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逸脱／社会問題に関するフィールドワークの可能性

白松賢

|、社会問題／逸脱研究で消失する青少年の声への着目

異議申し立て活動を通して、社会問題が達成される。

この社会構築主義の考え方は研究の世界において広く浸透しつつあるものの、我々の日常

世界では、なかなか馴染むことの難しい考え方でもある。例えば、私たちは「盗み」という

行為を前にした時、意識的であれ、無意識的であれ、「窃盗｣｢犯罪｣｢非行｣｢加害（者)｣｢被害

(者)」といったカテゴリーを同時に思い浮かべることができるであろう。この「日常世界的

推論｣(Pollnerl987)｢関心の構図｣(GubriumandHolsteinl990=1997)」を構成する規範的言

説（犯罪を犯してはならない）は、常識知として私たちの思考に組み込まれている。その中

においては、犯罪や逸脱行為として問題化する我々の諸々の活動が、「盗み」を否定される

べき社会問題行動として達成している、と考える必要性さえないかもしれない。

一方で、私たちは「盗み」の中にも多様な「盗み」やその行為の解釈がありうることも認

知している｡『ジャック・ローラー』に描かれたスタンレーの「盗み」に関わるカテゴリーで

は、「万引き」(shoplifting)、「こそ泥｣(pettystealing)、「ジャック・ローリング｣(jack-rolling:

酒に酔った者を狙って金品を盗む行為)、「強盗｣(buIglary)、などがあがっている(Shaw

1966=1998)。これらは果たして同じ「盗み」と言及してよいものであろうか。それらの行

為をスタンレーはどのように定義しているのであろうか。

また読者にとっては、スタンレーの行為をどのような価値観でもって判断するか、どのよ

うな文脈に位置づけて考えるかによって、これらの行為の解釈も異なってくるであろう。

｢俺の父親は、俺が聖チャールズに収容されていたときに死んだが、葬式にさえ行かせ

てもらえなかった。ひどいことをしやがって。俺はそれを絶対忘れないぞ。継母は再婚

し（三度目だが)、以前とちっとも変わっていない。もし継母のことで証言する機会が

与えられたなら、いくらでも証言してやるぞ。俺が道を踏みはずすきっかけをつくった

のはあいつなんだ｡｣(Shaw訳書1998，327頁)。

Shawによって再構成されたスタンレーのライフヒストリーは、「駄目で、無知で、利己的

な継母｣(Shaw訳書1998，100頁）という家庭的にハンディを背負った少年の物語として

(しらまつ。さとし愛媛大学教育学部）
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はじまる。このような青少年の声は、社会問題として言及される一方で消失される青少年の

生の多義性や多様性を考える上で重要な資料ではないのだろうか。にもかかわらず、学問研

究の世界において､｢盗み」をはたらいた少年少女一人ひとりの声は重要な資料というよりも、

補足的な資料としての位置に甘んじているようにみえる。

この理由には、社会問題や逸脱として定義される一人ひとりの生を、どのようにとりあげ、

どのように考え、どのように扱うか、ということが非常に厄介な問題として存在しているた

めでもあろう。スタンレーの声からは、「家庭に恵まれなかった少年の物語」とも解釈しう

るが、「自分のことを棚に上げて、問題を家庭環境のせいにして情状酌量の余地を希求する

言い訳」とも解釈することができる。また別の見方をすれば、「調査者であるショウに、不

幸な少年として自己呈示するため、必死に表象の資源をつなぎ合わせたスタンレーの相互作

用行為である」と解釈することも可能である。すなわち、この開かれた解釈の可能性は、〈当

事者の声〉の資料性に対して慎重な態度を要求する。

加えて、社会問題／逸脱として言及される青少年の経験的世界への参入は、調査者と被調

査者の相互主体的な関わり方を困難にさせることもしばしばあろう。フィールドに入ること

さえ、困難である状況や、「あちら側」にいながらも「こちら側」の規範意識との狭間で、

フィールドワークにおける混乱や困惑が生じる可能性もある。また私たちの所属する学会や

職場といった組織の道徳的圧力は大きな障壁となっているかもしれない''1．これらによって、

子ども社会研究の領域では、逸脱や社会問題として言及される青少年の声が研究の対象にな

りにくい現状にある。

しかしながら当事者の声にアクセスするならば、「非行少年を処遇する人々についての問

題や、非行少年が用いる戦略についての問題や、非行少年の世界観についての問題や、非行

少年が被る束縛や抑圧についての問題」（2'を考察することができるという見解もある。また

冒頭の社会構築主義のパースペクティブは、当事者や我々の定義活動の考察を要請する。

そこで本稿は、第一に「ドラッグ」に関わるフィールドワークの研究に着目し、子ども社

会研究の「逸脱／社会問題」領域で青少年の声にアクセスすることがどのように可能か、フ

ィールドへの参入の仕方について考察する。第二にく青少年の声〉に関する伝統的批判に答

えながら、フィールドワークの実在に関する「窓意的境界線」を整理したい。第三に質的研

究の動向を整理しつつ、逸脱／社会問題として言及される青少年の声にアクセスするフィー

ルドワークの多様な可能性を探り、子ども社会研究の豊饒化の方途を考察したい。

||・フィールドへの参与の仕方～「ドラッグ」を事例として～

「逸脱／社会問題として言及される青少年のフィールドへ参入したい」という関心を持っ

たとしても、その経験的世界に足を踏み入れることは、学問世界の私たちにとってなかなか

簡単な問題ではない。そこで、「ドラッグ」のフィールドワークに関して代表的な著作から、

二つの参入の仕方を提示してみたい。ここで記述する参入の仕方はあくまでも参与の困難と
●●●●

いう問題に対して、逸脱や社会問題として言及される青少年の声に物理的にアクセスしやす

くするための例示である。
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1．知人からの雪だるま形式によるインタビュー

Becker(1963=1993)は、著書『アウトサイダーズ』の中で、マリフアナ使用者を対象にし

たフィールドワークの成果を報告している。プロのダンス・ミュージシャン時代に出会った

人たちへ依頼し、紹介されたマリファナ使用者たちを対象に、50回にわたるインタビュー

を重ねている。このインタビューにおける使用者たちのく語り〉をもとに、「マリファナに

ついての因襲的な理解をアウトサイダーによる無知な見方と考え、自分が仲間たちとのマリ

ファナ体験を通じて習得した『インサイド』の見方をもってその因襲的な理解をおしのける、

その程度に応じて、人はマリファナ使用に対して自由になれる」(Becker訳書1993，113頁）

という使用者達の姿を記述している。Beckerはプロのミュージシャンとしてフィールドに

参与し、インタビュアーかつ社会学者として仮説を検証するために、当事者の声を分析して

記述＝解釈を行っている。

本当にいいクラシックのレコードを聞くとか、映画などを見るとか、ラジオ番組を聴

くとかしてくつろいでいる時、マリファナを吸いたくなるし、また、実際そんな時には

たいてい吸ってますね。何かをやって楽しんだり、何かに没頭している時じゃなくて、

……たとえば、夏の間はゴルフをやるんですがね、私が一緒にゴルフをやる二人の男は

プレイの最中にマリファナを吸ってたんですが、私にはどうしてそんなことをやるのか

分からなかったですよ。好きなことをやって熱中している時はその事だけが頭にあって

他の事などには気がまわらないものじゃないでしょうかね。それに、…なぜって、それ

で十分くつろいでいるんだから、…そんな事は誰もできないんじゃないかと思いますね

(Becker訳書1993,109-ll0頁)。

このく語り〉は「麻薬に対する因襲的な道徳観念はマリファナには妥当しないということ、

しかも自分はマリファナ使用で一度も度を過ごしたことがないのだということをなによりも

認識することによって、その人間は機会的使用を承認するよう自分の道徳観念をすでに再構

成しているからである」(Becker訳書1993，110頁）という解釈につながっている。

このような参入の仕方によって行われているフィールドワークとして、我が国でも佐藤

(2000）は、知人からはじまり、20名の使用者へのインタビューから、「ドラッグ」のコン

トロール使用を語る上で仲間うちによって考案され、自らの身体を通じて練り上げられた身

体的知識である「自分たちの知恵streetwisdom｣(佐藤2000，63頁）をもとに「ドラッグと

ともに生きる」青少年の姿を記述＝解釈している。その他、雪だるま形式によって行われた

逸脱／社会問題に関連するフィールドワークでは、ブルセラ女子中高生を対象としたインタ

ビューやダイヤルQ2･テレクラ等の調査を行った宮台の研究(1994)がある。

これらの雪だるま形式インタビューによるフイールドワークは、「逸脱」や「社会問題」

として言及される青少年のフィールドワークにおいて比較的よく用いられる。Beckerは「標

本は、もちろん、けっして『ランダム』ではない。標本を作成するための母集団の標識が誰

にも知られていない以上、無作為抽出法は不可能だからである｡｣(Becker訳書1993，64頁）
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と指摘する。この形式のフィールドワークは、実証主義及びポスト実証主義のパラダイムに

おける演鐸的手法による質的調査において、インタビュー記録を用いて仮説を例証する方法

と親和性が高いようである'卿。

2．中心的被調査者とそのメンバーへの参与

『コカイン・キッズ』では、著者でありフィールドワーカーであるWilliamsは「ドラッグ

を売っている子供たちの事が知りたかった。どうやってコカイン・ビジネスに関わるように

なり、どのようにして、その中に留まっているのだろう。ビジネスとの関わりはどれほどの

期間なのか。ビジネスから足を洗えるのか。洗えたとすれば、その後どこに行くのか。成功

した人間に対する報酬は何か｡」(Williams訳耆1991，19頁）という問題関心のもと、1982

年から4年間にわたってフィールドワークを行った。その際にニューヨーク市に住む八人の

若いコカイン・ディーラーに焦点をあて、彼ら彼女らの経験的世界を記述＝解釈している。

Maanen(1988=1999)の分類で言えば、写実的物語の記述方法で、コカイン・ディーラ

ーの経験的世界が再構成されている。

ある金曜日の夕方六時半。一五八番通りに近い、騒がしい小さな安料理屋《エル・ク

バーノ》(キューバ人の意）では、新しいカーテンを飾り、まばゆいミケロブ・ビールの

ネオンを取り付けた。店の広さはせいぜい縦二○フィートに横四○フィート。小さなバ

ーの他にテーブルが六つ、ひしめき合っている。(筆者中略）

キューバ人に親戚のいるプエルト・リコ人のオーナーは、常連がコカインを吸ってい

るのを、見て見ぬふりをしている。彼らハスラー（常用者）たちはほとんど皆、飲物

を注文する。コカインをやると喉が渇くのだ｡｢オーナーは、バーでは吸わないように

というけれど、オレたちはどちらにしても吸うのさ」とジェークはいう(WilliamS訳書

1991,56-57頁)。

このフイールドワークは調査者の関心を知っている知人から、ニューヨークのコカイン・

ビジネス世界で売り出し中のマックス（当時14歳）を紹介され、彼のビジネスのメンバー

に参与している。このフィールドワークの参与技法は、Whyte(1943=1979)『ストリート・

コーナー・ソサイエテイ』のホワイトとドッグの関係を想起させる。マックスやドッグは、

ツアーガイドとして案内したり、翻訳家として彼ら彼女らの「言い回し」「スラング等の用

語」等をフィールドワーカーに通訳したりする。また、マックスやドッグ（及びかれらのメ

ンバー）は別の局面ではボディーガードであったり、その世界のしきたりを教える兄貴分で

あったりもする。というのも、逸脱／社会問題として言及される蓋然性のある場への参与は、

様々な危険性を伴う。

アパートは、ティーンエイジャーでいっぱいだった。ヒモを半分結んだスニーカーを

履き、極太の金のネックレスをしている。数分おきにドアのベルが鳴り、コカインの白

い粉がテーブルの上を舞う。端がギザギザの、ブック・マッチのカバーやドル紙幣が、
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手から手へと流れていく。会話は狂乱状態で、素晴らしく練り上げられた計画や、嘘の

約束に溢れている。誰もが女を連れている。誰もがコカインを持っている。そして誰も

が銃を携帯している。(筆者中略）

初めて10代のコカイン・シーンに出入りした時、私は不安を覚えるだけでなく、恐

怖を抱いていた。これら若い連中が、気まく・れで予想のつかない行動をとりやすく、暴

力的傾向があり、大人や、自分たちの限られた世界以外の人間を信用しないということ

は知っていた(Williams訳書1991，19頁)。

もっと大きな危険性として、その場への参入時に道徳的あるいは法的規範を犯さざるを得

ない場合やその世界のメンバーからの脅威にさらされることもある。

話の内容は、とばく、競馬、セックスなどであった。わたくしはもっぱら聞き手にま

わり、親しげにかつ興味をもっているようにふるまった。わたくしたちは元気づけのた

め、お金をはらってアニス（麻薬）入りのワインやコーヒーを飲んだ（ドッグはわたく

しが初めてということでお金を払わせなかった)。ドッグの言った通り、わたくしが何

者であるかと聞く者は一人もいなかった。しかし、あとでドッグが話してくれたところ

によると、わたくしがトイレにたつや、イタリア語でかんかんがくがくの一幕があり、

わたくしが刑事でないことを説得するのにドッグは一苦労したそうである(Whyte訳書

1979,29頁)。

なじみのない組織やコミュニティ、ある場に参加する場合、中心となる被調査者との出会

いから、メンバーへのフィールドワークが広がっていく参入の仕方は「偶発性」に支配され

やすい。そのため調査者はその出会いまでに膨大な時間を費やすかもしれない。ただし、こ

のようなフィールドワークでは、マックスやドッグのような中心的被調査者との出会いがあ

れば、青少年の声へのアクセスが急速に広がっていくことになる。拙稿2004では、偶発的

な出来事をきっかけにした同様の参入の仕方で、マジックマッシュルーム使用者へのフィー

ルドワークを行った。参入の仕方としては、Whyte(訳書1979)のように、あるメンバー

の経験的世界の全体的記述を行うことを目的とした場合に、使用されやすい方法といえる。

111.「本音」「真実」の声？

どのような参入の仕方をとったとしても、青少年の声にアクセスすることは可能であると

いう立場がある一方で、「フィールドワーカーの記述した内容は、青少年の本音なのか、そ

して真実なのか」という「本音や真実」を問う存在論上の立場からの伝統的な批判がある。

この立場は、「本音かタテマエか｣｢真実か嘘か」という二元論による認識論や客観的認識論

とも通底している。この根深く伝承されている学問世界のフォークロアは、逸脱や社会問題

における青少年の声へのアクセスの障壁となりやすい。実際には、学校や裁判所といった制

度的場面のフィールドワークであったとしても、本来的には同じ障壁になるはずであろう
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が、逸脱／社会問題の領域では特に「そのような青少年たちは本音を言うはずがない」とい

う「本音の実在」問題がフイールドワーカーに押しつけられる。ある意味では、研究パラダ

イムの相違として論理的に切り捨てるべき類の問題ではあるが、実態を記述＝解釈しようと

するフイールドワークにおいては、実在の問題をどのように捉えるか、という整理は必要で

ある(4)。

まず多くのフィールドワークにおける実在とは、「調査者」と「被調査者」であり、相

互行為によるく語り〉や観察の記録である。その意味では、「悪意的な存在論上の境界線」

(WoolgarandPawluchl985=2000)がすでにここに引かれていることになる。しかしながら、

全ての社会科学において実在の悪意的境界線は、量的質的を問わずに存在している。もしこ

の前提がなくなるとするならば、基本的に社会調査という行為はありえないことになる。

ただし、フィールドワーカーの描いた経験的世界の「ある」｢ない」という存在論上の判

断は個々のフィールドワーカーによって行われており、その意味ではフィールドワーカー

は「きわめて危うい特権的地位｣(島2004，318頁）にいることになる。この問題はミード

ーフリーマン論争やホワイト＝ポーレン論争からも考えることができるだろう（奥田・有里

2002,107-151頁)。調査者が異なれば、同じメンバー（コミュニティ、組織等）を対象に

行ったとしても、同じ報告になるとは限らない、という批判である。すなわち、〈｢本音｣｢真

実」の声か〉という問いはまた「調査者」と「被調査者」の関係性についても立ち現れ、そ

の結果、「<実在する〉としてフィールドワーカーの記述した内容」に関する疑問も、同じ認

識論から導かれる。しかしながらこの種の「本音｣｢真実」をめぐる問いがフィールドワーカ

ーを悩ませるとすれば、あくまでもフィールドワークの窓意的な存在論上の境界線外の実在

問題を想定しているためであり、過剰な「もしも○○だったら」という問題を想定している

ためでもある。例えば、心理学の調査統計を前にした「そもそも心を数値化できるか？」｢調

査時期や対象者の集団が変われば、結果は異なるはずだ」という指摘と同種のものであり、

ある一定の「窓意的境界線」そのものに問題があるとすれば、社会調査そのものの記述全て

を同じ種の議論で断罪することが可能となり、永遠に交わることのない「リアリテイ分離」

を続けるだけとなってしまう。

もっとも量的質的調査の相互補完を一方では主張しながらも、他方では量的調査の枠組み

を批判的に指摘することによって発展した質的研究の歴史から、この種の論争に巻き込まれ

やすくなっているのであろう。これまで質的調査において実在すると記述された内容につい

ての反証可能性や再現性の問題については、「距離おいた関与」というラポールや内的・外

的「妥当性」といった基準（佐藤1992)やデータ対話型理論によるカテゴリー化等の基準

(GlaserandStraussl967=1996)などの応答が行われているものの、この種の応答がかえっ

て「質的調査」対「量的調査」という議論への後退を常に可能とする状況になっている。す

なわち、「窓意的境界線の違い」という問題としてこの種の問いに応答する必要がある。

ただし、これは「開き直り」を意味しているのではない。フィールドワーク内部の対話と

して「窓意的境界線の問題」は常に開かれ、議論され続けることが多様なフィールドワー

クの蓄積を可能とし、フィールドワークの質を高めることにつながる、という含意である。

例えば、被調査者と調査者の関係性について、「客観性を失わないラポール」や「一歩距離
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をおいた関与」といった対等の立場で相互作用を行うこと（佐藤1992、山田2006)が指

摘されている。しかしながら、特に青少年の逸脱／社会問題のフィールドワークでは、島

(2004）が指摘するように、そういった関わりは非常に困難であり、逸脱／社会問題の場面

への参入では道徳的・常識的価値判断が伴う状況や、相互主体的な関わりや対等な立場が期

待できない状況も多々存在しうる｡｢なぜ、暴走族の集団に参与していて注意しないのか。注

意していけば、また違う物語が得られたのではないか」という道徳的な批判も当然ありうる

かもしれないし、他方では「暴走行為を一緒にしたらもっと違う話が聞けたのではないか」

という疑問も起こりうるかもしれない。その批判からみた場合、「その物語には全く意味が

ない」と切り捨てられるべきなのだろうか。そうではなく、それぞれ「暴走族の行為をやめ

させようと介入したフィールドワーカーの実践の物語」や「暴走族にとりこまれていくフィ

ールドワーカーの社会化の物語」がそれぞれ開かれていることになるだろう。この場合、先

の佐藤(1992)や山田(2006)の指摘をフィールドワーカーの「リフレキシビティ」の問

題として考察するならば、別の局面の議論が可能となる。どのような関係性を調査者と被対

象者が持ち、どのようにその場に入り、どのように声を聞き、どのように記述＝解釈してい

ったか、という<How>の問題である。すなわち、社会生活がプロセスであり、社会的相互

作用の中で生成し確定していく創発的な意味の体系であることを記述したものとしてフィー

ルドワークを理解することが調査者＝著者及び読者に求められているのである(EmerSon他

訳書1998)。

Ⅳ．『存在論」「認識論」「方法論」

さらに子ども社会学会におけるく子ども研究〉を豊饒化する上では、実証主義パラダイム

のみではなく、多様な「存在論｣｢認識論｣｢方法論」を用いたフィールドワークの必要性を論

じたい。表lのように、近年の質的調査（質的研究）は多様な広がりで発展している。例え

ば、実証主義／ポスト実証主義の「実在論｣｢批判的実在論の存在論｣｢客観的認識論」がある

一方で、構成主義の「主観的認識論｣｢相対主義的存在論｣(多様に構築された現実）等がある。

これらのパラダイムにおける「存在論｣｢認識論」の違いに伴い、「方法論」も異なってくる。

表lの分類は便宜上のものであり、実際には、フィールドワークではそれぞれがお互いに混

在していたり、啓発しあっていたり、矛盾しあいながら進行している。

フィールドから語られる最終的な物語は、写実、告白、印象、批判、公文害、文学、分析、

グラウンデッド・セオリーなど、多様な記述の方法・スタイルによって描かれる(Maanen

訳書1999)。そして「自己の知見に意味づける解釈実践(interpretivepractice)は、芸術的で

もあり政治的でもある」(DenzinandLincoln訳書2006，26頁)。加えて、GergenandGergen

が整理しているように、妥当性批判に対する「スタイル化された表象の発展」において「調

査者の記述はフィクションや詩、自伝的なものの形態」となる場合も考えられ、この「文学

的スタイルの使用は、説明が世界を認知する地図（実際、地図という隠嚥は溢れているが）

として機能しているのではなく、対話者のコミュニティに向けられた解釈的活動として機

能しているということを読者に知らせ｣、「学問世界の外側のオーデイエンスに届く」(Denzin
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表1解釈パラダイム

パラダイム／理論

実証主義／ポスト実証主義

構成主義

フェミニズム

民族研究

マルクス主義

カルチュラル・スタディーズ

クイア理論

子ども社会研究14号

規準

内的・外的妥刈州

信用性、信逓性、転用可能

性、確証性

ア フ ロ セ ン ト リ ッ ク 、 生

きられた経験、対話、ケ

ア、説明責任、人種、階級、

ジェンダー、再帰性、実践、

感情、具体性による基礎づ

け

アフロセントリック、生き

られた経験、対話、ケア、

説明責任、人種、階級、ジ

ェンダー

解放理論、反証可能性、人

種、階級、ジェンダー

文化的慣行、実践、社会的

テクスト、主観性

再帰性、脱構築

珂論形式

論理的一演鐸的、基礎づけ

られた(Grounded)

実質的一形式的

批判的、立場性

立場性、批判的、歴史的

批判的、歴史的、経済的

社会批判

社会批判、歴史分析

語りのタイプ

科学リポート

解釈的事例研究、エスノグ

ラフイ－的フィクション

エッセイ、ストーリー、実

験的著述

エッセイ、寓話、劇

歴史的、経済的、社会文化

的分析

批判としての文化理論

批判としての社会理論、

自伝

Denzin,K・NormanandYVonnaS､Lincoln2000.f血"d6ooAq/Q"/"α"veR““'r/iseco"ded"io",SagePublicationsInc(=

平山満義監訳岡野一郎・古賀正義編訳2006『質的研究ハンドブック』、北大路書房、1巻、24頁）より

andLincoln訳書2006,321頁)。この「スタイル化された表象の発展」の観点でいえば、

Castanedaの一連の著作に対しても、「事実／虚構」という図式とは別の視界が開けており、

ニューエイジ運動における解放理論として考察が可能である（真木1986、鶴見1991)。ま

た、「エスノグラフィーにみせかけたたとえ話｣(DenzinandLincoln訳書2006，17頁）の持

つ表象のスタイルや「リアリティ構成」の技法といった、「方法」に関する観点も立ち現れ

る(5)。すなわち、記述の仕方・修辞的表現法・テクストの構成法といった文芸批評的な読み

方(Geertzl988=1996)が開けているという可能性である。

というのも、「商業雑誌記事｣｢マンガ｣｢小説｣「自伝」等では、しばしば逸脱／社会問題と

しての青少年の声や姿が語られる。学問研究の世界ではやや扱いにくい、あるいは全く対象

とならないく青少年の声〉をどのように資料として用いて、どのように記述＝解釈するか、

について、現在の質的研究は多様な「方法」を提供しており、それらの「方法」をどのよう

に用いて研究を豊饒化するか、は経験的研究の蓄積の上で行われる必要があるだろう。

先にBeckerやWilliamsらの、いわば古典的スタイルのフィールドワークをとりあげた理

由は、「部分的真実｣(CliffbrdandMarcus訳書1996，12頁）という側面を強調することによ

ってその意義を再評価することが可能だからである。その上で、実証主義かつ客観主義的な

研究における青少年の問題行動の原因を探り、解決あるいは対策するべきだという「規範的

な言説によって否定的存在へ追いやられていく」(北澤1997，114頁）青少年の声を取り上

げることによって、逸脱や社会問題における因襲的道徳観念や規範的言説の問題を再考する

ことを可能としている。例えば、Beckerの研究は「研究者による投影事例だ」という切り

捨て方もできる一方で、当時のマリファナやドラッグへの規範的言説と使用者側の「リアリ
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ティ分離｣｢接合」のく語り〉を描いた物語として、テクストを通じて逸脱／社会問題のフィ

ールドワークの意義を再検討することができる。

日常世界的モードにおいては、エスノメソドロジーもその他のあらゆる人間科学と同

様にリフレキシビティを抑制するため、結果的に落ち着いてしまう。同モードでは、エ

スノメソドロジーも必然的に（成員の実践または会話の構造、あるいは発見する科学の

特質の)｢常にもうそこにある(alwaysalreadythere)」世界という感覚を与える実践、並

びに関連する記述が多かれ少なかれ総合的で真実であろうと思われる実践に参加する。

これに対してリフレキシブモードでは、まさに研究の対象分野あるいは領域の構成を考

慮した基本的な想定内容と実践が現象となり、生み出されるあらゆるものがそれ自体

｢達成」で、当然ながらそれらを達成とみなすこともまた1つの達成であるということ

を充分に認識している(Pollnerl991,378-379頁)。

多様なフィールドワークの可能性を示唆したが、青少年の逸脱／社会問題のフィールドワ

ークの発展に関しては、Pollner(1991)のいう「日常世界的モード」で青少年の逸脱／社会問

題の調査＝記述を行っていく方向性と「リフレキシブモード」で青少年の逸脱／社会問題の

調査＝記述を行っていく方向性の二つに大別することができるだろう。そして、かつての古

典的テクストはこの両者を含み、私たちの目の前にある。すなわち、かつての経験的世界の

全体的記述を目指したフィールドワークがあるからこそ、ある時は牽制しあい、ある時は協

力し合い、ある時は啓発しあい、ある時は矛盾し合う多様なフィールドワークが発展してき

た。DenzinandLincoln(訳書2006,340頁）がブルーナーの見解をもとに論じているように、

古典的テクストへの立ち返りは、「第1に、これらのテクストを見直し、それらに対するあ

りきたりの批判が今でも当てはまるかどうかを見極める必要がある。第2に、質的研究のそ

れぞれの伝統における最良の仕事について『時代遅れ』といわれるパースペクティブにたつ

巨匠たちが、実際にはどのような研究を行ったかを見極める必要がある｣。そして、現在の

研究パラダイムで批判的に読み解くと同時に、当時のフィールドワーカーが目指した地平に

立って読み解くことによって、自らのフィールドワークに対して「ラディカルで自己言及的

なリフレキシビテイ」(Pollnerl991)を多角的に持つことができる。Pollner(l991)がエスノ

メソドロジーにおいて指摘したように、質的調査はリフレキシブな認識論と日常世界的認識

論との間で揺れ動き、そこに研究方法としての強みを発揮することが期待されている。すな

わち、フィールドワークの「腐食」は、古典的取り組みを流行遅れとして断罪することや、

他のフィールドワークの「存在論｣｢認識論｣｢方法論」との対話の道を閉ざして、自己閉塞的

な回路に収束していくことによって起こる問題である（山田・好井1998)。そのためには、

古典的テクストの再評価（タテの議論：質的研究の歴史と著作群との対照）や他のフィール

ドワークとの緊張や葛藤（ヨコの議論：同時代の質的調査の多様な著作群との対照）によっ

て、質的研究は発展していく必要がある。

私たちはいったいどこに行こうとしているのかという問いに対する答えは、質的研究
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の多様な未来とはなんぞやという問いに対する答えと同様に明確ではない。だが私たち

は、方向をまったく見失って迷走しているわけではない。しかし、いくつかの存在論及

び多くの認識論が、互いを啓発し合いながらも矛盾し合っていることから明らかなよう

に、私たちは必ずしも、共通の未来に向かって隊列を組んで進んでいるわけでもない。

レヴィーストロース(Levi-Strauss)の言うブリコルールのように、私たちは、まにあわ

せの器具や予備の部品やアサンブラージ1｛雑多な素材の寄せ集めlによって、自分た

ちの問題を創造的に解決していくだけである(DenzinandLincoln訳書2006,353-354

頁)。

註

(1)道徳的圧力の問題には、諸学会や研究機関における調査倫理規定とコード化とともに考察されるべ

きであろうが、まだ十分整備さされていない現状を問題としてあげることができる。この問題に対す

る個々のフイールドワーカーの整理の参考として佐藤2003の論考がある。

(2)この引用は『ジャック・ローラー』の序文において、スタンレーの視座から逸脱についての問いを

たてる意義として、Beckerが記載した文章である(Shaw訳書1998，14頁)。

(3)著者の数少ないフィールドワーク経験や院生のフィールドワークに接してきた経験では、雪だるま

形式で膨大に広がっていく被調査者の範囲が、あるコミュニティや組織・場のメンバーでない場合、

膨大なインタビュー記録を前に困惑し、物語を構成することが困難な状況に結びつきやすく、演鐸的

手法で飽和を設定するストラテジーを用いることが、調査後の研究報告の記述＝解釈を容易にしやす

いようだ。ただし、調査者の能力・理論等様々があり、そうでない場合も存在するということについ

ては、当然検討されうる批判であるし、著者自身がそうすべきだ、と考えている訳ではない。

(4)「研究パラダイムの相違として論理的に切り捨てるべき類の問題ではある」ということは、例えば、

批判的認識論や解釈人類学の立場からみると、対象にならない論点であることを示している(Cliifford

andMarcusl986=1996)。

(5)CaStanedaの一連の著作については、「事実／虚構」(Mille訳書1983)が議論され、現在では「工

スノグラフィーにみせかけたたとえ話」として語られることが多いようである。ただし、逸脱／社会

問題に関する調査の発表では、個人が特定されない必要性があり、当該組織の名前や調査時の記述そ

のものにも配慮（場合によっては、変えて報告）しなければならない場合もある。とすれば、このよ

うな報告の仕方も別途議論されなければならない。その際に「事実／虚構」ではなく、ある種の多元

的現実を構成した物語としての議論が求められるのではないか、と考えるがこの問題については別途

考察したい。決して「事実を提造してよい」と単純化しているのではなく、その場合の記述方法が検

討される必要性を、ここで強く補記しておきたい。

付記：本槁は平成19年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究(B))の助成を受けた研究成果の

一部を報告するものである。

主要参考文献

Becker,HowardSI963,O"rs""s:Sr"di"j"〃IGS"io/og)'Q/DeWα"",TheFreePress．(=1197811993、村

上直之訳、『アウトサイダーズ』（新装版)、新泉社)。

Castaneda,CarlOsl96877127rQcﾉ""gsq/Do"J"α",TheUniversityofCalifomia.(=1974真崎義博訳『ドンフ

ァンの教え呪術師と私』、二見書房)。

170



逸脱／社会問題に関するフィールドワークの可能性：白松

Castaneda,Carlos,1969,ASEpaﾉ･qreR"/"TheUniversityofCalifOmia.(=1974頁崎義博訳『分離したリア

リティ呪術の体験』、二見書房)。

CliiTbrd,JamesandGeorgeE.Marcusl986,蹄"j"gC"""だ･rhePoe"csα"dPo""csq/E的"ograp奴University

ofCalifbmiaPress.(=1996春日直樹･足羽与志子･橋本和也･多和田裕司･西川麦子･和邇悦子訳、

『文化を書く』、紀伊國屋書店)。

Denzin,NormanKandYvonnaS.Lincoln,2000,"dz"dbookqfQ"α"""vEReseqrch3eco"ded"jo",Sage

Publications．(=2006平山満義監訳岡野一郎・古賀正義編訳『質的研究ハンドブック』、北大路

書房、1巻)。

Emerson,RobertM,Fretz,RachellandLindaL,Shawl995,1ｲｹ"mgEr""ogﾉ･叩耐cFie""or",TheUniverSityof

Chicago(=1998佐藤郁哉･好井裕明･山田富秋訳､『方法としてのフィールドノート』､新曜社)。

Geertz,Cliffordl988,Works""dLives.･77teA"!/iropo/ogisr"A""iol;StanfbrdUniversityPress.(=1996森泉

弘次訳『文化の読み方／書き方』、岩波書店)。

Glaser,BameyGandAnselmL.StraussI9677ﾉieDiscoveryq/Gro""ded7ｿigo",Chicago:AldinePubliShing

Company(=1996後藤隆・大出春江・水野節夫訳『データ対話型理論の発見』、新曜社)。

Gubrium,JaberFandJamesA.Holsteinl990Wh"JSFq"Iy?MayneldPublishingCompany.(=1997中河伸俊・

湯川純幸・鮎川潤訳『家族とは何か－その言説と現実』、新曜社)。

Ibarra,PeterRandJohnl,Kitsusel993,1IVernacularConstituentsofMoralDiscourse:AnInteractionist

ProposalfortheStudyofSocialProblems'',HoIstein,JamesAandGaleMiller,REco"siderj"gSoαα／

Co"s"皿c"o"ism,Hawthome,NY:AldinedeGruyter,pp.25-58.(=2000中河伸俊訳、「道徳的デイスコ

ースの日常言語的な構成要素｣､平英美･中河伸俊編『構築主義の社会学』､世界思想社､46-104頁)。

北澤毅1997,「ドキュメント分析と構築主義研究｣、北澤毅・古賀正義編著『<社会〉を読み解く技法』、

福村出版、94-115頁。

古賀正義2001,『<教えること〉のエスノグラフィ一』、金子書房。

Maanen,JohnV1988,7IzI"Q/rheFie/d.･o"Wri""gErh"ogrqpy,TheUniversityofChiCago,(=1999森川渉訳、

『フィールドワークの物語』、現代書館)。

真木悠介1986『気流の鳴る音』、ちくま文庫（初出『展望』1976)。

Mille,Richard1976,1978C"rα"e“な.ﾉり"J･"ey,AgenceHoifman.=1983高岡よし子･藤沼瑞枝訳｢カルロス・

カスタネダの旅」『呪術師カスタネダ』、大陸書房、95-300頁)。

宮台真司1994,『制服少女たちの選択』、講談社。

中河伸俊1999,『社会問題の社会学一構築主義アプローチの新展開』、世界思想社。

奥田道大・有里典三2002,『ホワイト「ストリート・コーナー・ソサイエティ」を読む』、ハーベスト社。

Pollner,Melvin1987,ハ伽"αα"ERe"0",CambridgeUniversityPress.

Pollner,Melvinl991,LeftofEthnomethodology:TheRiseandDeclineofRadicalRenexivity,A碗ぞﾉ･IaJ〃

S()L･j《）/(ﾉgjL､α/RGview,Vol.56,pp.370-380.

佐藤哲彦2000、「ドラッグとともに生きる－薬物の「コントロール使用」に関する調査研究一｣、

熊本大学文学会『文学部論叢』、第68号、39-65頁。

佐藤哲彦2003、「薬物使用の質的研究における説明と記述」『犯罪社会学研究』、第28号、82-95頁。

佐藤哲彦2004、「インタビューによる研究｣、宝月誠・森田洋司『逸脱研究入門』、文化書房博文社、

220-253頁。

佐藤郁哉1984、『暴走族のエスノグラフィー』、新曜社。

佐藤郁哉1992、『フィールドワーク』、新曜社。

Shaw,CliiTordR.,1966,7Weﾉack-Ro"er,TheUniversityofChicago.(=1998、玉井真理子・池田寛訳『ジャ

ック・ローラー－ある非行少年自身の物語一』、東洋館出版社。

可司可

土/上



子ども社会研究14号

島和博2004、「フィールドワークによる研究｣、宝月誠・森田洋司『逸脱研究入門』、文化書房博文社、

301-331頁。

白松賢2004「マジックマッシュルームとは何か－公共の言説とせめぎあう使用者の経験一」『教育社

会学研究』第74集、189-207頁。

Spector,MalcolmandJohnl,Kitsuse[1977]1987,Co"s〃Ⅳc""gSocjfz/Prob/e"Is,Hawthome,NY:Aldinede

Gruyter.(=1990、村上直之・中河伸俊・鮎川潤・森俊太訳『社会問題の構築』、マルジュ社)。

鶴見俊輔1991「方法としてのアナキズム」『鶴見俊輔集9方法としてのアナキズム』、筑摩書房、

3－24頁（初出『展望』1970)｡

Whyte,WilliamF1943,SrreerCor"erSoc"|,TheUniversityofChicagoPresS.(=1979寺谷弘壬訳『ストリ

ート・コーナー・ソサイエティ』、垣内出版)。

Williams,Tbrry1989,7ｿieCoc"12Kids,PerseusBooks．(=1991小林禮子訳『コカイン･キツズ』､平凡社)。

Woolgar,SteveandDorothyPawluchl985&6OntologicalGerrymandering:TheAnatomyofSocialProblems

Explanation,SociqIProb/enzs,32-2,"214-227(=2000、平英美訳「オントロジカル・ゲリマンダ

リング｣、平英美・中河伸俊編『構築主義の社会学』、世界思想社、18-45頁)。

山田冨秋・好井裕明編1998、『エスノメソドロジーの想像力』、せりか書房。

山田浩之2006,「子ども社会研究におけるライフヒストリーの可能性」『子ども社会研究』、第12号、

124-141頁。

172


