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｢困難を抱える青少年」の自立支援に関する

比較文化研究に挑む

－カリフォルニアにおける調査実践の報告

1。「サンタクルーズ便り」から

古賀正義

筆者は、毎月1回、在外研究の進捗状況を報告するメールマガジン「サンタクルーズ便り」

を発信していた。冒頭に、その一通をご紹介したい。少し長くなるが､カリフォルニアでの

エスノグラフィー研究の入口としてお付き合い頂きたい。

～サンタクルーズ便りN0．7～

皆様、お元気ですか。当地は、今週サンクスギビングデイの休暇に入りました。学生たち

も実家に帰って､ターキーのローストとクランベリーのソースに舌鼓を打っていることでし

ょう。

さて、日常生活を送るということは異文化をまるごと経験し体感することであり、感心し

たり喫驚したりの連続です。文化人類学者ギアツならずとも、「ローカル．ノレッジ｣(現地の

知）の奥深さには考えさせられます。特にアメリカの学校生活は、私にとって大変興味を引

く対象です。

わが家は公立の現地校に通う高校生を抱えていますので、学校行事に参加する機会も多く

なります。特にカリフォルニアは､マーチングバンドの盛んな土地柄で、子どももバンドの

授業を選択しています｡｢音楽」といった科目の名称はなく、実科の内容に応じて、ヨガ、セラ

ミック、ワールド.シビック､サイコロジーなど多種多様な科目があり、基本的に無学年制に

よるクォーター別の履修になっています。

バンドのチームは、他校に遠征し競技会にも出場しますので、今月は毎週土曜日早起きで

した。先週はストックトン（州都サクラメンI、の南）まで、200キロほどハイウエイを飛ば

してきました。競技会はダウンタウンの路上で行われ、地元のたくさんの市民が観戦します。

カラーガード（チアーで踊る生徒たち）も含めて、統一のとれたよい演奏や演技ですと一斉

に拍手がわきますので、生徒も手が抜けません。しかも、各部門の優勝チームには賞金や賞

品も出ます。

採点者が、試験官よろしく路上で待ち構えていて、その場で評価コメントと点数をつけま

す｡アワードを得ることは大変な名誉で、大学のAO入試のエクストラポイントにもなりま

すから､｢趣味」という次元ではなくなります。時々は特訓もあり、ウチの子どもも夜遅くま

(こが・まさよし中央大学）
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でトランペットを練習して帰ってくることがありました。もちろん、SAT(大学進学適性

試験）の科目テスト受験には支障がないように配慮されています。

高校生の保護者も教育活動に熱心に参加しています。学校に多額のお金を寄付しますし、

学期の終わりには、自分たちでポットラック（持ち寄り）パーティーも開催します。遠くの

競技会場に子どもを送ってきて応援する人もいます。

「ティーン･エージャー」というと、アメリカ社会では自立していて、親は関与しないとい

うイメージでしたが、意欲的で教育熱心な親たちがたくさんいるので驚きます。最近は､チ

ャータースクール（公的援助に基づく市民立の学校）やマグネットスクール（專門教科の重

点校）など､私立・民間立の特色ある学校が人気を集めており、こうした学校の親たちは「リ

ッチフライト」と呼ばれてより一層教育熱心です。兄弟をあえて別々の高校に入れている方

もいて、教育効果への関心は増すばかりです。

もともと高校は義務教育で、公立は無償（必要経費もごく少額）ですから、高い学費を

払って私立に行かせること自体、強い学校選択の現われであるといえます。ちなみに、全

米には現在4000校を超えるチャータースクールが存在しているといわれますが、雑誌

ULS.News調べによるトップランクに当地の高校が入っていたそうです。

反面で、3カ月に1度ほど夜間に開催される父母会にさえ来られない貧困層の親たちも

たくさんいます｡セカンド･ランゲッジの英語クラスには､ヒスパニック系の生徒が多いです

が、ある日の会は、私たちともう一組､スペイン語しか話せないという親御さんしか来ませ

んでした。ご自身がメキシコからの移民子弟であるという若い英語の先生は､｢皆さん夜遅く

まで働いているのです。だからメールで、授業の方法や内容を質問できるように工夫してい

ます｡」と丁寧に説明してくれました。

残念なことに、先月子どもの同級生がローカル･ギャングの一群とコンビニ前でケンカと

なり、刺殺されるという事件が起きました。治安のよい当地ですが、勉学に意欲が持てず、

人種的あるいは家庭的なスティグマ("CoreFamily''という呼び方で表現）を背負った生徒

も数多くいます。こうした子どもたちは、GGAtRiskStudent"と呼ばれて、特別な教育プログ

ラムが課される場合も少なくありません｡オルタナテイブプログラム（学習困難者のための

学校）やティーンコート（軽度非行少年のための簡易裁判）といった一連の取り組みは、ド

ロップアウトさせないための支援の一環ということができます。

多様な生徒たちの姿は、登校時を見ていても強く感じます。坂が多い街ですから､スケー

トボードは当たり前。時速30キロは出るバイク（自転車）の生徒、上半身裸のジョギング

ランナー、トラック運転（高校生も免許取得可能）のガイたちなど、多士済々です。校内には

「水着登校禁止」の掲示さえあります。託児所も付いていて､ベビーカーを押してくる生徒

もいます。校庭で抱き合うカップルも大勢です。他方、近年のゼロトレランス（寛容なき指

導）の導入で、薬物や飲酒、凶器などには非常に厳しい対応なのです。

高校研究をしてきた立場からみますと、教育の文化的基盤が違うと痛烈に感じます。例え

ば､フットボールの試合は入場者数百名、入場料7ドル｡ボランティアスタッフが運営し、ロ

ーカルテレビで放映もしていました｡コミュニティと密着した教育実践の中で、生徒は常に

「ダフであること｣、また「クール（よいセンス）であること」を求められていきます。勉
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学とスポーツや音楽との両立を果たし、そうした活動の中からプラグマティックに、協働性

や市民性の育成が遂行されていくのです。

とはいえ､｢オタク」な気分("Nerd''と表現）は当地にも広がっていて、こうした考え方

や実践がしだいに揺らいでいるのも感じます。iPodやiPhone片手に、電話やネットサー

フィンをしながら、試合を観戦する高校生も多くなっています。もちろん、日本のアニメや

コミックも翻訳されて、大人気です｡｢サイバー・キッズ」という言葉は､グローバリズムの

進展の中で、世界のどこででも無縁とはいえないのです。

高校の日常を細々と書きました。昨日、夕闇の交差点を生徒の自転車が猛スピードで横切

りました。車の直前でしたからヒヤつとしました。すると、ドライバーは窓からこう叫びま

した。@Turnonthelight!"(灯りを点けて)。地域コミュニティのなかで高校生として生きる

ことは、どこまでも深く優しく自由なのです。

2．フィールドエントリーを試みる

2009年春、筆者はアメリカ･カリフォルニア州立大学サンタクルーズ校(UCSC)へやっ

てきた。短期滞在だった前回、あの9.11テロがあった2日前に当地を離れて以来、ほぼ9

年ぶりであった。

当時は、社会構築主義の創始者のひとり、ジョン･キツセ教授（2003年に他界）にお会い

してデイスカヅションすることが主要な目的であった。その時キツセ先生はたくさんの書画

が飾られたご自宅に案内して下さり、筑波大学での講義（恩師山村賢明先生の招聰事業）の

思い出や留学してきた日本人研究者の生真面目さなどについてなつかしそうに語って下さっ

た。その際、UCSCの多彩な教授陣も紹介していただいたのである。

今回はその先生方にお願いして､ビジター・ファカルティ（客員研究員）の身分でオフィス

をお借りし、1年間研究することになった。いま振り返ってみると、エスノグラファーであ

る筆者にとって、この学究生活は大変貴重な経験の連続であった。

当初想定していた研究の主な目的は、3点あった。1つは、非行少年を中心とする青少年

の逸脱問題について､アメリカでの研究の現状を把握することだった。構築主義の理論が日

本に紹介されて以来、それが多くの研究の視座や方法論に影響を与えてきた（拙稿2004｢構

築主義的エスノグラフイーによる学校臨床研究の可能性一調査方法論の検討を中心に｣『教育

社会学研究』74集、東洋館)。だが、非行や犯罪など社会問題研究でどのような具体的成果

がみられるのかを把握してみたいと考えていた。そのため、大学図書館や行政機関などでの

資料収集だけでなく、ゼミや講義にも積極的に出席し、専門の先生方とディスカッションす

る機会を数多く設けた。

2つ目は、困難を抱える青少年の支援活動のケースを取り上げ、当地でエスノグラフィー

を実践してみることであった。近年、参与観察やインタビューなど質的調査による文化研究

が盛んに行われている。だが、海外での調査実践となると言語や慣習の違いもあってそれほ

ど容易ではない。加えて、今回主な研究対象とした「ティーンコート」の実践については、

日本での紹介も一般論や断片的情報に留まっている（矢部武2000『少年犯罪と闘うアメリ
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力』共同通信社など、参照)。そこで､アメリカにおける質的調査の具体的な手順や分析方法を、

研究倫理の問題も含めて先生方から学びながら、実際に研究を試みてみることにした｡イン

フォーマント（情報提供者）として院生や学部生を紹介していただき、実査への支援と協力

を仰いだ。

3つ目に、筆者自身が日本で行ってきた教育困難校や少年院、若者自立支援施設などでの

エスノグラフィー研究を比較文化的に再考してみることであった。これまでの調査成果は、

共通の文化的背景に基づいて記述されてきた。そのため、事例自体を特別に位置づけなくと

も､データの意味を了解できることが多かった（拙稿2009｢男子少年院における『成績評価』

の役割と機能に関する質的調査研究」中央大学『教育学論集』51集)。だが､アメリカの類似

ケースと比較してみた時、日本の事例に異なった解釈や構造性が見出せる可能性もある。記

述したテクストの批判という視点を持ちながら通文化研究を試み、これまでの知見について、

大学の先生方や現場の指導者などと意見交換をしてみることにした。

質的調査では調査対象を選択する際に､｢スノーポール｣(雪だるま式）という方法がよく用

いられる｡｢機縁法」とも呼ばれるが､フィールドエントリー(現場への参与）を果たすために、

交流のある関係者から情報を入手し、そこを調査ネットワークの起点としながら関係性を広

げていくやり方である。

限られた研究期間内に質的調査を進めていくうえで、先生方のアドバイスと多彩な人間関

係はきわめて有益であった。研究室や図書館などに籠って文献資料を紐解くことも当然必要

であるが､インターネットの普及によって海外情報が入手しやすくなっている昨今、こうし

た「生の情報｣(第1次資料）にいかにしてアクセスするのかが研究の一層重要な課題にな

っている。

3．「問い」の文脈を学ぶ

UCSCの社会学や教育学のゼミに出席していると、事前に多くの指定図書や先生手作りの

リーディングス、閲覧必須のWEBサイトなどが指示される。最近は､インターネットの利用

によって、各機関のHPだけでなく、YOuTubeをはじめとした動画資料あるいはPDFドキ

ュメント、デジタルブックなどの閲覧や保存もきわめて容易にできるようになっている。

周知のごとく、アメリカの大学は学生たちが予習してくることを前提として､ディスカッシ

ョンや質疑応答に多くの授業時間を割く。そのため､ホームワークにとってこの事前資料が

重要なのだが、最近の調査情報も多々取り上げられていて、当地での研究課題の設定にとっ

て有益であった。いいかえれば、調査におけるローカルな「問い」の文脈を知ることができ、

アメリカの研究者が間うている課題を具体的に理解しやすかった。

例えば､法社会学の｢人種、犯罪、公正｣という授業では、多様な裁判のう。ロセスを示しつつ、

正義のあり方と人種的な不公平性について取り上げていた｡アメリカの多くの裁判はテレビ

放映もされるほど公開の原則が担保されており、日本でも裁判員制度が始まったが、陪審員

制を取っているので市民の関心もきわめて高い。

あるVTR資料では、1980年代に起こった殺人事件で冤罪を主張する中国人系アメリカ
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人の問題がドキュメンタリータッチで描かれていた。人種によって警察に検挙される可能性

が変わってしまうというアイロニカルな現実が､データを交えて紹介された。日本の少年院

調査では、家庭裁判所の資料が閲覧できないことに残念な思いを抱くこともあっただけに、

裁判の内部状況も開示するこうした授業には新鮮な驚きがあった。同時に､｢裁判」が社会的

な構成物であり、マスメディアや弁護士、市民陪審員などの相互力学によって大きな影響を

受けてしまうことも具体的に理解できた。

また、文化社会学（カルチュラル･スタデイーズ）の「不平等と教育」という授業では､グ

ローバリズムの中での不平等観念の変質が説かれていた。今日、富の偏在としての不平等は

見えにくくなり、ローンやクレジットによる消費の先行・拡大が将来にわたって個人に重く

圧し掛かっている。その現実を、学生の授業料ローンの事例などから解説していた。低階層

による「抵抗」の戦略も、情報消費社会の相対視を促すラップミュージックの歌詞のように、

より文化的なメッセージを必要としているという。

ここでは意識調査のデータも私たちの常識を疑う資料としてメタに活用されていた。

"Factoid"(事実らしきもの）という表現で、世論調査のデータなどが示され、その結果につ

いての解釈を学生たちに尋ねる。例えば､「進学意志は、生徒の自己責任の帰結である」とい

った意見が高い割合を示すのは調査に対する世論のどんな影響かといった具合である。映画

などの文化活動の素材を読み解く一方で、数量的なデータの裏側を読み取る作業も重視して

おり、質的VS量的という単純な二分法に陥りそうな日本の調査観を反省的に考えた。

この2例をみてもわかるとおり、人種問題や格差社会､移民問題などアメリカ社会の矛盾

が色濃く投影される課題に、多くの研究者や学生の「問い」が集中している。折しも、国民

皆保険導入論議やサブプライムローンの処理などがメディアで大きく喧伝されていた時期で

もあり、特に革新指向が強いUCSCでは、日常生活に密着した｢不平等｣の問題やその原因

追究、社会運動の臨床的な方略に、研究がシフトしやすいとみえた。

実際、高校の学校文化を分析する教育社会学のゼミでも、「よい生徒」と教師が評価する子

どもの条件として人種構成の問題が取り上げられていた。一方で、アジア系やヒスパニック

系の移民子弟が、学校の隠れたカリキュラムに順応しながらよりよい教師の評価を獲得して

いく（｢スクール・ペット」と呼称)事例。他方で、ギャングスター(｢ハードラム」とも呼ばれ

る逸脱集団)の文化を獲得して学校に反抗して生き抜く事例など。具体的な学校内部のエス

ノグラフィーを通して、生活世界の｢生きられる経験｣が人種(あるいはエスニシテイ）を実

体化して教室に埋め込んでいく過程が克明に描かれていた。

研究の「問い」の文脈を知ることは、その後のフィールドでの情報提供者とのコミュニ

ケーションや、英文での論文作成や口頭発表のポイント（拙槁2010$GWhyDoWeNeedto

PracUceanAuto-ethnographyintheHighSchool？：Analysisofa“GoodStudent”Conception

throughResearchFindingsofCaliforniaandJapaneseEducation"中央大学『人文科学研究所

紀要』第68号)を把握する上で、非常に役に立った。
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4．フィールドワークの要諦を知る

質的調査のゼミでは、さまざまな院生のインタビューや観察記録の分析を見聞きしながら、

私自身の調査の過程も開陳し、調査の具体的な方法論を検討した。Ph.D.をめざす院生の多

くが、コミュニティへの移民子弟の適応・自立支援やジェンダーバイアスの問題などを取り

上げていた。生のデータを聞かせてもらいながら、調査実践を反省的再帰的に理解するとい

う機会であった。

初めにニュージャーナリズムの著作に近い社会学者ミイヤーホフ(Myerhoff,B､)やデュナ

イヤー(Duneiel;M)の著書を読んだ。前者("NumberOurDays"1978,'Ibuchstone)は、第

二次大戦後ユダヤ系移民が西海岸に固有のコミュニティを構築し、自らの文化を守り抜いた

歴史とライフヒストリーの語りである。そこで生まれた彼女は、自らのマージナルな生い立

ちに文化研究を重ねて、オートエスノグラフイー(自己告白的な民族誌)を試みている。実際、

フィールドワークの過程を描いた記録映画も残っていて、調査の経緯と実践が生々しく理解

できた。

他方、後者("Sidewalk''1999,FarrarStraus&Giroux)は黒人の路上ホームレスグループに

参入する著者のエスノグラフイーである。いかにして雑誌を白人層に売りつけるのか、仲間

たちとの調和をはかって売りきるのかなど、路上生活者の商売の手練手管を白人研究者は体

験的に学習していく。閉鎖的なホームレス・コミュニティに調査者としてどのように介入・

支援していくことが可能なのかが、ダウンタウンで起こる出来事の記述とともに読み手に迫

る。ハードな貧困の境界領域を超える研究者の姿がそこにはあった。

もちろん、フィールドリサーチでは、データを正確に収集・把握する局面とデータの

文脈に見合った解釈・説明をする局面とが併存している。後者に偏ると調査の適切さ

(Plausability)が失われて結果への信頼が得られないし、前者に偏ると大量の記述の文書に

押しつぶされて結果の面白さが損なわれる。このバランスをいくつもの論文や討議から感じ

取ることも必要だった。

エマーソン(Emerson,R.M.)の編著(@@ContemporaryFieldResearch''2001,Waveland

Press)に登場するゴッフマンの講演は、"OnFieldwork"と名付けられ、秀逸な文章であった。

｢なめらかなコミュニケーション」をとるために場に参入することが第一義的に重要であり、

どうやってどんなデータを獲得しているのかを現場で検証しなさい。そこに、単にノーツに

書き取ること以上の、場の意味が見出せるでしょう。「自分を信じなさい」と語っている。

もちろん、この論文集には海外での調査実践も数多く含まれていた。日本でホームステイ

を体験しながら、日本人の自我観念を分析したコンドウ(Kondo,D.K)による論考もあった。

家観念の残存の中で他者との関係性に重きを置く平均的な都市の家族の姿を描きながら、自

分自身が家の同居人(擬似的な娘）と文化研究者（フイールドワーカー）という二つの役割に

引き裂かれつつも、場に調和的に生きていく方法を学んでいく過程が生きいきと記述されて

いた。参加した院生からもヒスパニック系移民調査におけるスペイン語とのバイリンガルの

重要性が指摘され、通文化研究における言語の位置づけや通訳者の介在方法などについて多

くの知識をえた。
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このようにインタビューの実践はかなり難しく、私はマイクロなトレーニングのために、

移民の人たちが集まるアダルトスクールで、あるいは留学生のいる大学の教室で、ICレコー

ダーによる聞き取りを試みた。その理解をまとめたレポートを作成して、ゼミで読んでみ

ることで、インタビューの手ごたえを確認する作業をしていった。その際、インタビュー

の良い事例と悪い事例を具体的に記述したノウハウの著作、例えばワイズ(Weiss,R.S.)の

"LearningFromStrangers"(1994,'I11eFreePress)のようなものが具体的で大変理解しやす

かった。

また、調査倫理の問題も重要だった。日本では、個人情報保護法によって個人への調査の

許諾が難しくなっている。アメリカでも、調査内容によっては裁判に発展するような事例も

あるという。例えば、ある院生が報告した家庭内DVのライフヒストリーなどはそのケース

であったといえよう。固有名詞を完全に伏せて調査データの守秘義務を順守することを被調

査者との信頼関係の基本("Credibility"と呼ぶ）に据えるよう、教授からも再三指摘された。

道徳的な調査モラルというよりむしろ、調査という契約関係であることの認識がアメリカで

は必要であると感じた。後日の実査で、アメリカの青年は包み隠さず自分の家族関係や地域

生活のことなどを話す傾向が強いと感じただけに、倫理問題への配盧が一層必要になると思

えた。

5．ティーンコート調査の開始

「困難を抱える青少年｣の範晴は、青少年育成施策大綱によるまでもなく、非常に幅広い。

行政の定義からすれば、非行等の社会的不適応を起こしやすい家庭環境や地域環境にある者

であり、適切な就業支援や養育環境の改善などが求められる者であるといえる。筆者は、こ

れまで少年院での矯正教育の分析や児童自立支援施設での観察あるいは若者自立塾(事業

仕分けで廃止改編)の聞き取り調査など、さまざまな自立支援の取り組みをみてきたが、そ

こに参入する青少年の社会背景は多様であり、問題の性格も多岐にわたっていた。

どのようなフィールドワークにも一定の参与期間と研究経費が必要となる。今回のような

場合、1年間で成果が見えやすい対象をかなりピンポイントで選定しておかないと、調査と

しての目論見が実現せずに終わることも少なくない。そこで、教育委員会のコーディネータ

ーなどと接触しながら、ユースセンターやオルタナティブスクールなどの支援活動と対比し

てみて、軽度の非行少年を対象として実践されている「ティーンコート」の実践を中心に調

べることにした。

日本ではあまり知られていないが、アメリカの多くの州が軽い非行行為を犯した青少年の

ために簡易裁判を開いている。この裁判は、法的な拘束力を持ち、ここで課された処遇に従

って社会奉仕活動や反省文の提出、裁判の傍聴などを行うことになり、それが達成されると

非行歴が警察の記録から抹消されるシステムになっている。その非行行為の内容は、仲間の

物を盗んだとか友達と飲酒をしたなど、罪状が比較的軽く、十分な立ち直りの可能性がある

事例に限定される。継続調査の結果、その後の非行行為を抑止する効果もある程度確認され

ているという。
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図1裁判所に掲げられた「修復的司法」(RestorativeJustice)の概念図

ティーンコートの特徴の一つは、青少年自らが裁判の運営に携わっていることである。検

事弁護士、書記、あるいは陪審員や裁判官に至るまで、法律家志望の高校生や過去に裁判

に関わった青少年が実際に役割を担い、実践している。数か月に一度、専門の弁護士などが

参加するワークショップが開催され、裁判のプロセスや弁論の仕方などを実践的に学習する

ことになっている。訴訟大国といわれるアメリカでは生徒たちの裁判への関心も高く、継続

的に運営グループに登録・参加している者も少なくない。ローカル・コーディネーター(教

育委員会の職員)が裁判システム全体の管理を行っており、裁判事例の選定やスケジュール

の決定、ミーティングの設定などを行っている。だが、告訴や弁護のための証拠調べ、証人

の選定、審問の中味など、裁判の内容自体は生徒自身が構成している。また、陪審員は各高

校から選抜され、傍聴には過去に裁かれた経験を持つ生徒が多数参加する。宣誓によって、

裁判内容については参加者に守秘義務が課される｡

ティーンコートのもう一つの特徴は、「修復的司法｣の考え方が貫かれている点である。罪

を犯した生徒は、まずもって直接の被害者やコミュニティ全体に対して謝罪と反省の意思を

伝える説明責任を求められる。さらにこの事件を重要な契機として、自らの力で社会性や判

断力の発達を促すことが必要とされる。1980年代の｢厳罰主義｣時代と違って、コミュニテ

ィ内での矯正教育に大きな期待が寄せられており、「若気の至り」によって犯した罪を憎むこ

となく、裁判を人格改善への足がかりとすることに重きが置かれていると感じた。その背景

には、一度犯罪に手を染め刑務所に入ると再犯率70%といわれる更生の難しいアメリカ社

会の現実が横たわっており、仲間やコミュニティメンバーの力を活かして、教育可能性を重

視した対応が模索されている。

筆者は、月1回程度行われているサンタクルーズ地区のティーンコートやそのためのワー

クショップに頻繁に参加し、指導者・関係者や生徒への聞き取りと観察を行った。同じよう

な非行行為でも、ペナルテイヘの陪審員の判断(無罪はないという原則がある）のブレなど

を見聞きしていたので、その不満もあるかと懸念していたが、ほとんどの生徒たちは｢裁判

の仕組みを直接経験できてよかった｣、「裁判によって『正義』がどのように立論されるのかわ

かった」など好意的な評価だった。

筆者も、実際に参加してみて、ティーンコートが裁判としての正確さより、裁判のメカ

ニズムを知る生きた教材であると身をもって感じた。0･J・シンプソン事件を代表として、

アメリカでは裁判で証拠の有無や陪審の心証などから罪に問われないケースもある。これに

1つつ
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対して日本では、刑事事件の99%が有罪といわれるほどに、司法の場で｢正義」を立証する

印象が強い。だが、検事と弁護士との駆け引きも含めて、裁判が社会正義を構成していく現

場であるという印象をこのプログラムを通して強く持った。こうした裁判のう°ラグマティッ

クな性格を知ることによって、実際に罪を犯さないと同時に、日頃から罪にアクセスする社

会環境に踏み込まないことが学習されていくと考えられる。

6．オークランド調査に赴く

アメリカは、地域によって人種構成や階層構造などが大きく異なっている。筆者の滞在し

たサンタクルーズは白人中心の町で、大学都市でもあり、学歴や収入も相対的に高いといわ

れる。これに対して、同じ地区内にあるワトソンビルは、ヒスパニック系の町であり、人口

の過半数が中位以下の階層で占められるという。実際、この2つの町のティーンコートは参

加生徒の顔ぶれや雰囲気も大きく異なっていた。ワトソンビルでコートが始まったのは最近

ということもあり、概してサンタクルーズの方が積極的に活動に参加する傾向が強かったと

感じる。

これ以上に、大都市とは地域差が大きい。当初、筆者はサンタクルーズ地区のコートに参

加していたが、インフォーマントであったUCSCの学生からアフリカンアメリカンやアジア

系の比率が高いオークランド(サンタクルーズからサンフランシスコ湾をはさんで北東に約

70マイル)のコートに参加して違いを感じるべきだと助言を受けた。彼女は、自分でもコー

トに参加した経験があり、友達には被告となった生徒もいたという。コートの事例数も桁違

いに多く、1回に20件強が裁かれるという。裁判のやり方はそれほど違わないが、生徒たち

の自主的な運営の力が一層強いということだった。

そこで、オークランドのダウンタウンにある「マッカラム」と名付けられたティーンコー

トのWEBサイトを調べることから始めた。ここには、法教育の基本的考え方や活動の過程

がVTRなどでわかりやすく紹介されていて、傍聴も希望すれば予約できることが書かれて

いた。メールで担当者にアクセスしてみると、すぐに｢傍聴OK｣という返事も来た。このコ

ートはきわめて実践的で、ステップlからステップ4までにティーンコートの進行を分け、

解説していた。l)プレヒヤリング：被告の生徒と保護者に非行行為の事実を確認し、コー

トへの参加の条件を提示する段階、2）コート・ナイト：ボランティアの生徒によって、こ

の事案の扱い方や検事・弁護の担当者を人選する段階、3）センテンシング：事案に関わる

証拠資料や証言を集めてスタッフが整理し、公判の議論に参加する段階、4）コンブリーテ

ィング：最終的に被告の生徒へのペナルティが結審し、彼らが活動に参加する段階。このよ

うな情報があると、非行行為少年だけでなく、スタッフとしても、あるいは保護者や指導者

の立場からもコートの活動に参入しやすい。

先の学生の友人を介して、たくさんのスタッフに聞き取りをすることもできた。もともと

スタッフにも先輩・後輩関係があるそうで、高校を修了しても卒業生という立場で関わって

いる人も多いという。高校には何度となくスタッフ募集という案内が来ており、一部の先生

方はわかりやすく内容も説明してくれるそうだ。コミュニティのなかで高校の枠を超えた若
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者の絆が感じられたという人もいた。もっとも非行をして被告になったり、その友達だった

りして、このコートの存在を知るようになったという人は多かった。

被告として法廷に立ち、今はスタッフの中心的人物になっている若者にも聞き取りするこ

とができた。彼は、人望が厚く、積極的に活動を支えていて、いまやなくてはならない人物

だと他のスタッフ経験者は評価していた。彼の問題意識は強烈だ。オークランドの町では、

朝9時過ぎると警察官が街をうろついている青年たちに職務尋問をするケースがあるという。

彼は、両親がアフリカン系とアジア系であり、決して豊かな家庭ではなく、その人種的な要

素から尋問されて事務所に連れて行かれたこともあったという。実際にはl時限目を履修し

ていなくて歩いていても、学校をさぼっているという目で見られやすいのだという。

仲間とともに犯した小さな盗みによって、彼はティーンコートの被告席に立つことになっ

た。その罪状は事実であり、そのペナルティー(裁判の傍聴や奉仕活動)の機会にコートの

友達をえることになる。熱心に活動に参加するうちに、彼もコートのなかで役割を担えるよ

うになっていく。裁判のワークショップに参加し、被告になった生徒の話を聞き、資料を集

めて弁護をしたりすることに意欲を持つようになる。こうしてコートのリーダーとして、運

営やPRにも参加していくことになる。その活動の原点は、罪もなく疑われる仲間への強い

共感と彼らの正義を法律的な立場から支えることの必要性であるといえる。

1時間以上にわたって彼の話(淡々として、若者のスラングが混じる話だった）を聞きな

がら、時にアシスタントになってくれた大学生のフォローにも耳を傾けつつ、アメリカの大

都市の縮図を直に見る思いがすると同時に、彼の文化にアクセスしながら支援していくとい

うことが決して容易なことではないとも感じていた。

7．少年院調査との比較検討

ティーンコートの調査を進めるうちに、自分の日本での調査経験を振り返ることも多くな

っていった。ティーンコートは、軽度の非行少年の立ち直りに力点があるため、彼らが生ま

れ育った家庭や地域の環境によって犯罪の世界へ導かれることがないように、今後の生活を

前向きで社会性・市民性のあるものにしていくことが強調される。罪を犯した過去を振り返

っているばかりで、ネガティブな将来ばかり考えることがないようにすることや、そのため

に、裁判や社会正義についての実践的な知識や経験を手に入れることが大切にされている。

一言でいえば､「プラグマティズム」の精神、共同生活において実践することから学ぶという

協働の観念が貫かれていた。

裁判というシステムを通して、自分の犯した罪が地域社会や被害者あるいは保護者にどの

ような影響を与えるのか、さらには自分がその事実をどのような反省や教訓として受け止め

て今後生きるべきなのかという、青少年としての｢社会化の課題｣を鮮明にしていくことが

求められていく。個人主義の社会といわれるアメリカで、自立していくための他者との関係

性の理解が、具体的で有効に(他者からの一定の評価を伴って）より強く求められているこ

とは、筆者にとって興味深かった。

翻って日本の少年院での矯正教育はどうであろうか。もちろん、重い罪を犯して入所して
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くる院生と、先のコートの生徒たちとはその立場が違っていて、早計な比較はできない。だ

が、現在多くの矯正施設は上記のような社会性や市民性をはく、くみ、その効果が目に見える

プログラムの開発に熱心に着手しているところである。

例えば、ソーシャルスキルトレーニング(SSI､)は、アメリカで生まれた心理学の知見をベ

ースとした社会性育成の方法である。基本はロールプレイになっていて、職場での電話の応

対でほかの人と話す時に何に注意すべきか、あるいは職場で自分が誤解されるような出来事

があった時どのように皆に伝えるべきかなどが、劇を演じることを通して学習される。少年

たちは、カツとなり、イライラしやすい言動を自分で演じながら確認したり、あるいはわが

ままな性格や独りよがりな思い込みを他の人の言動から感じ取ったりすることが必要になる。

反省的で再帰的な自己像を仲間や教官との演技の中から学ぶのである。

この方法では、状況を設定して演劇化することで、他者との関係性を目に見える行動レベ

ルから把握できるメリットがある。やってみてわかるということであり、抽象的な倫理や徳

目の学習を越えて、実践的で役に立つ社会的な振る舞いを身につけることが期待されている。

同時に、こうした適応的で反省的な態度から多くの市民が｢犢罪｣の姿勢を読み取れるとい

う実効性も期待される。他にも、アサーションプログラムやエンカウンターなど、すでに学

校教育でもいじめや不登校問題を通して導入されているプログラムがあり、その狙いには類

似したところがあるといえる。

こうしたプログラムの導入の経緯には、これまでの矯正教育が訓練や鍛練という形式で、

スポーツや作業などを通して社会性を身につけさせようとしたのに対して、より直接的に社

会生活への適応を促し、地域社会に再入し立ち直りがスムーズになるようにしようという意

図があり、結果として再犯率が一層抑制されるようにしたいという思いもある。実際刑務

所での薬物離脱教育などにもこうした考え方が応用され、一定の効果をあげているといわれ

る。ティーンコートのワークショップとこうしたプログラムを同列に扱うことはできないが、

｢実践的である」という点では共通性があると思った

しかしながら、反面このように振り返る時、従来の日本での矯正教育の興味深いポイント

も浮かびあがってくると思った。日本の教育は｢集団主義｣であるといわれ、一見すると少

年院の訓|練も集団を維持する側面が強調されている。たしかに、多くの作業がグループで行

われ、連帯責任が課されることも多い。例えば、スポーツをする時も団体で規律正しく行わ

れる。準備体操やランニングの時でも、よそ見や無駄話をすることは許されない。チームワ

ークと意欲が重んじられ、独りよがりの態度あるいはWllれ合いの態度には厳しいサンクショ

ンがある。寮や実科のグループを単位とした評価も頻繁になされる。アメリカ以上の、集団

性や共同性の強調があると思われる。

同時に、活動自体ではなく、そこから学ぶ精神的な「陶冶の思想」も根強くある。例えば、

共同で食事を配膳するというような日常の活動にも、教官は個人の人格を磨く局面が内在し

ていると考える。型どおりに配膳して見た目には問題がなかったように見えても、長い生活

観察のなかで、教官は仲間相互の反応や微妙な本人の言動から「やればいい」というおざな

りな姿勢を見出すと注意を喚起する。見過ごせば一見同じ行動のようなのだが、本人の気

分の移るいや仲間どうしの力学を読み取って、「續罪感｣を醸成する機会にしていくのである。
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集団の中から個人の変化を読み取る作業が日々繰り返される。もちろん、表面的な演技と心

底からの姿勢を明確に区分する基準があるわけではない。しかしながら、少年院での経験知

と統制された状況の空気との相互関係から、「ヨミ」を生み出す技が生成していくのである。

こうした理解は、犯した罪も異なり家庭背景もまちまちな少年院生個々人のパーソナリテ

ィの教育(陶冶）を、集団指導の枠組みのなかから常に行っているということである。反復

的な｢個人化された指導｣が実践されているともいえる。集団主義一枚岩と思われやすい矯

正教育には、こうした個人化の契機が重層的に埋め込まれていて、絶えざる人格改善の評価

や確認作業と連動しているといえる（拙稿・広田照幸らとの共著2009｢少年院における集団

指導と個別指導の関係一フィールド調査を通して」日本大学『教育学雑誌』44号)。教育とい

う営みがその効果を見出せるためには、集団の中から再度個人を括りだすこうした作業が、

精神性を問いかける陶冶の指導として必要とされているのである。

8．「自立支援」の教育に関するプレゼンテーション

ある文化を内在した社会は、その不足や欠点の部分を青年問題に見出すのかもしれない。

個人主義と見えるアメリカ・カリフォルニアでのプラグマテイックな社会化の実践。他方、

集団主義と見える日本での精神性を重視した個人化の実践。アンビバレントなのではなく、

その重層化した教育の目論見があるということ。筆者は、改めてティーコートの実践をより

深くみることによって、日本の少年院での実践を再評価することになったといえる。異文化

の持つ不思議な解釈の革新の力を感じたしだいである。

とはいえ、上記のようなことをカリフオルニアの学生や先生方に伝えることは一層難しい

課題である。もちろん英文にすることの困難もあるし、問いの文脈の共有や観念の翻訳とい

う問題もある。残念ながら、そのすべてをクリアすることはできなかったが、幸いYOuTube

の日本の女子少年院を紹介するサイトやカリフォルニアのティーンコートの紹介サイトもあ

り、視聴覚的なフォローもできたので、最終のプレゼンテーションをしてみることにした。

その際に発表予告のレジメとして作ったのが、下記の文章である。再録したい。

Title;

Cross-NationalAnalysisofJuvenileCorrectionalEducationinJapanandtheU.S.:'Ihrough

theCompansonofT℃enPeerCourtsinCalifOrniaandJuvenileRefOrmatoryCentersinJapan

Abstract:

Ipresentcriticalexaminationsofcross-nationaldifferencesinmethodologicalapproaches

andremedialpracticesinjuvenilecorrectionaleducationbetweenJapanandtheU.S.The

Americansystemhashistoricallyreliedoneducationalpracticestoacquirenecessarybasicand

practicalsocialskills,whileJapanreliedonselfrenexiveandtherapeuticapproachestoreshape

andreconstructmorepositiveattimdesandbehaviorsofjuveniledelinquents.

WithspecialpermissionsfromtheJapaneseMinistryofJusticein2006,Iobserved

correctionaleducationalpracticesinmanyjuvenilerefOrmatorycenters,suchasTrefOrmatory,
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Agirlreformatory,andconductedinterviewsofmanyyouths,educationaltrainers,and

correcdonaladministrators.

SincelastApril,Ialsoobservedteenpeercourts-adiversionprogramdesignedto

rehabilitatejuveniledelinquents-inSantaCruzandOaklandandinterviewedmalparticipants,

includingjuveniledefendants,studentswhoplayedtheroleofprosecutorsanddefense

attorneys,jurors,andprogramcoordinators.

Mypresentationspecificallyaddressesculmrallyspecificapproachestojuvenilecorrectional

educationinJapanandtheU.S,,exploringthepotentialutilityofadoptingrestorativejustice

approachesinaverytraditionalandconservativereformatorysettinginJapan,while

suggestingapossibleadoptionofselfreHexivetherapeuticapproachesintheU.S.

この発表では、少年の矯正教育だけでなく、日本の青少年の現状についても時間を割いて

話した。引きこもりのような非社会的な若者の実態が大きな社会問題になっていることや、

サイバー・キッズと呼べるようなネット社会を生きる若者も急速に増えていること。その反

面で、非行少年の実数は減少傾向にあり、非行の様態も総体的には｢万引き」のような軽度

な初発型非行が中心になっており、少年院に入院した者の約3割といわれるほど再犯率が低

いこと、などである。日本での自立支援が多様な要素をくみこんで展開されなければならな

いという事情を説明した。

学生たちの質問も、日本の矯正教育に集中しやすかった。そもそも矯正教育の実態が伝え

られることは少なく、また年間200万人といわれるアメリカの非行少年の矯正教育の実像と

はかけ離れていると感じられるからである。まずもって、丁寧なケアリングが目を引くこと

であり、VTRなどで見られる教官の親身の説諭風景は驚きとなる。ヨガや禅はカリフォルニ

アでも一般化しているので、その精神に近いのではないかという意見も出ていた。精神性

(｢道｣の思想）という部分は、日本文化の根幹にかかわるところであり、短いプレゼンテー

ションでは話し尽くせなかったと思うが、多くの質問があった。日本的方法の評価は予想以

上に高かった。

同時に、ティーンコートの意味を通文化的な視点から説明されることへの驚きもあった

といえる。「日本の矯正教育とミックスしたらもっといいプログラムもできるのではないか｣、

｢ティーンコートについて日本でも紹介してほしい」などの意見も出た。指導における実践

性や効果の強調は、アメリカ社会では自明にすぎることであり、そこに多くの日本の矯正指

導が接近し接合しうる現状には､単純に驚きがあったといえる。実際に自分が伝えるキャパ

シティの限界を感じながら、こうした比較研究の努力を積み重ねていくこともこれからの研

究者に必要なのだと実感した。単純な個人主義と集団主義といった2分法を越えて、子ども

たちの支援の問いの文脈や解釈の幅を広げていくためにも、である。

1年間にわたるフィールドワークの研究生活はこうして幕を閉じた。最後になるが、カリ

フォルニアで温かく見守ってくださったUCSCの先生方（とりわけ、Fukurai教授やGordon

教授)や協力してくれた学生の皆さんには心から感謝したい。同時に、家庭生活や社会生活

を共有した家族やアダルトスクール・高校・ティーンコート関係者の皆さんにも改めてお礼
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を言いたいと思う。
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