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社会学概論レジュメ　2008.4.28.Mon. 文責：薄葉（wah12148@nifty.com）

A. 自己の社会的構成(2)～まなざしをめぐる攻防～

1.  前回の復習（ミードの自己論）

2.  他者のまなざしに規定される「私」

a. ラベリング理論

1)伝統的な逸脱研究の視点

・「逸脱」の定義

「ある特定の社会において共有されている社会規範（ルールや慣習）に反するような行動を、逸脱
（あるいは逸脱行動）という。」

例：犯罪、少年非行、自殺、アルコールや薬物への依存、精神病、失業者（ニート）、不法就労
者、etc.

・逸脱行動の「原因（＝ｗｈｙ）」に着目

例：遺伝的素質、性格、幼児期の体験、貧困、アノミー（社会規範がゆるむこと）

・P→S

逸脱的な行動(Performance)が、取り締まりや処罰といった社会の反作用・制裁（Sanction)を生む

2)ラベリング論の視点

・「原因」よりも、逸脱行動に対する社会の「レッテル貼り」（ラベリング）の過程（how)に着目
・Ｓ→Ｐ

「社会集団は、これを犯せば逸脱となるような規則をもうけ、それを特定の人びとに適用し、彼らに
アウトサイダーのレッテルを貼ることによって、逸脱を生みだすのである。「この観点からすれば、
逸脱とは人間の行為の性質ではなくして、むしろ、他者によってこの規則と制裁とが『違反者』に適
用された結果なのである。逸脱者とは首尾よくこのレッテルを貼られた人間のことであり、また、逸
脱行動とは人びとによってこのレッテルを貼られた行動のことである」（ベッカー、『アウトサイ
ダーズ』村上直之訳、新泉社、1997年、17頁）

3)ラベリングのプロセス

・第一次逸脱（「ちょっとした逸脱」）

・社会規範に反する行動で、それを行った者はまだ「逸脱者」としてのレッテルを貼られていない
が、そのようなレッテルを貼られる原因となりうるものを、「第一次逸脱」という。

・第一次逸脱は様々な原因から生じる。「偶然」や「はずみ」で行われる場合すらある。

・第一次逸脱の頻度や程度は、社会的属性とはほとんど関連が見られない。

・選別的ラベリング

・第一次逸脱を犯した者に対して、警察官や医師・教師などが最初の「ラベリング」を行う。

・社会の中でマイノリティーや「弱者」としての属性を持つ者（路上生活者や不法就労者など）が、
「逸脱者」としてのレッテルを貼られやすい。

例：ヒッピー・スタイルの学生と清潔な身なりの学生に、他の顧客が目撃できる位置で「万引き」
を繰り返してもらったところ、目撃した顧客が店員に通報する率は、ヒッピー・スタイルの学生の
方が有意に高かった。

・他者に対して「逸脱者」としてのレッテルを貼ることができる勢力を持つ集団は、社会規範の創出
それ自体においても影響力を持っている。

注：自分たちの利害関心や価値観に基づいて何が逸脱であるかを社会的に規定しようとする勢力保
持者を、ベッカーは「道徳事業家」と呼んでいる。

・第二次逸脱（「悪の劇化」）

・いったん、逸脱者のレッテルが貼られると、その人は当惑したり、就職・結婚・居住地選択などで
不利な立場に置かれるなどの様々な「問題」を抱えることになる。「これらの問題に対する防衛や
適応の結果」として、逸脱行動の持続や増幅が始まる。

・「逸脱者」としてのレッテルを貼られた者は、やがて組織化された逸脱者集団に加わるようにな
る。そこでは、自分たちの行為を正当化する理論的根拠・イデオロギーを学習する機会や、逸脱行
動に伴う犠牲を克服するための方法を学ぶ機会が提供されている。
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4)二人の万引き少女の行く末（フィクション）

・ＣさんとＤさんという二人の中学生がそれぞれ別のコンビニでお菓子を万引きした。二人とも遊び仲
間の友達に誘われてやったにすぎない。下手に断ると、仲間はずれにされるかもしれない、とのおそ
れもあった。

→「第一次逸脱」

・しかし、万引きは発見されてしまう。それぞれの店長は発見した後、ＣさんＤさんそれぞれの家にま
ず連絡をした。Ｃさんの家には母親がいて、その電話に驚きながらも店へかけつけ店長にお詫びをし
た後、品物の代金を支払い、もう万引きはさせないように娘を厳しく注意するということで許しても
らった。Ｃさんも反省する態度を示した。

・一方、Ｄさんの家からは家族が誰も店に来ず、またＤさん本人も友達と一緒にやったことだからと、
あまり反省の態度を見せなかった。また、Ｄさんは少し派手目の服装をしていた。店長は怒って学校
と警察へ通報した。Ｄさんは警察官に補導され、学校の担任や生活指導の先生から注意されることに
なる。こうしてＤさんは「非行少女」「不良」であると、警察や学校においてレッテル貼りをされて
しまったのである。

→「選別的ラベリング」

・このレッテル貼りの結果、周囲の人々のＤさんへの接し方がかわっていく。つまり、「万引少女」と
いう色メガネをとおしてＤさんのことを見るようになっていったのである（「あの生徒は要注意人物
だ（教師）」「あの子、ヤバイ奴かも（生徒）」「あの子、警察に補導されたんですって（近所の
人々）」）。Ｄさんの良い面は人々から認識されにくくなり、悪い面ばかりがクローズ・アップされ
るようになる。

・ラベルを貼られたＤさんは、周囲のそうした反応に対して何とか弁明しようとしたり、以前のように
振る舞おうとするが、周りはすでに「彼女はワルだ」という色眼鏡で反応する（厳しく接したり、距
離を置いたり）ようになっている。Ｄさんが、そうした周囲のまなざしにいらだったり反発したりす
ると、「ほら、やっぱりコワイ」と、かえって周囲のまなざしが強化されてしまう。

・そうこうするうちに、Ｄさんは周囲のまなざしに「抵抗」することに疲れてくる。彼女と対等に接し
てくれるのは、学校から「問題児集団」と見られているグループだけだった。そして、彼女は次第に
周囲の期待する通りの役割（「不良少女」）を演じるようになる。最初はやけになって「演じて」い
たのが、次第にその仮面が馴染んでくる。そして、「自分はワルなんだ」という自己意識が確立され
ていく。そして、さらなる逸脱行動を起こしては同じプロセスでますます周囲のまなざしと自己イ
メージが強化され、「本物の不良少女」となってしまった。

→「第二次逸脱」と「逸脱的アイデンティティーの形成」

「ラベルを貼られた逸脱者は、そのステレオタイプにふさわしい役割を演じる時には報われる」こ
とを学習していく。「精神病院には、奇怪な症状をわざと演じて、新米の見習い看護婦が正常な行
動だけを見てがっかりしないように気をつかう患者がいる」（大村、30頁）。

b. ピグマリオン効果（教師期待効果）

ローゼンタールの実験

・ある小学校で学年のはじめに「ハーバード習熟度テスト」が行われた。実際にはこのテストは単なる
知能テストの一種だったのだが、教師たちには次のように説明された：「このテストは、知能の伸び
具合が大きく実力を発揮する可能性の高い生徒を選び出すのに有効で、その信頼性は高いです」。

・テストのあと各学年の教師全員に、各人の担当クラスのなかでめざましい伸びをみせそうだと判定さ
れた生徒の名前が伝えられた。全生徒の20%がそのような優秀児であると予測された。しかし、それら
の「優秀児」の名前は実際には全生徒のなかからランダムに選ばれたのであって、テストとは何の関
係もなかった。

・さて1年後、その「優秀児」たちの成績はどうであったか？結果は、「優秀児」の成績の上昇率は、そ
うでない生徒の上昇率よりも大きかった。「優秀児」たちは本当に「優秀」になっていたのである！

・どうしてこのようなことが生じたのか？「優秀児」とそれ以外の生徒をわけていたのは、彼らに貼ら
れた「優秀児」というラベルと、そのラベルにもとづく「教師の期待」だけである。ここから、こう
した効果を「教師の期待効果」といったり、ギリシャ神話に出てくるピグマリオンの物語になぞらえ
て、これを「ピグマリオン効果」と呼んだりする。

注：それは次のような物語である：キプロスの王で彫刻家のピグマリオンが、自分のつくった美女像
に恋をしてしまう。彼は、あたかも人間の女性であるかのように美女像にささやき、贈り物をし、い
たわった。そんな彼の情熱が通じて、美女像はやがて女神アフロディーテの慈悲によってほんとうの
女として生命を与えられる。その後「二人」は結婚し、一子をもうけた…。
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・これと類似した過程が教室で生じたわけである。教師は期待をかける生徒に対してはこれまで以上に
細やかなまなざしを注ぐだろうし、話しかける回数も増えるだろう。生徒の方でもいいかげんにあし
らわれるより、丁寧に教えてもらう方がよく分かるに違いないし、頻繁にコミュニケーションを重ね
る中でやる気も湧いてくるだろう。「心のなかの期待」は態度やコミュニケーションの違いとなって
現れやすい。こうした日々の好意的なやりとりの蓄積が、「優秀児」を実現させたのである。

注：もちろん、これとまったく逆のことも起こりうる（こちらの方が多いか）。たとえば、数学がで
きない（むしろ数学教師と馬が合わなかった、といった方が正確なのだが）といった、ささいな出来
事で、「落ちこぼれ」のレッテルを貼られたために、多くの生徒は本当に「落ちこぼれ」のように自
ら「思いこみ」、周囲の者もそのように彼を扱ったことで、次第に学校生活から脱落してゆく、な
 ど。

・このように、将来のことについて予言することで、予言がなければそうならなかったかもしれないこ
とが、実際にその予言通りになってしまうことを「予言の自己成就」と呼ぶ。重要なのは、予言がな
されることによって人々の意識や行動が変化し、そうした意識・行動の変化が予言の実現にプラスに
働くという点である。

注：予言されたからといってすべてが予言通りになるとはかぎらない。逆に、予言されたことによっ
てその結果が実現されないこともある。たとえば、模擬試験で合格の判定が出た結果、それに安心し
てしまって勉強を怠り、結果的に入試に不合格になる、というような場合は、「合格」という予言が
されたことが、逆の結果をもたらしてしまったといえる。こうした予言は、「自己破壊的予言」と言
 う。

3.  まなざしに抗する「私」

反発・抵抗する自己

・船津も書いているように、人間はただ従順に他者のレッテル貼りに従うわけではない。貼られたレッテル
に反発し、それを乗り越えることも行われている。ノーベル賞を受賞した小柴昌俊教授がそうであったよ
うだし、野口英世も貧乏と手のやけど（「てんぼう」～の二重のレッテルを猛勉強で跳ね返した。

・また、同じ立場の人々が連帯し、レッテルを押しつけてくる社会に逆に働きかけることによって、ラベリ
ングのネガティブな影響を打破しようとした試みもある。例えば、「同性愛者」というレッテルを貼られ
た人々が、そのレッテルを拒否して「ゲイ」「レズビアン」というカテゴリーを新たにつくり出したり、
それまで差別構造と結びついて「不吉な色」とされていた黒を「Black is beautiful」としてその価値を
転倒させた黒人運動の例がそれである。

・いずれにせよ、人間は他者から与えられたレッテルをそのまま全て受け取るわけではない。レッテルを自
分の内的世界に位置づけ、解釈し、修正し、変更し、再構成する。それに基づいて、「新しい自己意識」
を形成することができるのである。

・とはいえ、小柴博士や野口英世のように、強固な反発力を持っている人はともかく、ふつうの個人が他者
や社会のまなざしの圧力に抗することは難しいようだ。上記の黒人運動のように連帯して社会の圧力に抵
抗することができなければ、どうしても他者のまなざしに対する個人の態度は防衛的なものとならざるを
得ない。下記の役割距離は、そうした「自己防衛」の試みの一つであろう。

4.  まなざしをすり抜ける「私」

役割距離(role distance)

・社会学者のアーヴィング・ゴフマン(注）は、メリーゴーランドの木馬にわざと「後ろ向き」で乗る子ど
もの事例について述べている（『出会い』111-118頁）。3，4歳くらいの子どもは、まっすぐ前を向いて
木馬にまたがり、手綱をしっかりと握りしめている。彼は、自分に与えられた「木馬の乗り手」という役
割をこなすのに精一杯だ。

注：Goffman,Erving(1922-82)。アメリカの社会学者。人々の日常生活における社会的相互作用のあり方
を詳細に分析し、そこにおける人間の行為の独自性や規則の果たす特別な意味合いについて浮き彫りに
した。主著に『行為と演技』(1956)、『スティグマの社会学』(1964)などがある。

・しかし、5歳くらいになると、ただ木馬に乗るだけでは子どもは満足しなくなる。革ひもから両手を離し
たり、後ろ向きに乗ったり、鞍の上に立ったり、様々な「パフォーマンス」をする。「僕は木馬に乗るだ
けの（幼い）子どもではもうないんだ！！」と、子どもたちは動作で語っている。

・こうした例は大人にも見られる。ゴフマンは、手術が緊迫した局面にさしかかったときに、きわどい
ジョークを飛ばしたり、前の晩のパーティーや野球の話をしたりする外科医の例を挙げている。こうする
ことで周囲の緊張がほぐれ手術がスムーズに運ぶようになると同時に、「このような緊迫した場面でも
ジョークを飛ばす余裕があるほど、自分の腕は確かなのだ」というその医師の有能性が効果的に示される
ことになるのだ（手術初体験の医師には、とてもそのような余裕はないだろう）。

・このように、自分に期待される役割をただ忠実に演じるのではなく、そこから少し「距離」を置くことに
よって、役割を演じる際の緊張や葛藤を回避して自己を防衛したり、好ましい自己イメージを演出したり
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するようなふるまいのことを、ゴフマンは「役割距離」と呼んだ。

「個人とその個人が担っていると想定される役割との間のこの『効果的に』表現されているするどい乖
離を役割距離と呼ぶことにする。」（同上書、115頁）

・ゴフマンは、このような「定型的な役割」からの距離を演じる有り様に、その人の「らしさ」が現れると
いう。そこでは、自分の演技を見てもらう「他者の視線」が意識されている。他者の期待（まなざし）に
沿いつつ、それを少し「ずらして」表現してみせることで、「クールな私」や「もう子どもじゃない僕」
というように、「役割に完全に縛られているわけではない私」を演出することができるのである。

注：こうした例は日常生活に偏在している。たとえば、ファーストフードの店員は常にマニュアル通り
に振る舞っているわけではない。お馴染みさんには特別の愛想を振りまいたり私的な会話を挟んだりす
ることがあるし、逆に好ましくない客に対してはスマイルを控えたり、再来店のお願いをしないなど、
マニュアルと合わないことをよく行っている。それによって、「マニュアルに規定されている店員役割
に完全に埋没することのない私」が効果的に示されることになるわけだ。

5.  参考文献

a. 大村英昭　2002『非行のリアリティー』世界思想社

b. 土井文博・萩原修子・嵯峨一郎編　2007『はじめて学ぶ社会学～思想家たちとの対話～』ミネルヴァ書房

c. 浜日出夫 2007「相互行為と自己」長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志『社会学』有斐閣、第2章

d. 船津衛　2005『自我の社会学』放送大学教育振興会

B. レポートについて

1.  はじめに

詳細は社会学概論のホームページに記載されているので、「授業方針・レポート・評価について」という
ページの「ブリーフ・レポート」の部分を必ず熟読しておくこと。

注：ホームページを見れない人は、1回目（4月14日）のレジュメを参照のこと。

2.  提出にあたっての注意事項（今回のレポートについて）

a. 提出期限

1)メールで送信する場合

5月2日（金）いっぱい

2)教務学事課に提出する場合

5月2日（金）の13時10分まで（お昼休み終了まで）

注：混雑が予想されるので、提出は早めに行うこと。期限をすぎたらいっさい受け取らないので注
 意。

b. 提出方法

1)メールで送信する場合

・ファイルを添付し忘れていないか、よく確認すること

・「件名」欄には、「～月～日分のレポート」のような表記を書いておくこと

・「メール（本文）欄」には、科目名（「社会学概論A」,あるいは「概論　Ｂ」）、学生番号、氏名、
「タイトル」、を必ず書くこと。

注：同じ内容を添付した文書ファイルにも記入しておくこと。

2)教務学事課に提出する場合

・配布した「レポートの表紙」をつけて、提出すること。

・学事課へ行く前に、自宅などで事前に必要事項を記入してレポートにホチキス留めし、「学事課です
ぐ提出できる状態」にしておくこと。

・提出する用紙のサイズは「A4（レポート表紙と同じサイズ）の400字詰原稿用紙」。それ以外の様式の
ものは受け取らないので、注意。

・ワープロの文書をプリント・アウトする場合もサイズはA4（通常のプリントアウト用紙でかまわな
 い）

注：末尾に、「文字数」を記入するのを忘れないこと！文字カウントの仕方は、ホームページを参
 照。
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3.  レポートの内容について

a. テーマ

・「自我の社会的構成」について論じる

→具体的には、先週、および、今週に講義で触れた内容について書くこと。

・「タイトル」は、自分の書いたレポートの内容にふさわしいものを自分で考えてつけること。

→　タイトルをつけることも「要約」の練習

b. 「まとめ（要約）」について

1)「自分の言葉でまとめる」ことが大切

→レジュメや資料を漠然と引用するよりも、内容を自分なりに「咀嚼」して言葉を紡ぎ出すようにする
と力がつく。

2)「自分にとって重要だ」と思われる箇所について集中的に論じてもよい

→どこが重要かは、個人によって異なってくる。自分にとって「重要」に思える箇所に集中してくれて
も構わない。

c. 「展開」について

要約した内容について、自分なりに論を展開する。他の授業（学問分野）で習ったこととこの授業で扱った
内容とを比較検討してくれても構わないし、教わった理論を自分が体験した事例に当てはめてみてもよい
し、書物や映画・ドラマなどの内容に適用してみてもいいだろう。

→うまく理論が当てはまらない場合、 理論と体験の「ズレ」が何を意味するのか、自分なりに考えてみ
る。そうすると、新たな発見につながるかもしれない。

4.  文体・構成について

a. 文体

「～である・だ」調で書くこと。

レポートや論文は「である」調が基本（お約束）。「まとめ」が「～である」調で、「展開」から「～
です」になる人が結構いたりするが、統一するように。

b. 構成

基本的には前半部に「授業のまとめ(要約）」を書き、その後で「展開」するという構成に統一する。

c. 参考文献について

他の文献を参考にした場合は、出典を末尾に記載すること。

5.  レポートの例（2006年度の受講者のレポートから）

「逸脱者を作る理由」

　逸脱とは一般的なルールから外れた行動のことであり、その行動をとる者を逸脱者と云う。逸脱の判断は
社会が下し、逸脱者は社会が作り上げていく。社会によって逸脱者と決めつけられることをラベリングと云
う。その過程には第一次・第二次逸脱、選別的ラベリングが有る。
　第一次逸脱はちょっとした違反など軽いものだが、逸脱者を生み出す原因となる。第一次逸脱をきっかけ
に、警察など他者が選別的ラベリングを行い、逸脱者のレッテルを貼る。社会的立場の弱い人や、少数派に
属する人が対象になりやすい。さらに、そのラベリングが第二次逸脱を引き起こす。第一次逸脱で周りから
逸脱者として扱われ始めた人が、様々な疎外や生活的な問題から、次第に完全な逸脱者となっていく。

　私はヴィジュアル系（以下 Ｖ系）が好きです。私自身は普通の格好ですが、それでもＶ系は社会的には
少数派であると感じる事は何度もありました。面と向かって避難された事は有りませんけれど、恐いイメー
ジなどが有り、ある程度の誤解は仕方のないことだと思っています。だからといって、理解できない人が、
理解する気もないくせに馬鹿にしたり批判する事は許せないことでした。
　以前に、女の子が親を殺した事件が在りました。その女の子は学校では優等生だったけど、Ｖ系が好きで
そういう格好をするのが趣味だったと報じられました。私はそれは必要の無い情報だと思いました。殺人者
の好きな歌手が、宇多田ヒカルでも浜崎あゆみでも関係が無く、いちいち新聞に書かれたりはしないはずで
す。それなのにＶ系がさも重要で在るかのように書いてあり、私にはひどく腹立たしかったです。
　私はその時は、ニュース的に『面白い』からだろうと云う意見を聞き、それで納得していました。普通の
子よりも、恐ろしげなイメージのあるＶ系を好きな子が殺人を犯す方が事件としては確かに面白いでしょ
 う。
　でも今回の話を聞き、それは世間の求める「第一次逸脱」だったのではと思いました。普通の子で、まし
てや優等生が、いきなり殺人を犯した。一見、第一次逸脱が無く第二次逸脱が起きたように見えます。だか
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らＶ系を第一次逸脱にし、その子の殺人への過程を説明したかったのではないでしょうか。
　その理由としては、殺人への恐怖が一番なのかなと思います。そうでないと誰もが突然、殺人者になれて
しまう。私は実際、誰がいつ殺人者になるか解らないと思っているし、そんなことは誰だって解っているこ
とだけど、自分が殺人を犯す可能性を持っていることを認めたくはない。第一次逸脱をした者が殺人を犯す
事にしておけば、普通の人である自分は大丈夫。第一次逸脱さえ無ければ殺人者には絶対にならない。そう
いう安心感を得る為だけに、Ｖ系趣味に関わりがあるように思いこもうとしたのだと私は思います。
　逸脱は、他者によって決められるものだと定義してありますが、私はその子の心の中で逸脱が進んでいっ
たのではと考えています。もちろん、その子にとって本当にＶ系趣味が第一次逸脱だったかもしれない。だ
けど、Ｖ系好きで普通の感覚の人はいっぱいいます。世間の人にはＶ系の殺人者であっても、私たちにとっ
ては日本人の殺人者が一人増えただけのことです。
　Ｖ系全体は社会の他者によって逸脱させられているけれど、その子の逸脱は他者を持たないように思えま
す。だから、同じ逸脱と云っても何種類も存在するのではないでしょうか。逸脱行動に出た後のその子は、
他者と比較される逸脱者ですが、行動に出る前のその子の心は誰とも比較しようが有りません。さらに云え
ばＶ系趣味は別に社会のルールには反していません。
　そういう点では、授業中に「外部に敵がいなければ、内部から作り出す」みたいな話が有りましたよね
（敵だったか逸脱者だったか忘れてしまいましたが・・・）。それに似ているのかなと思います。他者を逸
脱させることによって、自分を社会に適応させる。自分が敵にされてしまわないように、外部から必死に敵
 を探す。
　万引き発見の例も、少しでも誰かの社会から外れている部分を探そうとする人間の性質みたいで、悲しく
なります。（1683字）

→　文体の指摘（「～である・だ」調に統一せよ）をする前に提出してもらったので、「展開」の部分
が「～です・ます」調になっているが、点数的には「10点」。授業で扱った理論を使って、自分の体験
を分析しようとしているところがよい。本来のラベリング理論の内容からはやや話がズレている面もあ
るが、理解しがたい事件に直面したとき、人々がその事件を「理解」できるようなストーリー（原因→
結果）を紡ぎだすために、いかに「逸脱者」が捏造されるのかを、うまくあぶり出している。

C. 社会学概論ホームページ

http://ha2.seikyou.ne.jp/home/Takeshi.Usuba/


