがもたらす可能性を感じさせるものであろう。

4歴史

最後に歴史研究におけるライフヒストリーの可能性について論じておこう。歴史研究にお

いてはすでにオーラル・ヒストリーとしてライフヒストリーに近い手法が採用されてきた。

オーラル・ヒストリーとはインタビューで得られた口述記録を歴史資料として分析しようと

する手法である。すでに日本においてもトンプソンの著書などが紹介され、さかんにオーラ

ル・ヒストリーが実践されてもいる(Thompson2000参照)。

このオーラル・ヒストリーもこれまでの制度史、思想史重視の歴史研究に対するアンチテ

ーゼとして用いられるようになった手法である。この手法は、これまでの歴史研究では資料

としてあまり重視されなかった口述による記録を利用しようとする。そのことにより、ライ

フヒストリーと同じく、これまでの歴史から取りこぼされてきた人々に声を与えることがで

きる。また、それとは対照的に、歴史に残る高名な人々の人生についての口述記録も重要で

ある。たとえ高名な人であっても、公的文書などには記録されなかったさまざまな「出来事」

を経験している。そうした人々の口述記録から新たな「真実」が明らかにされることもある

(たとえば御厨2002)。こうしてオーラル・ヒストリーによりこれまでの歴史研究では到達

しえなかった歴史的事実を検証することができる。ライフヒストリーによる歴史研究も、こ

のオーラル・ヒストリーの立場とほぼ同じものである。

このような手法による子ども社会の歴史研究では、昔の子どもの遊びや習俗などについて

の聞き書きによる調査があげられるだろう。たとえば藤本(1986)は老人に対するインタ

ビューによって明治期の遊びを聞き書きで表している。そこにはたんに遊びのみでなく、家

族や友人、学校や先生との関わりも描かれている。これはライフストーリーが集積されるこ

とにより、明治期の遊びや暮らしを明らかにしようとしたものと考えてよかろう。

こうしたインタビュー中心の調査ばかりでなく、ライフヒストリーによる歴史研究では自

伝、日記、手紙などが用いられる可能性がある。たとえば天野(1992)では、戦前期の学

歴をめぐる意識を明らかにするため、数多くの自伝が収集され、分析対象として用いられて

いる。同書では、同様の経験をした人々の自伝が集積されることで、戦前の学歴をめぐる意
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識が明らかにされている。とくに、子ども社会研究においても、この書で描き出された子ど

も期における進学観や学歴観は重要であろう。また、山田（2006）では対象が青年期にな

るが、日記が分析対象とされている。山田は高等師範学校生の日記から、その在学中の学習

活動の特徴と教師としてのパーソナリティ形成の過程を描き出している。

このようにすでに歴史学のみならず歴史社会学の研究においてもライフヒストリーは研究

手法として定着していると言っても良い。今後、さらに子ども社会の歴史研究においても回

顧的なものも含めてライフヒストリー研究は広がって行くであろう。

Ⅳライフヒストリーの可能性

以上、子ども社会研究の主要な領域別にライフヒストリー研究の現状を紹介してきた。本

稿から明らかなように、教師研究ではすでにさかんに用いられ、その一方で逸脱研究などで

は近年はあまり用いられていないなど、現状では領域によって多少の濃淡はある。しかしな

がら、いずれの領域においても、今後、ライフヒストリー研究は活用されるであろうし、そ

の有効性を発揮する可能性は高い。

しかしながら、ライフヒストリーは万能ではなく、いかなる時にもライフヒストリーが有

効なわけではない。また、ライフヒストリーは個人のプライバシーに深く関わるものでもあ

り、実際に研究を進める際には十分な注意が必要であろう。あらゆる量的・質的研究手法と

同様に、ライフヒストリーも研究対象とテーマに応じて、慎重に採用が検討されなければな

らない。

それでは、どのような時にライフヒストリーは採用されるべきであり、その力を遺憾なく

発揮することができるのだろうか。最後にライフヒストリーの特徴を整理することで、その

可能性と限界を示しておこう。

l)個人の特性、独自性に対するインテンシブな調査

アンケートなどの社会調査では、常に多数を占める回答のみが注目される。多様な項目に

ついて質問しても、それぞれで多数の回答が得られた選択肢のみがピックアップ°され、それ

を並べることで対象者の全体像が導きだされる。そこで描かれるのは平均値のみで作られた

人間像、あるいは人々の意識でしかない。

こうして得られた調査結果はある事象の全体像を知る上では非常に有効である。うまくデ

ザインされた調査ならば、統計分析の結果から生き生きとした人間像を思い浮かべることも

困難ではない。しかしながら、このような調査には二つの問題がある。その一つは、平均値

を積み重ねることで、少数者が排除されてしまうことである。ある調査対象の全体像を見よ

うとすれば、多数者のデータのみが優先されざるを得ない。しかし、少数者の回答を無視す

ることはできないし、むしろ少数者の回答にこそ、深刻な問題が存在しているかもしれない。

アンケートなどの量的調査では、こうした少数者を見落とさざるをえない。

もう一つの問題は、平均値で作られた人間像が、実際に調査対象となった個人を示してい

るわけではないということである。個々人の行為や意識は多様であり、ある部分は多数者で

あっても、別の部分では少数者になりえる。とすれば、平均値で作られた人間像は、どこに
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も存在しない、架空の人間像になってしまう可能性がある。人間はそれぞれが矛盾をはらん

だものであり、単純に他の人々と同じ行動をしたり、同じ考え方を持ったりはしない。また、

まわりの人々と同じ行動をしていても、実際には何らかの葛藤を抱えている場合もあるだろ

う。そうした調査対象者一人ひとりの事情まで量的調査は明らかにすることができない。

こうした問題点を補うのがライフヒストリーである。ライフヒストリーは少数者に焦点を

当てるとともに、個々人の矛盾した行動や意識を「分厚い記述」によって描くことができる。

人々が抱える矛盾や葛藤までも描くことで、量的調査やその他の質的調査の結果を補強し、

検証し、あるいは覆すことができるのである。

2)マイノリティに対する調査

ライフヒストリーはアンケートなど大量のサンプルを必要とする調査ができない対象、す

なわち逸脱者やマイノリティなどを対象とした調査に有効である。犯罪者や差別されている

人々を対象に調査しようとする場合、ごく限られた少数の人々、あるいはただ一人を対象と

して調査を行わなければならない場合もある。反社会的な行為をしている人々を対象とする

場合や、差別されているがゆえに自身の属性や行為を隠している人々を調査する場合には、

十分なサンプルを得ることはできず、また参与観察も困難となろう。

その際にライフヒストリーは非常に有効な手法となる。実際に、1920年代から30年代、

また復興期の1970年代に、マイノリティや逸脱者の研究でライフヒストリーが採用された

のは、調査対象者がそれまでの研究手法では調査ができなかったためでもある。現在も、い

じめやドメスティック・バイオレンスなどの家庭内暴力といった社会問題、教育問題を調査

対象とする場合にはライフヒストリーが有効となろう。

3)変化の過程をダイナミックに描く

アンケートなどの社会調査は、調査した時点の断面図を描くにすぎない。つまり、社会調

査の多くはある特定の時点での人々の行動や意識を明らかにするものであって、それがどの

ように変化しているのかを明らかにすることはできない。それは時系列の調査でも同様であ

る。毎年、同じ時期にある特定の集団を追跡調査したとしても、それは各調査時点でのスナ

ップ｡ショットが積み重ねられているにすぎない。各時点間の変化の過程を描こうと思えば、

それを推測するしかない。これは人々のキャリアを対象としたライフサイクルやライフコー

スの研究でも同様であり、いずれも各時点での特徴を示すにとどまり、その時点間の変化の

過程を描くことは困難であった0')。

ライフヒストリーを用いれば、そうした時点間の変化の過程をダイナミックに描くことが

可能となる。このことをハワード・ベッカーは次のように述べている。

ミードのいうような社会過程を知るには、より詳細なデータが必要となる。たとえば

人々に、人生の二度の時期に質問紙を与えて、その二度の答えの相違から、そこに内在

する過程を類推することはできる。しかし、我々の解釈が意味をもつのは、そこに内在

する過程を鋭く想像することができた場合だけである。この想像力の鋭さ（中略）は、

ライフヒストリー記録を用いることによっていっそう磨かれるのである。なぜなら優れ

たライフヒストリーは、別のやり方ではその特性を推測するしかない過程の詳細を我々
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に知らせてくれるからである（ベッカー199811頁)。

こうしてライフヒストリーによって過程をダイナミックに描くことができれば、調査対象

の理解や把握の仕方も異なってくるだろう。すなわち、「ライフヒストリーが仮説を検証し

たり、組織化の様子を描いたり、停滞した研究領域を再方向化したりするのに役立つのは、

根底に横たわる過程を想像する現実的基盤をライフヒストリーが提供してくれるからであ

る」(同書11頁)。

4)インフォーマントとの相互作用の重要性

近年、ライフヒストリーは研究者の視点、分析枠組みで記述されたものであると考える論

者もいる。そうした論者はよりインフォーマントの視点に近い立場で分析を行っていること

を強調するためライフヒストリーではなく、ライフストーリーという言葉を採用することが

多い。たしかに先に紹介したグッドソンの定義のようにライフストーリーとライフヒストリ

ーは区別されるのが一般的であり、立場によってはライフストーリーを重視し、その語を分

析手法の呼称として用いることも理解できる。

しかし、本来はライフストーリーからライフヒストリーヘと再構成される際も研究者の一

方的な視点や枠組みが用いられてはならない。むしろインフォーマントと研究者が対等の立

場で相互作用を行い、分析が進められるべきであり、そうした過程でまとめられたものがラ

イフヒストリーと呼ばれるべきである。つまり、ライフヒストリーとはインフォーマントと

研究者の協働によって作られる合作なのであり、実際に論文や書籍の著者名が両者の共著と

なっている場合も少なくない。このように考えれば、ライフストーリーとライフヒストリー

のいずれも、その分析の出発点は研究者の視点や枠組みではない。インフォーマントが抱え

ている問題や疑問、あるいはその経験が研究の出発点となる。インフォーマントの抱える問

題を理論的に位置づけ、解釈することがライフヒストリー作成の過程だと言ってよかろう。

つまり、ライフヒストリーはインフォーマントの視点からの分析を可能にする手法なのであ

る。

5)仮説の索lllと理論の検証

ここまでのライフヒストリーの特徴をまとめれば、一般には受け入れられにくい少数者や

被差別者の生活や経験、抱えている問題などを、そうした人々の視点によってダイナミック

に分析することができるということになろう。こうした視点での分析は、谷(199614-15

頁）の言う「異文化理解」であり、我々が経験どころか想像すらできない世界を理解させ、

従来の研究枠組みを大きく揺さぶることになる。

こうして研究者の立場から作られてきた理論や仮説は批判的に検証される。それをよく示

しているのはジェンダー研究の立場であろう。ジェンダー研究はこれまで男性の視点で作ら

れてきた理論を検証し、新たな視点で理論や仮説を作り出してきた。同様に、ライフヒスト

リー研究でも、インフォーマントの視点からまったく新しい理論や仮説が提出できることに

なる（谷199622-23頁)。

こうしたライフヒストリー研究の特徴をベッカーは次のように述べている。
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知識人や社会学者の耳には通常届かない、文化や社会からのこうした声を聞くと、『ジ

ャック・ローラー』が社会学理論をもっとも深いレベルにおいて証明していることがわ

かるであろう。つまり、スタンレーの間近に我々が身を置くことによって、普段我々が

頭の中に思い描く人々や、また我々が調査しようとする問題の当事者達の人物像が、実

は相当ゆがんでいることに気づくのである。実際にスタンレーの生活世界を追体験する

ことによって、研究を計画する上で当然すべきだと考えていた（またそうすべきでない

と考えていた）ことがなんであったかを考えはじめる。逸脱、スラム、ポーランド移民

についていかなる仮説を立てるかは、問題設定の様式の中に組み込まれている（ベッカ

-199813頁)。

アンケートなどを作成する際にも、我々は自分自身がもっている枠組みに縛られてしまう。

研究者としての枠組みや知識、経験が我々の考え方を規定してしまうのである。それゆえ、

アンケートなどの社会調査の多くは、結局、当たり前のことを聞き、当たり前の結果を得る

ことになりかねない。そうした既成の枠組みを破壊し、新たな視点をもたらすのがライフヒ

ストリーなのである。

6)量的調査やその他の質的調査との相互補完

ライフヒストリー研究者の立場は、個人の主観的世界を重視し、また人間の世界の把握は

矛盾や対立を抱え込まざるをえないことを前提としている。したがって、それは従来の実証

主義的な立場とは対立するもののように捉えられる場合もある。しかしながら、ライフヒス

トリーはそうした量的調査やその他の質的調査と必ずしも対立するものではない。むしろ、

そうしたさまざまな調査を取り込み、相互に補完しあいながら分析を行うものだと言って良

いだろう。

以上、ライフヒストリーの主要な特徴をまとめてきた。このようにライフヒストリーによ

る研究はこれまでの実証主義的研究を越える大きな可能性をもっている。しかしながら、ラ

イフヒストリーを採用する際には、先にも触れた倫理上の問題以外にも、次の点を忘れては

ならない。それはライフヒストリーがあくまでも研究手法の一つにすぎないことである。ラ

イフヒストリーはアンケートや参与観察といった数ある研究の方法の一つである。したがっ

て、ライフヒストリーを行っただけでは、何の成果も得られない可能性があるし、実際に研

究としては何も得られないだろう。何らかの「理論」や分析枠組みと結びついて、はじめて

ライフヒストリーはその有効性を発揮することができる。ライフヒストリーに限らず、どの

ような手法でも同じだが、新奇な手法にながされることなく、研究対象とテーマ、そして理

論と分析枠組みにしたがって慎重に研究手法を検討しなければならない。その際、適切にこ

の手法が採用されるならば、ライフヒストリーは驚くほどの鮮やかな切れ味を見せるだろう

注

(1)ライフヒストリーが再評価される一方で、依然としてこの手法の実証性や客観性などに対する根強
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い疑義があることも確かである。十分な方法論的な検討も必要であるが、紙帆の都合から別槁に譲

りたい。なお、方法論の問迦についてはグッドソンら（2006)、桜井（2002）などを参照されたい。

Hatch&Wisniewskil995,pp.124-126.

グッドソンに限らず、ライフストーリーとライフヒストリーは一般に区別して考えられているが、

それぞれの定義は論者によって異なっている。ライフストーリーとライフヒストリーの違いに

ついては、ここでとりあげたグツドソン（2006）のほか、桜井200258-62頁、やまだ（2005

195-197頁）などを参照されたい。

ライフヒストリー研究における調査対象省は、回答者(respondent)、情報提供者(infbimant)、調

査参加者(participant)など多様な呼称で呼ばれている。ここではグッドソンら(2006)でも用い

たインフォーマントという語を用いることにする。

ライフストーリーはインフォーマントが語った生のデータであり、インフォーマントの視点にもっ

とも近いものであり、ライフヒストリーは研究者によって〃ll工された研究荷の視点で書き換えられ

た物語だとする考え方もある。こうした考え方に立てば、よりインフォーマントに近い物語を提示、

分析するために「ライフストーリー」という呼称を用いることになる。近年の多くのライフヒスト

リー研究が、ライフストーリーという言葉を川いているのは、このためである。しかしながら、実

際の分析においてはインフォーマントが語ったそのままの形で文章、あるいは論文などにまとめる

ことは不可能である。その際には、研究者による削除や並べ替えなど何らかの編集作業がどうして

も加わってしまう。そうした意味では「ライフストーリー」として公表されているテクストも厳密

には「ライフストーリー」と言うことはできない。実際に大切なのは、こうした言葉の使い方よりも、

インフォーマントと研究者が対等な立場でﾄII互作用を行うことであり、とくにインタビュー、およ

びその後の編集作業において研究者の分析枠組みや偏見をインフォーマントの語りに押しつけない

ことである。この点についてはグッドソン(2001,2006)を参照されたい。

以下の本章の記述は山川(1997)の一部を加筆修正したものである。

ライフコース研究の系譜については、正|IM(1996)において詳細にまとめられている。

一般の人々に対するインタビューを収集することで現代社会の構造や問題を描き出そうとするベラ

-(1991)のような研究もある。こうした研究も広い意味でのライフヒストリーであると言えよう。

もちろんﾘ)性の大多数も女性と|司様に沈黙が強いられてきた。女性や後で諭ずる逸脱者などに限ら

ず、まさに普通の人々の声に耳を傾ける手法の一つがライフヒストリーである。

数少ない逸脱のライフヒストリー研究としては、青年が対象ではあるがドラッグ・ユーザーを扱っ

た白松による一連の研究（''1松2003,2005）がある。

このことはライフサイクルやライフコースについての概論11＃が多くの場合キャリア・ステージ別に

記述されていることからもわかろう。これらの概論書では幼年期、少年期、青年期、「'1年期、老年

期などの各キャリア・ステージの特徴が記述され、それぞれの移行の過程は十分に論じられていな

いのが普通である。したがって、連続したものであるはずの人々の人生がまったく異なるいくつか

のステージによって構成されているように兄えてしまう。
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