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近年の社会科学 ・社会理論の潮流を表すもっとも重要なキ ー・ ワー ドの一つに，r言語論

的転回Clinguisticturn) jがある。雑駁な表現を省みずにいうなら，それは以下の認識論的

特徴を備えている。第ーに構造主義的な言語観。それは言語を，世界や現実を反映するもの

ではなく，逆に，世界や現実を構成するものとして捉える。第二に社会唯名論。社会現象は，

客観的実在ではなく ，それが存在すると想い描かれることによってそれとして存在する 「表

象」と捉えられる。第三に反 ・還元主義。それは社会を構成する要素として言語の果たす役

割を重視する。そして従来の社会科学 (特にマルクス主義や客観主義的社会学〉にみられる，

「言語/言語外の現実j，r主観的表象(言説)/客観的構造j，rテクス ト/ コンテクス ト」と

いった二分法の下での，前者(言語 ・主観的表象 ・テクスト)の後者 (言語外の現実 ・客観

的構造 ・コンテクスト 〉への還元を否定する。

言語論的転回の名の下に，フェルディナン ・ド・ソシュ←ルの構造言語学，クロード ・レ

ヴィ=ストロ ースの構造人類学，ノレイ ・アノレチュ セールの重層的決定，オースティンとサー

ノレの発話行為論，後期ヴィ トゲンシュタインの言語ゲーム論， ミシェノレ ・フーコーの考古学

・系譜学，ジャック ・デリダの脱構築，ニクラス ・ルーマンの社会システム論など，20世紀

を代表する偉大な知の諸系譜を位置づけることも可能だろう。しかしそうした思想、の包括的

見取り図を書 くことは，本稿の任ではない。むしろ私は，自ら専攻する歴史社会学のフィ ー

ノレドにおいて，言語論的転回に関わる問題←ーテクスト /コンテクス ト問題，言説と実態の

関係 が大きな争点として浮上している様相を描き出したい。それは実在論か唯名論かと

いったたんなる認識論的な教義 (ドグマ〉ではない。社会学や歴史学がデータを処理する際

の，方法論上の問題である。したがって日々の研究活動の中で蹟きの石となる。正直に告白

すれば，それらの方法論的諸問題はいまだに私の中で解決されていない。本稿は，それらの

諸問題に解決を与えるというよりはむしろ，現時点で私が抱える慎悩をそのままさらけ出す

ことを目指そうと思う。論文としてはし、かにも不格好だが，こうすることで言語論的転回が

単なる哲学談義ではなく ，社会科学者たるもの誰もが抱えざるをえない，本質的な問題であ

ることを少しでも説得的に示したい思う。したがって本稿は，以下の構成をとる。第ーに，

歴史学において言語論的転回に関わる諸問題がいかに提起きれ，どうし、う解決の方向性を探

っているのかを確認する (2節〉。次に，社会問題の社会学なかんずく構築主義アプロ ーチ

における厳格派とコンテクスト派の方法論的対立が，歴史学の言語論的転回と同型の争点を

抱えていることを指摘する(3節〉。第三に，私がこれまで研究対象と してきた近代日本に

おける売買春に関する言説を素材にして，厳格派的分析 ・コンテクス ト派的分析の双方を試
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みる。その過程で，両者の分析がどのような長所と短所を抱えざるをえないのかを比較検討

する (4・5節〉。その結果，厳格派のほうが方法論的に問題が少ないことを主張する (6

節〉。

2 歴史学の言語論的転回

(1) テクス ト/コンテクス ト問題

近年の歴史学に「ポス トモダン論争Jと呼ばれる大きな争点があり ，ポス ト・モダンある

いは言語論的転回以降の立場にたつ歴史学者と，従来の「実証主義」的立場にたつ歴史学者

との間で活発な論争が行われている。その中心にあるのは，Iテクスト / コンテクスト」と

いう二分法，そしてその両者の関係をどうとらえるかと L、う理論的な課題である。

ジャック ・デ リダの有名なスロ ーガンに，Iテクス トの外部はなし、」と い うものがある。

こうした考え方にヒントを得て，歴史記述と思想史の刷新を目指したのがへイ ドン ・ホワイ

トとドミニク ・ラカブラである。ホワイトは 「テクストの中のコンテクスト」という論文で，

「どこでテクストは終わり ，どこからコンテクス トははじまるのか」と問い始める (White

[1987 : 186])。これまでテクストの外部に存在し，テクス トの存在様態を規定 したり説明

する資格を与えられてきたコンテクスト。しかし 「このコンテクス トには，言語的人工物と

いう媒介を通してのみしか接近できなL、J(White [1987: 191])。つまりコンテクス トはテ

クストの形式をとることによって しか確認できないとホワイトはいう。 同様にラカプラも，

「歴史家にとって『コンテクスト』あるいは『現実』の再構築それ自体，テクス ト化されて

いる過去の遺物を基盤になされる」のであうて (LaCapra[1983=1993: 26])， Iコンテク

ス ト自体はある種のテクス卜である」と結論する。

こうした言明を，言語やテクス トの外部にいかなる現実もコンテクス 卜も存在しないとい

う哲学的あるいは認識論的な立場表明としてのみ捉える必要はない。まずもってそれは，歴

史的事実や社会的事実をどのようにして研究者が把握可能なのかに関する方法論的な問いか

けであるはずだ。いや，もっと素朴にいえばコンテクストと L、う最終審級に安住する歴史家

・社会科学者の怠惰への憤怒なのかもしれない。ラカブラはし、う。

コンテクストの中に置いて初めてものを理解することができるという陳腐な考えこそ，

長い間歴史家にとって日々の糧であった。 …この読みにおいては，テクス トはたかだか時

代を示す指標，あるいはまた，テクストよりもなにかもっと大きな現象が直裁に表現され

たという程度の代物になってしまうのである。 (LaCapra[1983 = 1993 : 11]) 

こう した発想法は 「本当の意味ではまったくテクス 卜を読まないことへの言い訳となる」

(LaCapra [1983=1993: 11])0 Iコンテクストに訴えたからといってそれ自体で，読みや解

釈上の問題が全部解決というわけではない。唯一固有のコンテクストに訴えるということそ

もそも錯誤なのである。 一複雑なテクストのばあい，相互に働きかけあう一群のコンテクス

トがあるのであるJ(LaCapra [1983 = 1993 : 34])。ここで批判されているのは，第ーに，

コンテクス トと し、う概念の理論構成上における資格の問題であり ，第二に，そこに安住する

歴史家の怠惰である。コンテクストに最終解決を求めるような発想は，しばしばテクス トそ

のものに内在しながら，テクストの存在様態を読み解いてL、く綿密な作業をなおざりにさせ
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る。私もまた，そもそも答えがコンテクストと しづ形ですでに与えられているのに，新たに

テクストを研究する必要があるのだろうかという疑問をしばしば抱く。すでに答えとなる理

論や図式があって，その答えのアリバイとするために資料を使うだけならば，わざわざ資料

に当たる必要はない。それは資料の存在様態に対する凌辱である。ラカブラの問題提起を，

わが身に引き受ける必要を痛感する次第である。

C 2 ) 相対主義批判

しかし「テクストの外部はなし、」とか「コンテクストもテクストである」といった，Iポ

スト ・モダン」風な言説に対しては，必ずといってよいほどお決まりの批判 ・反論 ・皮肉り

がなされる。それは，ポスト ・モダンは，絶対的な真実などない，あらゆる解釈は等価であ

るとする相対主義に陥っているとの批判である。社会史 ・文化史の大御所カノレロ ・ギンズブ

ルグは，フランスとアメリカ合州国における「表象」概念の流行に対して警句を発する。

歴史的現実(そして一般に現実なるもの〉を直接手掴みにするなどといったことは，断

じて不可能なのだ。しかし，このことがただちに現実の認識不可能性を導き出すのは，実

存的見地からして支持できないとともに論理的見地からしても矛盾したものである極端な

懐疑主義に怠惰にも走ってしまうことを意味する。周知のように，懐疑家の基本的選択は，

かれがそれの専門家であると言明している当の方法的懐疑には付されることがないのであ

る。 CGinzburg[1991 = 1992 : 23]) 

現実の認識不可能性を「実存的見地から支持できなL、Jことの当否は，学的方法の問題と

してはさしあたりどうでもよ L、川。ここで顧慮しなければならないのは，あらゆるものは相

対的だと主張する相対主義(懐疑主義〉は，自らのイズムの絶対性を相対化していないがゆ

えに自己矛盾に陥っているという 批判である。た しかにこの批判は的を得ている。私自身，

社会学者のはしくれとして自らの認識の有効性を研究活動の賭け金とする以上，相対主義に

身を委ねるわけにはいかなL、。しかし果たしてこの相対主義批判は，歴史学の言語論的転回

を支持する「ポスト ・モダン」な論者たちにも当てはまるだろうか。ホワイトやラカブラに

関していえば， Iすべてはテクス トである」と宣言して相対主義的思考停止に陥っているわ

けではない。特にラカプラの場合，コンテクストと L、う概念を「歴史研究におけるもっと限

定された，批判的な概念にするためにJCLaCapra [1983 = 1993 : 14])，意図 ・動機 ・社会

・文化・作品群 ・構造という六つのコンテクストを想定する。課題となるのは，こうした諸

コンテクスト聞の相互作用，諸コンテクストとテクスト聞の相互作用，テクス トと他のテク

ス ト聞の相互作用 (間テクスト性〉を，コ ンテクス トがテクストを決定するといった単純な

反映論をしりぞけながら，読み解いていくことである。もはやポスト ・モダンを相対主義と

して批判するだけでは済まされない。彼らの方法に基づく議論の有効性こそが問われなけれ

ばならない。

C 3 ) 言語論的転回以降の課題 表象の臨界としての<アウシュヴィッツ問題>

「テクストの外部はなし、」というスローガンは，単なる認識論的な教義 (ドグマ〉ではな

い。それは歴史学者や社会学者がデータに直面し，それを処理する際に要請される方法論的

な要請である。もちろん「テクスト」の意味を文書資料に限定する必要はない。オラル ・イ
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ンタビューであれ映像資料であれ，あるいはそノですら，記録された素材として学的データ

となりうる。しかしいずれにせよ，テクス ト以外に社会科学者が参照とすべきデータはない

のであって，実証も反証も不可能な不可視のコンテクストを安易に想定すべきではなし、。コ

ンテクス トが存在するとすれば，それはテクス トの形式でしか存在しないし，その形式の下

でしか把握できない。コ ンテクストがテクストを説明すると L、う理論構成に安易に乗るわけ

にはし、かないだろう。「すべてはテクストである」という考え方も 「すべてはコンテクスト

によって決定される」と L、う考え方も，いずれも極端な還元論 ・反映論である。こうした思

考を廃するならば，いったし、歴史学や社会科学はなにを新しい課題と して設定すればよいの

か。ホワイトやラカブラらいわゆる「ポスト ・モダニスト」と，ギンズフソレグやローレ ンス

・ス トーンら 「旧世代」の対立は，このような学の方向性をめぐる対立であったといえよう。

歴史学でコンテクストと想定されてきたのは，通常，歴史的事実 ・真実とよばれるもので

ある。ギンズフ。ルグは先にみたポストモダンに対する批判の後で，歴史学における 「証拠」

や「真実」と L、う概念の復権を試み，歴史家と裁判官をアナロジカノレに比較する。すなわち

「証拠」と 「真実」と L、った概念は歴史家と L、う職業の構成要素であり ，歴史家と裁判官は

ともに 「証拠を使用する」。しかし裁判官と異なって歴史家は「自分の分析する資料の生産

に参加することができなし、」。けれども 「歴史家には，裁判官なら 『起訴理由なし』と決定

するであろうような場所に問題を見つけだす権利がある」と。こうして歴史家は ixが Yを

行ったということを一定の規則にもとづいて証明することができるJ，と (Ginzburg

[1992ニ 1992: 23])。

社会史の大家ローレンス ・ストーンが過去を回想する形で提起した歴史学的方法の基準も

また，そうした歴史的真実の推定 ・確定に関わるものである。彼はし、う。

(a) 歴史の真実をこの手につかむことはけっしてできない。したがってL、かなる結論

も条件っきの仮説にすぎず，新しいデータやよりよい理論が出現して，ひっくり返される

可能'性をつねにはらんでいる。

(b) 文献一一当時はテクストとは呼ばなかったーーを書いた人聞はみな誤りがつきも

のである。間違いを犯し，誤ったことをし、L、，史料編纂にあたってもイデオロギー的な方

向づけがある。したがって文献に対しては，著者の意図，文献の性格，それが書かれたコ

ンテクストを念頭に置き，十分注意を払って吟味しなければならなし、。

(Stone [1992 = 1994 : 52-53]) 

第一の要件はし、わゆる反証可能性であり ，第二の要件は史料批判の問題である。歴史学に

おける 「真実」と L、う概念が，理論構成上この程度まで抑制の利L、たものであるならば，あ

る意味で問題は少ないのかもしれない。それは少なくとも暴力的な還元論ではない。実証主

義を標携する歴史家は，あたかも裁判官のごとく ，歴史的事実を推定するという作業に携わ

っている。これに対してポストモダニストは歴史記述の物語的な性格を，あたかも文学テク

ストの文体論のように問うているだけだ。そもそも研究の目的が違うのだ，と。実際，ポス

トモダン論争に関わる多くの対立点は，こうした学的方向性の違いとして解消可能なように

思える。

しかしながら近年，歴史的記述の可能性と限界を究極的に問し、かける，新たな争点が浮上

してきた。ナチスによるユダ、ヤ人の大量虐殺，いわゆるアウシュヴィッツ問題である。ここ
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で提起された問いは，非常に純化した形でいえば，極端なまでの隠蔽工作の結果，解読すべ

き史料がまったく存在しない出来事，調査すればするほど真実が薮の中に消え入ってしまう

ような出来事を歴史学は記述できるのかいなか，記述すべきなのかし、なか，というものであ

る(2)。フランソワ ・リオタールの秀逸な比目前にしたがえば，アウシュヴィッツ問題は「この

うえなく強力で測定機器のすべてを破壊してしまった地震」である。測定不能な現実を前に

して，学者たちは沈黙せざるを得ないのか。もっともアウシュヴィッツ事件があらゆる記憶

や記録から排除された出来事一一比轍的にいえば，人聞が誕生する以前に生じた，きわめて

微細な地震ーーであったならば，それは存在するともしないともいえなし、。端的に実証不能

かっ反証不能な事実で、ある。しかしアウシュヴィッツ問題の本質は，測定可能な記録として

は消滅してしまったが，人びとの聞でその事件が言語化不能な (=表象不能な〉記憶として

残存していることだ。このような表象不可能な記憶を，歴史学はどう記述すればよいのか。

ギンズブノレグとホワイトはここでも鋭く対立する。ギンズフソレグによれば，ホワイ トは「ナ

チスのカゃス室はなかった」というような修正主義的な歴史解釈を前にして，真の解釈と嘘を

区別することにあいまいな態度に陥っている。歴史学はあくまで 「正確にはなにがおこった

のか」の記述 ・確定に努めるべきだというのである (Ginzburg[1992 = 1994])。しかしな

がらホワイトにとって， i事実は言語的存在以外のものであったことはなし、J(ロラン ・パル

ト〉。 すなわち 「解釈を生みだすプロット化の様式というのがもろもろの事実をさまざまな

種類のストーリーの形式と意味を表示したものとして表象するために使用される」のだから，

「競合しあう物語のあいだの相違は，それらにおいて支配している 『プ ロット化の様式』の

あいだの相違にほかならないJ(White [1992 = 1994 : 60-63])。そして，ナチズムの大量虐

殺のような事件を表象するには「自動詞的記述」や「モダニズム的文体」が必要とされると

いう (White[ibid: 87])。

私には， i自動調的記述」や 「モダニズム的文体」がどのような意味で大量虐殺を表象す

るのに適した文体なのか理解する文学的素養がない。だがそれを棚に上げるなら，ホワイト

のいう「自動調的記述」に基づく「モダニズム的文体」の有効性はし、まだ私たちの前に説得

的な形で提示されていない，未完の仕事である。おそらくホワイト自身がこの課題を「やっ

てみせる」ことによってしか私たちを納得させる方法はない(もちろんそれでも私たちが納

得しない可能性もじゅうぶん残っているわけだが〉。ホワイトの道のりはいぜん，厳しい。

とはいえギンズブルグの実証主義もまた相当の困難をはらんでいる。ギンズブ、ノレグにとっ

ては，修正主義的解釈を打破しうるような歴史的「証拠」を提出できるかどうかが唯一にし

て最大の問題である。実のところ，ナチスの大量虐殺に関してまったく史料が存在しないわ

けではない (そうでなければ，実証史家ヴィダール=ナケによる修正主義批判はありえなか

ったはずだ)。主として記憶証言が残されている。そうした証言を積み重ねていけば，いつ

の日か修正主義を論駁するに足る，正確な歴史的事実を確定することができるかもしれない。

しかしすべての測定機器を破壊しつくした地震，表象不可能な記憶を記述するという <アウ

シュヴィッツ問題>の本質に迫るために，裁判官のごとき事実の記述方法に頼るばかりでよ

いのだろうか。そもそも事実の記述は事実を解釈する物語なしにありうるのだろうか。この

ポストモダンの聞いにギンズブノレグはまともに答えていない。

こうしたスケールの大きな思想的かつ方法論的問題に対して，この小稿で優劣の判定をつ
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けるのは不遜というものであろう。アウシュヴィツツ問題にしても，実証主義 ・対 ・ポスト

モダンの対立にしても，どちらがより説得的な歴史的考察を展開していくことができるのか

が肝要であって，その経緯と成果とを慎重に見守る必要がある。しかしながら歴史学の言語

論的転回がもたらした方法論的争点を，あたかも対岸の火事のごとく高みの見物をしている

わけにはいかない。社会学もまた，この激烈な炎に包囲されつつあるからだ。

3 社会問題の社会学における厳格派とコンテクスト派の対立

(1) 構築主義の分裂一一厳格派とコンテクスト派

歴史学の「テクスト /コンテクスト」問題に生じていた方法論的論争は，いまや社会学に

おし、ても重大な争点となりつつある。とりわけ社会問題の社会学ではそうである。社会問題

の社会学において近年，とみに流行しているのは， J. 1. キツセやM.B. スベクターが

提唱した，構築主義的アプローチ (ConstructionistApproach)である。従来，社会問題と

はなんらかの肯定しがたし、社会状態であって，そうした社会状態が生み出される原因を研究

者は客観的に解明することができる(あるいは解明しなけばならなしうと考えられてきた。

こうした客観主義的アプ ローチに対して， I社会問題とは，人びとがそれを社会問題だと考

えるところのものである」という新機軸を打ち出したのが構築主義である。キツセとスベク

ターは社会問題を， Iなんらかの想定された状態について苦情を述べ，クレイムを申し立て

る個人やグループの活動であるJ(Kitsuse & Spector [1977=1990 : 119])と定義する。そ

こでは社会問題は客観的な社会状態ではなく (というよりはむしろ)，人びとがそれを社会

問題として定義し，クレイムを申し立てる言語活動の所産と捉えられる。こうした提唱に基

づいて，多くの実証研究が合州国を中心に産出された。

ところが80年代半ば，構築主義的アプローチの興隆にくさびが打ち込まれる。ウーノレガー

らによる「存在論上の区分のごまかし OntologicalGerrymanderingJ批判である。彼らは，

研究者による社会状態に対する判断は不可避だと L、う。「第ーに，研究者はある状態や行動

を同定している。第二に，研究者は状態(や行動〕についてなされたさまざまな定義(やク

レイム〉を同定している。第三に，研究者は彼らが言及する状態の不変性とは対照的なもの

として定義の可変|生を強調する。J(Woolgar & Pawluch [1985: 215J，訳は赤)I[)。中河伸

俊によればこの批判は， I ソーシヤノレ・コンストラクショニストたちは ~状態』 について判

断停止するとし、し、ながらそのじつ，その分析に恋意的に 『状態』についての判断をしのびこ

ませている」との含意をもっ(中河 [1993: 63-4])。第一と第三の論点はまさしくそれに関

わっているヘ

岡田光弘によれば， I存在論上の区分のごまかし」批判が提起する「踏絵」は以下の二つ

である。すなわちは社会問題を形づくるのは， (a)状態というより定義なのか，(b)状態

ではなく定義なのか，とし、う踏絵である。 (a)に組すれば，状態に対する判断を研究者は

行っており， I存在論上の区分のごまかしJ批判が妥当する。逆に (b)に組すれば，状態

に対する判断をいっさい留保した上で研究することが果たして本当に可能なのかという，よ

り根本的な聞いを引き起こすと(岡田 [1993])。

こうした「存在論上の区分のごまかし」批判に対して，合州国の構築主義は以下の三派に
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分裂した。第ーに，クレイム申し立て活動におけるレトリックの分析に特化する「厳格派j，

第二に，クレイム申 し立て活動の社会歴史的コンテクス トを重視する「コンテクス ト」派，

第三にそうした批判とは無関心に研究活動を続ける 「脱構築」派である。構築主義の提唱者

たるキツセやスベクターは「厳格派j，ジョエル ・ベストらは「コンテクスト派j，ステファ

ン ・ソウルらは「脱構築派」に属するといわれている(鮎}II [1992J，中河 [1993J，岡閲

[1993])。歴史学の「テクス ト/コンテクスト」問題においてコンテクストとして想定され

ていたのは，主として歴史的事実であった。社会問題の社会学においては，テクストとして

マス ・メディアや公共空間における言説とそのレ トリ ック円コンテクス トとして研究者が

特権的に識別可能とされる客観的「社会構造」や社会集団に固有の 「利害」が想定される。

( 2 ) 厳格派とコンテクスト派の対立

では日本において構築主義に共感的な態度を保つ研究者ーたちは，この問題に対してどんな

対応をとったのか。キツセとスベクターの 『社会問題の構築』の訳者のひとりである鮎川潤

は，r厳格派」 に対して手厳しい。

「実際の社会状態」とは無関係にクレイム申し立てを分析すべきであるとするが，提唱

者のキツセ自身が自らの経験的研究においてこの公準を自らやぶっている… 「コンテクス

ト派」における社会学者の特権性は否定されるべきと考えるが，捨てがたし、魅力を持って

いると言わざるをえない。(鮎}II [1992: 64]) 

厳格派に対する批判は的確としても，後半の論述にはいささかとまどいを覚える。なぜ‘な

ら「コンテクスト派」の 「捨てがたい魅力」とはそもそも，状態に対する判断の，r社会学

者の特権性」にあるので、はなかったか。それとも従来の客観主義的アプローチに退避するこ

となしあくまで構築主義の内部にとどまりながら，クレイム申し立て活動の背景にある社

会歴史的コンテクストにも言及することがなんらかの形で可能なのだろうか。明確には述べ

られていない。これに対してラベリング論の大家 ・徳岡秀雄は，ひとつの解答を与えている。

彼によれば，構築主義の方法は「不可知論を前提に 『実態』に迫る努力を回避しているかの

印象を与えかねなL、」と L、う。そして，次のように 「言説(レトリック )j と「実態」の関

係を理論化すべきだとし、う。

「状況の定義づけ」次第で「実態」が変動するからこそ， r実態Jを不可知と見な して

しまう場合もありうる。まずこ，r実態」とのかかわりではじめて，rイデオロギーによる誤

読」やレ トリックの査みを暴露する(あえて言えはコンテクスト派的デパンキングの〉面

白さが味わえよう。(徳岡 [1994: 173]) 

「実態」もまた，社会成員による「状況の定義づけ」によって構成される。そして「状況

の定義づけ」次第で「実態」は成員にとって不可知にも可知にもなりうるというのだ。これ

は重要な指摘だ。つまり社会成員もまた 「実態」についての判断を行っている。その判断と

「言説」や 「レトリ ック」との距離 ・ズレを測定することはできる，とL、うわけだ。この距

離 ・ズレこそが， rイデオロギーによる誤読」や「レトリックの歪み」である。徳岡が客観

主義的アプローチへの退却を潔しとしないのであれば，こう解釈するほかないだろう。たし

かにこの方法は，客観主義的アプロ ーチに後退せずにしかもコンテクストに対する言及をも

可能にする，ひとつの方法である。しかし疑問点もある。第ーに， r存在論上の区分のごま
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かし」批判はあくまで，研究者が社会状態に対する客観的な判断を留保するかいなかを踏絵

としてきた。その意味で，この解答では踏絵を踏んだことにはならない。あるいは依然とし

て，研究者による ・社会状態に対する ・客観的な判断を留保している点で，この踏み方は

「厳格派」的である。第二に，具体的な実証過程で，社会成員による「実態」の判断と「言

説」や「レトリック」とを容易に区別できるかどうか。たとえばある社会成員が「売春は奴

隷労働である」と L、う実態を知っていたとする。そのような実態をしりながら故意に 「売春

は自由意志だ」と クレイムすることもありうる。こう L、う場合には，徳岡のいう 「コ ンテク

スト派」的デバンキングは有効かもしれなし、。しかし多くの場合，解釈と事実を区別するこ

とは容易でない。なぜならへイドン ・ホワイトが指摘する通り，事実は解釈によって作られ

るからだ。たとえば売春婦に関わるなんらかの観察が行われたとする。その観察はそれ自体

として何の意味もない。「売春は自由意志だ」とか「売春は奴隷労働だ」とかし、った解釈枠

組みを与えられることによってはじめてその観察は意味を持ち， r事実」 となる。こうした

事情を勘案すれば，コンテクス ト派的デバンキ ングが可能なのは，成員が 「実態」について

知っており，なんらかの理由で故意に，虚偽の報告 ・クレイムを行うという ，きわめて特殊

な事例に限られる。

いっぽう鮎川と同じく 『社会問題の構築』の訳者の一人である中河伸俊は，鮎川や徳岡ら

と異なり「厳格派」へとコミットする。彼は「存在論上の区分のごまかし」批判の踏絵に対

して，以下のように応答する。

コンストラクショニストもドキュメンタリー的方法を逃れることはできないが，原因論

に関わる社会の「状態」を括弧に入れることはできる。……(中略〉……社会問題を 『状態

のカテゴリー』をめぐる言語ゲームと再定義した，キツセらのよりエスノメソドロジカノレ

な新方針をとれば，原因論に関わるかたちでの 『状態』の想定をせずに済むはずだ。この

新方針をとっても，もちろん，社会のメンパーの活動が存在し，そのなかに共通のパタン

が見られるという「状態」についての想定は捨てられない。(中河 [1993: 64J)∞ 
社会問題の原因論を避け，さまざまな社会問題におけるクレイム申し立て活動の「共通の

パタン」を調べ上げよ うとし、うわけである。そして中河はキツセとともに，社会問題をめぐ

る「レトリック」 ・「モチーフJ，クレイム申し立ての「スタイノレ」 ・「制度的セッティング

(環境)J という 4つのポイントを事例研究の調査項目に掲げる。

(3) 研究目的の相違-…一社会問題の「因果論的説明」か「分類学的記述Jか

しかし先の中河のような立場をとったとき，構築主義的アプローチとは， (実践的な関心

はさておき〉いったい何を研究目的としているのかという素朴な疑問が湧いてくる。そもそ

も社会問題の社会学とは，ある社会状態を好ましからざる「社会問題」と定義し，そうした

社会状態が発生・継続・消滅する社会的要因を説明しようとするもので、はなかったろうか。

その意味で因果論的な発想は必然的である。因果論であるからには，被説明変数に対して，

いくつかの説明変数が想定される。そしてそのうち，どの変数が被説明変数をよりよく説明

できるかが探求課題となる。こうして説明変数として想定されたのが，政治的，経済的，イ

デオロギ一的資源や客観的社会構造であった。構築主義は初発の段階では，こうした諸要因

のーっとして「クレイム申し立て活動」や「言説 ・レトリック」といった変数を導入しよう
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とするものだったのではないか。少なくともそのようなものとして期待されたのではなかっ

たろうか。

これに対して，キツセや中河によってより「厳格」化された構築主義は，社会問題の因果

論的説明ではなく，さまざまな社会問題をめぐる言説 ・レトリックとクレイム申し立て活動

を整理 ・分類する分類学的な記述になっている。たとえば当初キツセによって提唱された

「社会問題の自然史モデル」や，キツセの新提案一一四つの調査項目一ーをみる限り，クレ

イム申し立て活動の普遍理論とでもいうべきものが志向されているのは明らかであろう。つ

まり「厳格派」は「コンテクスト派」や客観主義的社会学と研究する対象・データを同じく

するとしても，異なる目的のもとに，異なる作業を行っているのである。もしそうなら「厳

格派」と「コンテクスト派Jの対立点とされていたことは実は単なる研究目的の相違にすぎ

ないのではないか。そもそも社会学的な実践として行っていることが違うのだから，対立の

しょうがない (少なくとも方法論上は〉。 どちらの立場を選択するかは，結局，それぞれの

社会学者がどのような関心に基づいて研究活動をおこなうか，ありていにいえば「どちらが

面白いのか」にかかってくるだろう。

第 2節で示したように. iテクスト / コンテクスト」問題. i言説/実態」問題は，認識論

的な教義(ドグマ〕ではなく，社会科学的なデー夕方法論である。したがって反映論だから

悪いとか， 言説分析だから良いとか， 一概にはし、えなし、。両者は具体的な実証分析のさなか

でその性能を競い合っていけばよいだけだ。しかし両者の分析が，データに対時しそれを説

明する際に，固有の長所と短所を兼ね備えていることはたしかだろう。コンテクスト派はじ

つに安易に，客観的な社会構造 ・実態を前提にする。 しかし言語論的転回が教えるところに

よれば「言説Jなしに「実態」は存在し得ない。とするなら「実態」なるものはいかなる社

会的 ・科学的構成の産物なのか。一方，厳格派の言説 ・レトリック分析はいったいどれほど

の社会学的説明能力を備えているのか。これまでのところ厳しいチェックにあったことは稀

である。次節以降では，私自身が調査してきた，近代日本における売買春に関する言説を素

材として，厳格派的な分析とコンテクス卜派的な分析を試行する。そのことによって，両者

の分析の長所と短所をより明確にし，読者諸兄の判断を仰ぎたい。

4 レトリックとしての売買春問題……厳格派による分析

(1) 売買春をめぐって対立する六つの論点

これまでに私は，歴史学 としては実に未熟な習作ではあるが，近代日本の売買春に関する

言説の歴史を書く作業を展開してきた(赤}II[1995a]. [1995b])。本節では，それらの作

業に基づいて，売買春に関する言説の対立の構図とレトリックの歴史的変遷を簡単にまとめ，

厳格派的な分析を試みる。

売春に関する言説はおおむね，売春反対派 (廃娼論〉と売春容認派 (公娼論，権利派〉と

の，以下の六つの論点をめぐる対立と考えることができる。

A 売春は正規の労働かいなか

B 売買春を社会的に撲滅できるかどうか

C 女性の売春は自由意志か強制の結果か
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D 売買春における男女平等

E 売買春は古きよき伝統か，後進国の象徴か

F 性の商品化は是か非か

それぞれに対して，ごく簡潔に説明を加えておこう。諸言説の具体的な事例に関しては，

論文末尾の「参考資料 1j を参照していただきたい。

(A) 1売春は正規の労働かし、なか」に関しては，明治初頭，売春容認派の側に 11売春

は他の労働と同程度に評価されるべき」とする「売春=労働」論が存在した。これに対して

売春反対派は，1売春=酬業」論で応戦してきた。いわし 12売春は職務性 ・自発性など労

働としての要件を欠く j，13泥棒 (犯罪〉と同列の行為であるj，14売買春は一夫一婦 ・貞

操堅持からの逸脱であるj，15売春婦/一般子女，母性型/娼性型という女の二分法j，16 

売春女性は色情狂 ・精神病質者であるj，17お金で女を買う男はもてない男」といったレト

リックである。また恋愛至上主義の立場から 18愛のない結婚は売春と同じj，フェミニズ

ムから 19男に娼びを売らざるをえない点では主婦も売春婦も変わらなし、」という「主婦=

売春婦」論がその後に続いた。他方，80年代以降その存在を知られることになった「権利

派」は 110売春は自発的に選択されたサービス労働である」とする「売春=性労働」論を展

開している。

(B) 1売買春を社会的に撲滅できるかどうか」に関しては，売春容認派は 111男性の性

欲は抑制しがたく売買春はなくならなし、」とする性欲自然主義や， 112公娼は性病予防に有

効，性欲のはけ口，一般子女の防波堤j，113公娼があるから私娼増加を防げる」と L、う予防

のレトリックを展開した。これに対して売春反対派は，114性欲を抑制することに価値があ

る」とする性欲抑制主義や， 115売春婦に対する性病検査は効果がなし、j，116公娼がなくな

れば風紀がよくなり私娼は減少する」という反 ・予防のレトリックで応戦した。

(C) 1女性の売春は自由意志か強制の結果か」に関しては，売春容認派は 117強制売春

は禁止， 自由売春は禁止できなし、」とL、う売春=自由意志論を展開した。これに対して売春

反対派は 119建て前はともかく実態としては売春は人身売買 ・奴隷労働であるJとする売

春=強制論で応戦した。戦後， 118売春女性自らが語る自由意志論」が登場する。これに対

して売春反対派は以下の三つの言説で応戦する。第ーに，売春=強制論の延長線上で 120海

外女性や少女の売春は強制労働である」と主張する。第二に，1売春婦が自由意志で行って

いるつもりのことも実は強制の結果である」とか「女性は社会的弱者である以上，この社会

で完全に自由な行為はなし、」といった 120売春婦の自由は本当の自由ではなL、」論で応戦す

る。第三に，122売春婦の自由は他の女性にとって迷惑」という 「他人の迷惑」論を展開す

る。しかし現在，最終的な切り札となっているのは 123自分の娘や恋人に売春をさせられる

か」としづ身内感情のレトリックである。これに対する売春容認派 (とりわけ男性〕からの

有効な反論はなし、。

(D) 1売買春における男女平等」に関する論点は基本的に敗戦後のものである。戦前か

らすでに 124女は買わないのだから男も買うべきではなし、」とL、う貞操の男女平等論が存在

した。売春防止法制定後は 125女だけでなく男も処罰されるべきである」とし、う処罰の男女

平等論がつけ加わる。これに対して売春容認派とりわけ権利派は， 127男は処罰されないの

だから女も処罰されるべきではなし、」と Lづ不処罰の男女平等論で応戦している。また近年，
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126男は買 うのだから女も貿 うべきである」とする性解放の男女平等論も散見されるように

なった。

(E) 1売春は古きよき伝統か，後進国の象徴か」に関しては，明治期には売春容認、派の

聞で 128売春は万古の良習であるJとする伝統のレトリックが存在した。これに対して廃娼

論は，129売春根絶の世界的風潮に日本は遅れている」とし、う啓蒙のレトリックや，130売春

を放置するのは世界の文明固と して恥ずかしL、」とし、う国恥主義のレトリックで応戦した。

特に売春防止法など法改正が問題になるときには，こ うしたレ トリ ックが使われることが多

し、。

(F) 1性の商品化は是か非か」に関しては，売春反対派は，131売買春は女性をオモチャ

・モノ ・商品扱いしている」という商品化のレトリックを採用してきた。もっとも「性の商

品化」としづ常套句が成立するのは70年代から80年代にかけてである。商品化のレトリック

が前提としているのは，132性を売買することは人格を官潰すること」とする「性=人格」

論である。これに対して売春容認派は，133愛のないセックスがなぜいけなL、」とする性/

愛分離のレトリックで対抗することが可能である。もっともこの言説は現在でもあまり 声高

には訴えられなし、。

( 2 ) レトリ ックの歴史的配置 ・変容

こうしたレトリックの配置関係とその歴史的変選を，ごくおおまかに図示したのが表 lで

ある。 もっともこの作表は，私が入手しえた限りでのデータに基づいており，時間的なズレ

が存在する可能性はおおいにある。歴史学的な厳密性を満たしているとは到底¥，、し、がたい。

しかしながらこの六つの論点対立は，相互作用場面における短期的な勝敗 (言い負かし〉が

つくことはあるにせよ，長期的には，いつでもどこでも発生しうる論理的対立である。こう

した対立を論理的な理念型として表現したものであると理解されたい。

厳格派の方法論的基準とは，これらの言説 ・レトリックのありょうを背後から規定するコ

ンテクスト (客観的な社会構造や実態〉を括弧に入れることであった。あえて 「実態」や

「社会構造」を説明変数と して組み込まなくても，レト リックの配置 ・継起関係から，社会

学的に主張しうる命題が存在すると考えるのである。たとえば80年代以降，売買春やポノレノ

グラフィ批判の常套句として「性の商品化」というレ トリ ックがひんぱんに使用されるよう

になる。それはいったいなぜなのか，という応用問題を考えてみよう。表 1を注意深くみて

ほしい。少なくとも「強制売春はいけなし、」と いう点に関しては， 反対派 ・容認派ともにコ

ンセンサスがある。しかしこのことは 「すべての売春がし、けなし、Jということを帰結しない。

なぜなら自由売春の存在可能性があるからだ。となると争点は， 1売春が自由意志か強制か」

とL、う事実解釈へと移行する。 しかしこの論点については相互に相対立するレ トリ ックが存

在し，両者の合意は容易に得られない。このとき反対派は，1身内感情のレ トリ ック 」と

「商品化のレ トリ ック」に依拠することで，1売春=自由意志」論の噴出を防ごうとする。

これらは表 lから明らかなように， 1980年代までに容認派からの表だった対抗レトリックを

想定しないで済んでいるレトリックである。つまり「性の商品化」というレトリックが頻用

される理由は，(A)から (E)までの論点についてはそれぞれ強力な対抗レトリ ックが存

在するのに対して，1商品化のレトリック」に関 しては売春容認派の側に対抗レト リックが
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表 I 売買春に関するレトリックの配置 ・継起関係

(対立する論点を楕円で・括ってある〉

B 

1900 1920 1940 1950 1960 1970 

A 。。V 
狂

一
一

情

一

一

色

一一

孟

-

婦

一

春

一
義

亮

一
主

6

¥
上

I
¥
至

↓

愛

恋

法

8

分の
・

女

婦

Fh
d

-

制
剥
M

夫

重
一
繰

4
a貝

7買春男性は

もてない男

C 19売春=人身売買・奴隷労働

24貞操の男女平等
← vs→ 

27 不処罰の

男女平等

26 性解放の

男女平等

D 

E 
28 売春は古来の伝統

←vs→ 
29 啓撃のレトリ :;7

30 国恥主務のレトリッ 7

チャ扱いしている → いしている

F 32 性=人格槍

31 売春は女性をオモ 売春は女性を商品扱

存在しなし、から，と し、う説明を与えることができる。

5 実態としての売買春問題……コンテクスト派風に

(1) コンテクスト派的デパンキング

いっぽうコンテクスト派は 4節で‘みたようなレトリック相互の配置 ・継起関係がし、かな

る社会的要因(社会構造や社会的資源や利害関係)によって規定されているかを分析する。

こうした分析の一例として，倉橋正直の「近代日本の公娼制度」という論文を取り上げてみ

よう (倉橋 [1995])。断っておくが，この論文は売買春に関する歴史学的論考としては，か

なりレベノレが高い論考で‘ある。特に公娼制度の変遷を社会的な構造変容と結び、つけて論じて

いるところは，下手な社会学的分析よりも切れ味がよい。それだけにコンテクス ト派的な分

析の代表例として論じるに値すると思われる。さて，彼によれば「売春のし くみの変遷」は

以下のように説明される (図 1参照〉。

この説明によれば，江戸時代の公娼制度は女郎屋が娼妓を廊に監禁する封建的な性格，近

代公娼制度は貸座敷業者が娼妓を前借金で拘束する半封建的な性格，現代の売春はソープラ

ンド業者と売春婦とが相互に独立する， 資本主義社会にふさわしい性格をもっ，とされる。
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こうした客観的な社会構造を前提にするとき，言説やレトリックに関してなにが主張できる

だろうか。倉橋に依拠する形で私が引き継ぐならば，例えば戦前の公娼論が提起した「売

春=自由意志」論は，半封建的な実態とかけ離れた虚偽的な言説ということになるだろう。

あるいは戦後の売春反対派の 「売春=強制」論もまた，業者と売春婦が相互に独立するとい

う実態とはかけ離れた虚偽的な言説といえるかもしれない。こうした「コンテクスト派的デ

バンキング」をもって社会学的説明とすることも可能である。

さて読者諸兄に尋ねたい。 4節で展開したような社会学的説明と，ここで論じたようなコ

ンテクスト派的デバンキングは，どちらが説得的だろうか。コンテクスト派的デパンキング

のほうに魅力を感じる方は多いかもしれなし、。なにしろこれまで社会学の醍醐味はこうした

コンテクスト派的デバンキングにあるとされてきたのだから。たしかにコンテクスト派的デ

バンキングは切れ味がよい。しかしこうした切れ味のよさは 4節で、みたような言説対立の

多様性，レトリックの複数性を無視し探摘することでかろうじて成り立っているのではなか

ろうか。このような説明形式をとることで， (C)以外の論点は歴史学的 ・社会学的になん

ら意味のないデータとして切り捨てられてしまうのではないか。私はそういう懸念をもっ。

いや，それ以上に問わなければならないのは，当の研究者がいかにして「実態」や「社会

構造」の存在を認識するに至るかと L、う社会学者の生態(日常的実践のありょう)である。

引き続き倉橋論文についてみていこう。ここでは売買春の 「実態」に関して，以下のような

記述がしばしば目につく。「私娼たる酌婦まで，実態上 『公認されているJJ(倉橋 [ibid，

63J，傍点赤川)，iしかし，これは(注 :貸座敷渡世規則〉タテマエにすぎず，実態は以前

とほとんど変わりはなかったJ(倉橋 [ibid，66J，傍点赤)11)，i前借金のしくみは，たしか

に金銭の貸借関係にすぎず，表面的には人格上の隷属関係は現れてこなかった。しかし，実

体的には前借金によって雇う側と雇われる側との聞には，封建的な隷属関係が貫徹してい

たJo(倉橋 [ibid，67J，傍点赤川〉

このような言明にみられる研究者による実態の認定は¥，、かなるデータ処理にもとづいて

なされているのか。残念ながらこの論文の場合，なんの説明もない。こうした表現がしばし

ば廃娼論的言説から発せられることを考慮すれば，おそらく廃娼論が提出したデータに完全

に依存しているのであろう。

-江戸時代

〈本来の)公娼制度

女郎屋

廓に監禁

娼妓

封建的な性格

. 1872~1957年

近代公娼制度

貸座敷業者

娼妓

前借金
でしばる

半封建的な性格

(全体としては資本主義だ l
が封建的要素が強〈残存 l

-売春防止法以降

現代の売春

ソープラン ド業者

相互に独立

売春婦

資本主義社会にふ

さわしL、性格

図 l 売春のしくみの変遷(倉橋 [1995: 73]) 
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( 2) I実態」 ・「社会構造」への言及=報告をチェックする

コンテクスト派の分析を対峠するときには，どうやら「実態」や「社会構造」への言及=

報告がし、かになされているかをモニターし，チェックする必要がありそうだ。とはいえこの

チェックも二重になる。というのもクレイム申し立て活動に参画し，ある目的を達成しよう

とする当事者もまた，言及=報告を通して「実態」を構成しようとするからだ。とすればま

ず第ーに，社会問題の構築に関わる当事者(メンバー〉が「実態」の信憲性をどのように確

保しているかをチェックしなければならなL、。第二に，そうした，複数の実態に対する言

及=報告の中から，歴史学者・社会学者がし、かにしてあるものを選別し，それを「実態」と

して認定するのか。これを問わねばならない。一つの例として，売春の「実態」一一自由意

志か強制労働かーーに関わる論争をとりあげてみよう。

明治期の遊女渡世規則， 貸座敷渡世規則においては，楼主と売春婦の関係は座敷を貸す者

と借りる者との契約関係であって，売春は自由意志によってなされている，というのが法律

上の「タテマエ」となっていた。これに対して世界救世軍司令官にして廃娼論者 ・山室軍平

は異議を申し立てる。

この『結約証書』を読んで，これが単に座敷を借りる者から， 貸す者に対する，通り一

遍の証書だと思う者は一人もあるまい。これは事実上奴隷として買い占められた婦人から，

奴隷として買い占めた者に対し，酬業を営んで，その身代金に対する義務を果たすべきこ

とを契約したる証文である。(山室 [1914→ 1977: 22J，傍点赤川〉

山室は，傍点を付した「一人もあるまし、J，I事実上」といった表現をとることによって，

売春は強制労働であるという 「実態」を構成しようとしている(九こうした廃娼論のレ トリ

ックに対して，内務省技師にして公娼論者・氏原佐蔵は，以下のように反論する。

政府当局者は以上の理由により法理上何等非人道的の制度ではなく，換言せば人身売買，

奴隷制度等では全然ないと主張して居る。然るに廃娼論者は『之等の法律 ・規則は全然空

文に過ぎずして，昔ながらの人身売買奴隷制度が現存して居り，実際上売買が尚ほ行はれ

人間の身体が五百円千円で売買されているではないか』と詰め寄せるが常である。けれど

も行政家は最前の注意を以て法の運用を期しているから，決して法網に触るるような不都

合は有り得ないので，要するにそれは見解の相違にしか過ぎないー… (氏原 [1926: 351-

2J，傍点赤川〉

どちらの言い分が歴史的真実なのか。とりあえずそれはわからない。厳格派は公娼論者と

廃娼論者には言説上の対立があることだけを確認する。ところがこうした言説を一次史料と

して採用する女性史や歴史学の世界では，どちらか一方(とりわけ廃娼論〉の言説が「実

態」を表現するものとしてほとんど無条件に信頼される傾向にある。たとえば近代売春研究

の一つの頂点、ともいえる吉見周子著 『売娼の社会史~ (吉見 [1992])をとりあげよう。この

第 3章「娼妓の生活」では，前借金の相場，働けば働くほど増えてし、く借金の しくみなど，

売春婦の生活実態が克明に記録されている。ところがこれらの報告は，伊藤秀吉著 『紅灯火

の彼女の生活~ (1931)所収のデータにほとんど依拠している。伊藤秀吉は廓清会常務理事

・廃娼連盟事業部長などの肩書きを持ち，昭和期前半の廃娼論を支えた重要人物である。要

するに，廃娼論が提出するデータがまるごと「実態」として(廃娼論派の?)研究者によっ

て追認されているのだ。吉見が廃娼論者であるかどうかはこの際，どうでもよい。ただ歴史
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学者の仕事として，史料批判の視点がまったく欠如していると指摘せざるをえない。公娼論

の言説はなんら吟味されることなく無視されるのだ。自らが廃娼論に組するから廃娼論者の

提出するデータを信頼するというのでは，話にならない。

取り上げる事例が悪すぎるのかもしれない。古い言い方をすれば，これらの研究はイデオ

ロギー的に偏向しているのだ，と。もっとデータ処理に関して，洗練されたコンテ クスト派

的研究はないのだろうか。磯村英ーの 『性の社会病理~ (磯村 [1958})はこの期待に応える

素材である。磯村は， 1995年ころ楼主の団体である，全国性病予防自治会連合会が行った

「女子組合員身上調査」を， Iありし日の日本売春の実態を知る一つの資料」として扱って

いる。しかし磯村の態度はあくまで慎重である。つまりその調査は， I売春防止法目止の運

動最中に行われたので，防止反対の目的，偏向的資料ではないか」との疑いがある。しかし

「わた くしのみているこの調査原票は本人が封を してその上に捺印が捺してある。したがっ

てこの質問の結果に業者の圧力がどれだけ作用しているかわからないが，基本的人権とか人

権尊重とかいう近代の社会理念からほど遠いところに置カ通れていた女性達が，自分につなが

る家庭の貧困と現状とを比較してみたものとしては，ある程度実情を示しているものではな

いかj (磯村 [ibid，115-6)，傍点赤JII)というのである。本人が厳封して捺印してある以上，

組合の意志を以て回答結果を曲げることはできないというわけだ。こうしてデータの信頼性

を確保しようとする。

ところが磯村の慎重な態度でさえ自己撞着を回避できない。「客の呼び入れj (し、わゆるポ

ン引き〉に関わる部分では，68.4%が「何等指図を受けなし、j，18.3%が「指図されたりさ

れなかったり j，9.8%は「厳重に指図される」との回答がなされている。これを磯村は，

「このような答えが業者の関係している調査ということから，その信頼度については若干の

疑問がある。なぜならばわたくしが吉原や玉の井で直接売春婦からきいている話は，いわゆ

る"お茶を引く"ということがそこの生活でいちばん辛いことになる。したがって積極的に

"客を呼び入れる"ことは，すなわちその背後には業者の間接的な指図一一それは一日に数

人の客をとって何千円かを稼がねばならないという電ソルマ"の形式 が現存しているこ

とを意味する」と解釈する(磯村 [ibid，125-6})。つまり，一方でデータの信頼性を強調し

ながら，他方で，データには信頼性が低いといっているのだ。仮に磯村の「直接聞いた話J

が「実態」に近いとしても，データを扱う際の手法 ・態度としては自己矛盾以外のなにもの

でもない。要するに，自分にとって都合のよい結論を導くために，窓意的に，アドホックに，

データを利用し解釈しているとのそしりは逃れられま L、。

このようにコンテクスト派分析，すなわち客観的な社会構造や実態を想定する研究は，し

ばしば対立する言説の一方に加担するだけだったり，恋意的なデータ解釈を行ってきた。少

なくともこれまでは。ここで取り上げた研究事例はけっして粗悪な仕事ではない。むしろ良

質の部類に属する。にも関わらず，こうした難点をなかなか払拭できないのだ。

6 どちらが面白いのか 7

以上，厳格派とコンテクスト派の分析を，双方試みた。コンテクスト派の分析では， I実

態」や「社会構造」に対する認定がかなり杜撰におこなわれているし，厳格派の分析は，は
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たしてそれで社会学的説明として面白いのか，とし、う疑念がある。私自身は厳格派に親近感

を感じている。だから， コンテクスト派に対して厳しい評価を与えているかもしれない。読

者諸兄はし、かがだろうか。一例を挙げると，拙稿 [1995aJにコメントをくれた高橋一郎は，

次のように述べる。

赤川さんの議論により，いわゆる「性の商品化」批判は， I批判の核心がずれている」

094頁〉ことは，十分に明らかになっていると思うのですが，では，なぜ，そのような

「ずれ」た議論が，なかば社会的常識として流布してしまっているのか， とL、う謎が，ま

すます大きな謎として浮上してしまうのではないでしょうか。…・・(中略〉……ここはやは

り，言説の社会的基盤の分析 (例， I性の商品化」の主張者集団，およびオーデ ィエンス

集団の分析〉にまで入りこまない限り ，上記の「謎」は永遠に謎のままでとどまってしま

うような気がしてしょうがないのですが... (高橋 [1995])

いわんとするところは，よくわかる。「言説の社会的基盤の分析」をしてしまえば，気持

ちが楽になるということも ・・…。それでも私は，あえて厳格派の立場にとどまりたい。コン

テクスト派的な分析の陥葬のほうが，私にとっては避けたい事態だからだ。正直に言って，

実態や社会構造に言及する分析はあまりに簡単に行われすぎる。しばしば実態や社会構造は，

水戸黄門の印龍の如くに，社会学的説明の最終審級と化してしまう。だがそもそも「実態」

や「社会構造」は，言説とクレイム申し立て活動を精査した結果として，仮想的に，おぼろ

げに，浮かび上がるものではなかったろうか。

とはし、え厳格派の分析が，レトリックの分類論に終始するかというと，そうではない。い

かなる意味でも「実態」が存在しないというわけではないからだ。人びとが想定する「実

態」に対して研究者がその真偽を裁断することなし彼らがそれを「実態」だと信じている

ことの客観性に基づいて議論を展開することは可能だ。つまり， I実態」や「社会構造」の

歴史ではなしある現象やその「実態」に人々が与える，おそらくは複数の意味の歴史を書

く必要がある。まず基準として立てられなければならないのは，人びとが「実態」に与える

意味の複数性， リアリティの多様性を看過しないことだ。そこに丁寧に付き添うところにし

か歴史社会学の <客観性>の根拠はないように思われる。

註

(1) 私は， 1"実存的な見地」や「政治的な立場」に基づかず中立的な立場で研究を行うべきだ，

といったナイーブな「価値自由」を主張しているわけではなし、。研究者もまた社会的世界に住まう

当事者である以上，1"実存的な見地」や「政治的立場」からけっして自由ではあり得ない。そんなこ

とは当たり前だ。ここで「学的方法の問題としてはどうでもよ L、」と開き直るのは，ある「実存的

な見地」や「政治的立場」をとることと研究の成果は独立であると主張したいからだ。つまり， 1"あ

る特定の実存的な見地に立脚しないからこの研究はダメだ (よい)Jとか「この研究はかくかくの政

治的効果をもたらすからよい (わるしう」とはいえないのである。(学によ ってさまざまな基準があ

りうるだろうが)，研究の成果は基本的には，データに対する細かい目配りや論理展開の一貫性 ・切

れ味のよさなどの点で計測されるべきであろう。

(2 ) 現実には，アウシュヴイツツやトレプリンカの強制収容施設に関して，文書や映像などの

記録資料がまったく存在しないわけではない。クロード ・ランズマン監督の映画 『ショアー』で試

みられているのも，記録資料を利用せずに記憶と証言だけに基づいて，いかにして事件の記述が可
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能であるか，とし、う創作的実験であるように思われる (r現代思想J 1995年 7月号・特集 「ショア

ー」や，鵜飼・高橋(編) [1995Jなど参照〉。ただでポストモダン論争で提起されているのは歴史

学的方法の問題であって，記録資料を欠いた事件として極限まで抽象化された<アウシュヴィッツ

問題>である。

(3 ) ここでいう「レトリックJとは，構築主義では「他者を説得するために利用される言語的

資源」というほどの意味で使われている。論理や科学と対置されるレトリック ，文彩や転義 (比喰)

に対置されるレトリックと L、う発想、には従っていない。

(4) 第二の論点は，研究者が誰の，どうし、う言明を「社会問題のクレイム申し立て活動」とし

て認定するのかと L、う問題だ。つまり，どこからどこまでが「クレイム申し立て活動」なのか。小

集団のなかで意見が表明されたときなのか，そうした意見がマスメディアにのるときなのか。コン

テクスト派の論客ジョエル・ベストは，マスメディアに登場以後の言説を「二次的なクレイム申し

立て活動j，それ以前の言説を「一次的なクレイム申し立て活動」と定義する (Best[1990 : 18 

9])。しかしそうした認定そのものに伴う窓意性の問題は依然，解決されていない。この点について

の考察は，別の機会に譲りたい。

(5 ) 中河の方向性は，社会成員の主観的認識とは独立に社会学者の客観的認識を想定する従来

の客観主義的な方法論からの「ずらし」ともなっている。こうした視座は，近年の社会科学におけ

る客観主義の見直しという潮流とも共鳴しあう視座である。たとえば盛山和夫は「制度」について

つぎのように述べる。

制度は理念的実在であって人々の主観的な意味世界によって根拠づけられており ，この主観

的意味世界(の内容ではなく 〉それ自体は経験的で客観的な存在である(盛山 [1995: 4-5J) 

構築主義に引きつけていえば，こうだ。社会成員が想定する状態の判断がいかに主観的であろう

と，その主観的な意味世界が存在するということ自体は客観的である。その客観性をこそ，研究の

拠り所にすべきであると。

(6 ) 廃娼論者の実態に関する言及と，倉橋論文における 「実態」の認定の，なんと似通ってい

ることだろうか。私が倉橋論文のデータ処理を廃娼論者の言説追認であると推測する理由は，ここ

にある。

文献

赤川 学 1995a I売買春をめぐる言説のレトリック分析」江原由美子編『性の商品化J: 154-

201，到草書房。

赤川 学 1995b I売春の善悪はいかに語られてきたかj r別冊宝島224売春するニッポンド 174 

-178，宝島社。

Best， Joel 1990 Thl'eatened Children : Rhet01ic and Concern aboul Child-Victims， TheUniv of 

Chicago Press 

Cannig， Kathleen 1994 'Feminist History after th巴 LinguisticTurn : Historicizing Discourse 

and Experience'， Signs， Winter: 368-404. 

Chartier， Roger 1989 'L巴 Mondecomme Represantation'， Annales ESC， NO.6.=1992二宮宏之

訳「表象としての世界j r思想J N 0.812 : 5-28. 

鮎川 潤 1992 I社会問題研究における構築主義パースベクティプj r金城学院大学論集.BNo 

145 : 43→ 730 

Freidlander， Saul (巴d) 1992 Probing the Limiお 0/Rψl'esentation: Nazzism and the "Final 

Solution"， Harvard Univ Press. = 1994上村・小沢・岩崎訳 『アウシュヴィッツと表象

の限界』未来社。

Ginzburg， Carlo 1992 Il giudice elo st01ico : Considerazioni in mm伊



82 

Einaudi editores. p. a. = 1992上村忠男 ・堤康徳訳 『裁判官と歴史家』平凡社。

「ジャスト ・ワン ・ウイットネスJ→ [Friedlander(ed) 1992 = 1994 : 90-118J 

Holstein， ]， A. & MiIler， G. (eds.) 1993 Reconsidering Social Coηstructionism : Debate in Social 

Problems TheO?y， Aldine de Gruyter 

Hunt， Lynn (巴d) 1989 The New Cultural Histoη" University of CaIifornia Pr巴sS.=1993筒井清

忠訳 『文化の新しい歴史学』岩波書底。

Iggers， Georg， G. 1994 'Zur Linguistischen ¥司Tende in Geschichts-d巴nkenund-schreibung'， 

unpublished. = 1994 早島瑛訳「歴史思想、 ・歴史叙述における言語論的転回Jr思想』

N 0.838 : 76-93 :岩波書底。

磯村英一 1958 r性の社会病理:日本の売春にみるもの』 ミリオン ・ブックス。

]oice， Patrick 1991 'History and Postmodernism，' Past and Present， NO.133= 1994 大久保桂

子訳「二元論を越えて:庭史学とポストモダンJr思想J NO.838: 42-47。

Kitsuse， ]，1. & Spector， M. 1977 Constructing the Social Problerns， Cummings= 1990，村上・中

河 ・鮎川・森訳 『社会問題の構築』マルジュ社。

倉橋正直 1995 I近代日本の公娼制度Jr歴史評論J N 0.540 : 63-750 

LaCapra， Dominick 1983 Rethinkiη:g Intellectzωl Histo?Y: Texts， Contexts， Language， CorneIl 

Univ Press.=1993 山本 ・内田 ・金井訳 『思想史再考 :テクスト， コンテクス ト.言

語』平凡社。

1985 HistoηI & Criticism， CorneIl Univ Press. = 1989 前川裕訳 『歴史と批評』平凡

社。

中河伸俊 1993 I社会問題のゲームと研究者のゲームJr富山大学教養部紀要J VoI.25-2 : 57-810 

岡田 光弘 1993 I社会構成主義の現在Jr年報筑波社会学J 5号 :1-460 

大庭絵里 1994 I単純ではなくなった<売買春>の論議Jr法学セミナ ーJ No.473 : 42-45，日

本評論社。

Scott， ]oan， W. 1988 Gende1' and the Politics 01 History， Columbia Univ Press.=1992荻野美穂

訳 『ジェンダーと歴史学』平凡社。

盛山 和夫 1995 r制度論の構図』創文社。

Spiegel， GabrieIle， M. 1992 ‘History and the Post-Modernism V'， Past & Present， NO.135.= 

1994 椎名美智訳「歴史の実践の倫理性Jr思想J N 0.838 : 59-75，岩波書庖。

Stone， Lawrence 1992 ‘History and the Post-Modernism III'， Past & Present， NO.135.=1994 

大久保圭子訳 「正しい道に踏みとどまりさえすれば・一・ Jr思想J N 0.838 : 53-8，岩

波書底。

高橋 一郎 1995 赤川宛の電子メーノレ (7月14日付〉。

徳、岡 秀雄 1994 I書評:中河 ・永井編 『子どもというレトリック JJ rソシオロジJ 38巻 3号:

170-1750 

氏 原佐蔵 1926 r売笑婦及花柳病』警察協会。

鵜飼哲 ・高橋哲哉(編) 1995 rr:ンョアー』の衝撃』未来社。

White， Hayden 1978 TroPics 01 Discourse: Essays in Cultural Criticism， ]ohns Hopkins. 

1987 The Content 01 the Form : Narrative Discourse and Historical Rψresentation， 

] ohns Hopkins. 

「歴史のプロット化と真実の問題」→ [Friedlander(ed) : 1992 = 1994 : 57-89J 

Woolgar， S. & Pawluch， D. 1985 'OntoIigical Gerrymandering: The Anatomy of Social Prob-

lems Explainations' Social Problems， VoI.32， No.3， 214-227. 

山室 軍平 1914 r社会廓清論』警醒社(→1977 中公文庫版〉。

吉見周子 1992 売娼の社会史(増補改訂)J雄山間。



社会問題としての売買春:社会科学の言語論的転回をふまえて

参考資料 1 売買春に関する言説

其業たる物を以てするも品を以てするも智を以てするもカを以てするも毛を以てするも足を以てするも亦

直ちに股間を以てするも主主も異なるあることなし放にD淫の業は 『御料理』の看板と並び懸けて可ならん」

(ー木山人「売淫新論Jr郵便報知新聞J 1877年 2月5日〕

2 職業の I~ トナリ賎トナリ賢トナリ愚トナノレニ至ツテハ則チ人ノ務ムノレト務メサツレトニアノレナリ J I彼/娼

妓タノレヤ家ニ財産ナクシテ身ニ錦繍ヲ纏ヒ……其ノ行タノレ常ニ詐偽ヲ事トシテ錨笑以テ遊冶ヲ惑ハシ能弁以テ

嚢底ヲ探」る。「東シセヨトイヘパ則チ東シ西セヨ卜イヘパ則チ西シ一挙一動客ノ窓ニ従ハザノレハナシ其ノ使

役セラノレヤ牛馬ノ虫日夕然リ此レ身ニ其/職ナクシテ活路ノ他ニアラザレパナリ」。ゆえに「此レヲモ醜ト云ハ

ズγパ何レヲカ醜トイアベキヵJ(杉山野夫「答賀淫新論Jr郵便報知新聞J 1877年 2月15日)

3 I売春はた しかに古くから存在し，現在もあり，おそらく今後もまだ存在していくだろう。しかし存在する

からといって職業とみなしてはならなし、。売春は泥棒と同じく，本来あってはならないものであるJ(高橋喜

久江「売春=性差別の極限J1981) 

抑も妓楼を公許するは，姦淫を公許するに均し，姦淫を公許するは不貞節不節操を公認するに均し，社会

もし如此くんば，如此き邦士に於て一夫一婦，貞操潔白，婚家和楽等の美なる現象は固より多く有り得まじき

筈也。J(厳本善治「妓楼全廃すベしJr女学雑誌J 1886) 

かくのごとく人の性欲はただ夫婦の正当なる関係においてのみこれを充たさるべしその他の場合には厳

重に抑制せらるべきものである。J(山室軍兵 r社会廓清論J 1914) 

5 日本に公娼の存在を許し，婦人が僅かの金にて自由にせらるることを許しておくのは，これまさしく一般

婦人の地位を辱しめ，その貞操を危くする所以の途であるJ(山室軍兵 r社会廓清論J 1914) 

5 公娼なるものは，婦人を単に男子の附属物，玩具，または慰み物として扱う旧時代の迫物…ー男子が金を

出して婦人を貨うという習いが，一般に認められて居るゆえ，ただ娼妓に対してのみならず，一般の婦人に対

してまでも，とかく 売物質物という ような気持ちがし，これに敬宮、を払う よりは，かえって侮蔑の限をもって

これを見るようになるのであるJ(山室軍兵 r社会廊消論J 1914) 

5 先づ母性型から言ふと，これは正式に結婚して，家庭を整理するに適した婦人の謂ひである。 …・・然るに

一方の娼性型となると，一家を経営する念乏しく，多くは規律なし謂ゆるだらしない生活を好んで，ともす

れば放逸に流れ，甚だしきは多情浮気にして，淫奔に耽る者もある。 J(津田順次郎 r愛欲膝栗毛J 1931) 

6 欧米の1'1笑婦一一公娼と云はず私娼と云はずーーの中には，変質者が多いと云ふことである。本邦に於て

は 浅草十二階下を始めとして各所の魔窟に，廃額した精神と腐鮒した身体とを投げ出して，脂粉と酒色の

間に其の日その日を送ってゐる資笑婦の群には，広義に云ふ精神病者は少くないであらう。J(氏家信「色情狂

と貿笑婦Jr新公論J 1920) 

7 売春を行うのは「金でも出さなければ女に相手にしてもらえない魅力のない男性J(榎美沙子「く売春>は，

男社会の一夫一婦制の補完物だJrauJ 1975) 

8 I愛なき夫婦関係は，たとひ共白髪の四十年五十年の長きに亙らうとも，そして人間の鮮へた制度が如何に

之を認めようとも，神の最後の審判廷に於て，夫れは明かに一極の強姦生活であり頁淫生活であるJ(厨川白

村 『近代の恋愛観J 1924) 

I今日の委の大部分は，たとへその結婚が親の命令に出たものであっても，またいかほど厳かな儀式のもと

に行はれたものであっても，未知な従って愛のない男子に生涯に亘る生活の保証を得るため，その r性』を売

ったといふ一事に於て，既に矢島氏等が，道徳的に最も劣等なものとして，賎み，憎み，怖れ..Elつ憐れんで

いられる芸娼妓とその根本に於ては大差のない一種の資淫婦ではありませんかJ(平塚らいてう「矢島栂子氏

と婦人矯風会の事業を論ずJ1917) 

10 自由意志による売春は，性的サービスとお金その他の謝礼との，相互に自発的な交換である。これは仕事

のー形態であり，資本主義社会のほとんどの仕事と同じように，疎外されていることが多し、J(COYOTEの文

舎 『セッ Fス ・ワ ~ J 1993) 
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11 道徳上有るまじきことであっても，実際に淫売婦の必要を感じて居る人がある以上は，どうも仕方がなし、。

一一方で斯ういふ需用があれば又他の方で之れに応ずる淫売婦の供給の起るは，社会自然の法則である。 此

の需用の滅しない限りは，淫売婦は決して滅するものではなL、。J(竹内楠三「公娼廃すべからずJr娼妓存廃

の断案J 1900) 

12 若，;/夫レ強テ公娼ヲ廃止セハ姦淫密売ノ之ニ換テ増殖スノレハ数ノ 免レサノレ所真固ニ自然ノ結果ナラズ γバ

アラズJ(小原吉之助 『社会的大問題娼妓之必要論J 1894) 

13 
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17 r人ヲ売買スノレコトハ元来有間数コトナリ J(津田真道，1869) 

17 凡そ契約なるものはーとして人身の自由を拘束するものに非らざるはなし…・娼妓は固より独立の営業た

り… 而して又此契約に因り身体の自由を拘束するは全く其任意に出て些かも他の強制に依るに非ず。奈んぞ

之を彼奴隷契約及人身売買と同一に論ずベけんや(長島法学博士「娼妓の自由廃業に就てJr娼妓存廃の断案』

1900) 

18 r私，売春していることについて罪慈感なんて全くありません。だって，自分の意志で自分の体を使ってお

金を稼ぐのだから，誰に迷惑をかけるわけじゃないでしょうJ(r誌上激論!!Jr女性自身J 1978年 l月初日号〉

19 r今それ娼妓は一種の奴隷なり。男子の器械となることに甘んじて殆ど人権を失へりJ(厳本善治「妓楼全

廃すベしJ1886) 

19 今日の公娼なるものが，いかに醜怪極まる奴隷制度であるかJ(山室率平 『社会廓清論J 1914) 

20 とりわけ深刻なのが売春婦の低年齢化で， マタニ教授は，その一割は十四歳以下と見ている。 ・・・本人の

意志とは無関係に強制される少女売春こそ人身売買であり，人権侵害以外の何ものでもない。J(松井やより

v女たちのアジアJ 1987) 

21 形式はともあれ事実上婦人自身好んで陥るよりは社会の状態が之をそこへ導いていくのですから実際は後

者のi'l任であるJ(青山菊栄「日本婦人の社会事業に就て伊藤野枝氏に与ふJ1916) 

21 しかし，だから経済的な問題は消えたというのではないのです。つまり ，現代の社会の設かさに潜むとこ

ろの，相対的貧困という陰の部分というか，たとえば，住宅資の問題とか，ロ ーγの返済とか，教育費とか，

そういう多様な商における要因のために，経済的に非常に困難を来している......J(田中・ 井田 ・兼松 ・高橋

「座談会 ・売春/i.:l春J1986) 

22 売春そのものは基本的人権を尊重する現代の民主的国家に於ては他人に迷惑を及ぼさない限り，個人の自

由であるー 一見もっともな意見の様であるが，はたして，売春は他人に何等の迷惑を与えないものだろうか。

簡単に考えても，基地や赤線，背線区域の周辺の風紀の乱れの為に，児童の教育上にも由々しい問題が起こっ

ているし，道徳的には一夫一婦制の精神が踏みにじられて妻には大きな侮辱を与えているし，無駄使いの為に

家庭経済は損なわれているし，性病が伝播されている。(福悶昌子 「国会と売春対策Jr性問題の研究J 1956) 

23 r自分の委や娘に此の犠牲を払はしむる勇気なくして，他人の娘に之を認むるが如きは只に自家撞着のみな

らず，その利己思想の険悪，虎よりも恐るべきものである。J(伊藤秀吉 『紅灯下の彼女の生活J 1931) 

24 r而して夫の不倫に泣く委の多きは，思い半ばに過ぐるものがあります。……男子の徳操の改まるを待たで，

今日は女子も亦其の不徳に倣はんとする傾向の見ゆるは忌はしい限りであります。J(矢島栂子「貞操問題の深

源J1916) 

25 rもし売春婦を処罰するならば共犯者たる男子も問罪に処すべきですJ(背山菊栄「更に論旨を明らかにす」

1916) 

26 女性の経済力がつくにしたがい，わずかな金銭のために体を売る女性も減少し，相場が上昇する一方，男

性を買う女性も現れてきて，事態は対称化へ向かうだろうJ(橋爪大三郎「売春のどこが悪いJ1992) 

27 rr売春に関する全米特別対策委員会aの目的の中には，お金または高価なものと引き替えにセックスをし

たり，あるいはそうすることに同意したり，勧誘したりするのを取り締まる，あらゆる法律の撤廃が含まれて

いる。一 売春に関して相互に自発的な関係や行為は犯罪とすべきではないと考えている (COYOTEの文3

rセックス ・ワークJ 1993) 

28 抑モ公娼ノ起ノレヤ遼P往古/以前ニアリテ之ガ萌芽ヲ発シ終ニ今日ノ形状ト 化シタノレモノニシテ図書草ノ久

γ キ実ニ千古ノ良悦習ヲ要諮シテ人間ガ依テ以テ天性ヲ応分ニ使用見ノレ幾多ノ便益ヲ与エタリ J(小原吉之助

『社会的大問題娼妓之必要論J 1894) 

29 況んや政府が人身売買に等しき酬業を公認し純風美俗を破り，人心の退廃を増長せしめ，公然不夜城を築

きて，人肉市場を公開しつつあることは，文明固として最も恥づべきことであるJ(嶋村辰治郎 r自由廃娼論』

1927) 

30 公焔制度を存置する ということは，これは世界的にいっても恥かしいことで・・・・・われわれ日本が近い将来

必ず国連に加入すると L、う場合が考えられますから，その圏内の体勢をある程度整えておかなくちゃならな

L 、J(神近市子， 1955年 6月29日の法務委員会における質疑応答〕

31 公娼なるものは，婦人を単に男子の付属物，玩具，または慰み物として扱う旧時代の造物J(山室軍平

r社会廓清論J 1914) 

32 一体，民主主義とは，男女の一人一人の人格を重んずる社会であるはずなのに，その一ばん大切な人格を

むちゃくちゃにふみにじられているのが売春婦なのです。すなわち




