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＊　東京学芸大学　教育学部（184-8501　小金井市貫井北町 4-1-1）

逸脱（排除対象）分析枠組みとしての
「レイベリング理論」の整理・再検討 -1-

水　津　嘉　克＊

人文社会科学分野

（2011年 8 月31日受理）

要　　旨

　逸脱研究において「レイベリング理論」は，60年代～ 80年代初頭にかけて盛んに取り上げられた議論であった。
しかし，その後時代の趨勢とともに取り上げる論者も少なくなり，（逸脱論関係の）教科書の中にのみ登場する過
去の遺物となってしまっている。
　時代的状況なども当然関連していると考えられるが、それが「理論」として忘れ去られつつある最大の要因は，
有効な（分析）枠組みとしての精緻化が行われなかったことにあるのではないかと論者は考える。
　そこで，本稿においては，混乱したまま用いられてきた「レイベリング理論」の複数の視点を再整理することを
まず第一の目的とする。その上で，「レイベリング理論」の有効性を，人が「排除する－される」という過程を分
析する事を試みる一つモデルとして再検討することを試みる。

キーワード：レイベリング，逸脱研究，排除論，理論

１．序

　レイベリング理論は，50～60年代に時代の流れと
ともにそれまでの逸脱研究に対するアンチテーゼとし
て現れ，理論的・実証的に多くの検討が行なわれ様々
に展開した。しかしながら，多くの理論的批判や実証
的反論が行なわれるにしたがって70年代に入るとレ
イベリング理論に対する（熱狂的な）関心は失われ，
80年代に入りレイベリング理論はすでに死滅したと
いう評価すら出始めてしまった1）。実際，社会問題や
逸脱（排除対象）現象を扱った最近の日本の論文の中
に「レイベリング」の文字をみることはほとんどな
い。
　また，レイベリング理論が理論というよりは一つの
パラダイム（転換）であったという見方もされている2）。
　しかし，レイベリング理論自体が「逸脱的行動」と
いう社会的現象に対して持っていた「まなざし」，そ

してそれが相互作用という過程（プロセス）に着目し
た視点自体は，理論的にも実証的にも依然有効なもの
と思われる。とりわけ，「逸脱行動」そのものを分析
するというより，「逸脱させる側」すなわち「排除す
る側」を分析するのに有効な枠組みを提出する可能性
を持ち続けていると思われる（そもそも逸脱分析にお
いて逸脱させる側を分析のなかにとりいれる必要性を
主張したことが，レイベリング論の最大の特徴であっ
たのだ）3）。
　本稿では，これまでしばしば混乱した形で議論され
てきたレイベリング理論の内容を検討し，その中か
ら，改めて現在における「排除」現象の相互作用場面
分析のための枠組みを構築するための方向性を探って
みたい。

東京学芸大学紀要　人文社会科学系Ⅱ　63:  185 - 192，2012.

－ 185 －



２．時代的産物としての「レイベリング理論」

　レイベリング理論に関しては，まずその時代的背景
から述べるのが妥当ではないかと思われる。先にも指
摘したように，レイベリング理論もまた他の多くの社
会理論と同様，あるいは他の理論以上に時代の申し子
であるともいえるからである4）。レイベリング理論は
少なくとも，その登場当初は，60年から70年にかけ
ての徹底的な社会不信，既存制度（establishment）へ
の不信を端的に表わしたイデオロギーに強い影響を受
けていた。
　アメリカ60年代は，アメリカン・ドリームの再現
を試みたニューリベラリズムがケネディー大統領の暗
殺（1963年）によって象徴的な終焉を迎える一方で，
貧困，人種問題，公民権運動，都市暴動，ベトナム反
戦運動，そして大学闘争へと様々な社会問題が露呈し
始め，既存社会・制度への不満が噴出した時代であった5）。

  ‥‥ヨーロッパとアメリカで，第二次世界大戦後，
完全雇用が達成され，人びとの暮らしが日々豊か
になるという黄金時代が到来した。労働者階級は，
少なくとも表面的には完全な市民権を得て，社会
に統合されていった。女性は，公共活動や労働市
場へどんどん参入していった。特にアメリカでは，
アフリカ系アメリカ人が，政治的平等を求めて歩み
を進めていた。この時代は，人びとの社会への包
摂が進行し，物質的にますます豊になり，誰もが社
会に同調するという時代であった。しかし，ホブズ
ボームが皮肉をこめて描きだしたように，この黄金
期に続いて登場したのは，一九六〇年代後半から
七〇年代にかけての文化的革命の時代であった。
この革命によって，個人主義と多様性が広がり，
それまで素朴に受け入れられていた価値が広範囲
にわたって解体されていった。安定していると思わ
れていた世界は，多様な価値観が錯綜し，人びと
の意見がたえず衝突し，なにごとも不透明な世界
に取って代わられた6）。

　このような時代状況は，アメリカの「若い世代の社
会学者達の間に社会的不正に対する倫理的感性をこれ
までになく芽生えさせ，不平等の撤廃とラディカルな
公共政策への提案を可能ならしめる社会学理論への要
請を生み出して」いった。そして「これら一連の社会
学的運動は価値中立を唱えながらも事実上は肥大した
官僚性社会と高度産業資本主義の工学的用具と化した
「機能主義的社会学」と，硬直し体制内化したマルク

ス主義社会理論への批判を共通点として胎動しつつ
あった」のである7）。この様な中で，60年代初期の
SSSPに集まった若い研究者達によって，レイベリン
グ理論は体制への批判を込めて主張されたのであっ
た。
　大学紛争のまさに最盛期であった1967年に
H.S.ベッカーがSSSP会長の就任演説の中で行なった
演説が，彼らのこの立場を象徴的に表わしている。
　彼は「今や問題は立場を取るべきか否かではなく
て，どちらの立場に立つべきかである」と述べ「逸脱
研究が，逸脱者か，それを非難する権力・市民・常識
者のいずれかの側の立場を取らざるをえない以上，研
究者は「負け犬（underdog）」の立場に立つべきであ
る。なぜなら，現代社会の中で，公共道徳や常識を代
表する「勝ち犬」対して，負け犬達は常に蔑視され，
拒絶されて無言の地下世界をなしてきたのだから―」
と主張したのである8）。
　この様なレイベリング理論が，時代の推移，そして
その時代精神の変容とともに批判理論としての精彩を
失っていったのは，ある意味で当然の成りゆきであっ
たといえよう。しかし，時代が変化し支配的な精神が
変わろうとも，当時彼らが描き出そうとしていた人々
「排除される人々」は消えてなくなってしまった訳で
はない。
　むしろ現在の社会は，その境界がより際立ってきて
いるようにも捉えられる9）。その対象が存在し続けて
いる以上，レイベリング理論は今こそ安易な体制批判
論としてではなく，社会学における一つの概念あるい
は理論として，その分析レベルでの妥当性が再検討さ
れ，新たなる展開を行なっていくべきであると考えら
れる10）。そのためには，今一度，当時レイベリング
理論とされていたもの

4 4 4 4 4 4 4

とは何であったのかに関して精
緻に吟味してみる必要がある。

３．「レイベリング理論」の内容検討

３．１．【理論的な混乱】
　レイベリング理論に関して議論する際，数人の論者
の語った言葉が教条的に繰り返し用いられ，その内容
がレイベリング理論の全てであるかのようなある種の
理論的誤謬が，当初からみられたということをまず確
認しておく必要がある。その代表的なものがベッカー
とK.T.エリクソンの次の言葉と，そしてE.レマート
の第一次的逸脱と第二次的逸脱に関する概念であろ
う。
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  　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，それを特定の人々に適用し，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
生み出すのである。この観点からすれば，逸脱と
は人間の行動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
人々によってこのレッテルを貼られた行動のことで
ある11）。

  　社会学的な立場からすると，逸脱とは一般的に
社会統制エイジェンシーの注意を喚起すると考え
られる行為であると定義づけられることができる。
―すなわち，「何かしてはいけないこと」について
の行為である。

  　逸脱とは，ある行為の形態（form）から引き出さ
れる属性ではない；それは，それらの形態にたいし
て，それを直接あるいは間接的に目撃した観衆
（audience）から与えられたものなのである。従っ
て，社会学的に検討の対象となる変数は個々の人
間（person）というよりは，社会的観衆である。な
ぜなら，与えられた行為あるいは一連の行為が，
逸脱の明白な事例となるかどうかは，結局その観
衆が決定するからである12）。

　J.T.キツセはこの様な傾向に対し，レイベリング論
者の批判者も，その提唱者も「同じような無利益な分
析を使って同じ土地を繰り返し掘り返してきたように
みえる」と述べた。その理由として ①この概念の陳
述や論理的内容が綿密には検討されてこなかったこ
と，②この概念の陳述が，批判者だけでなくその提唱
者によっても，単純でしばしば一般的な解釈のもとに
おかれていたこと，の二つをあげたうえで，結果とし
てレイベリング論に関して体系だった議論が構築され
なかったことを指摘する13）。
　すなわち，レイベリング理論としてひとくくりに論
じられてきたもののなかに，実際は論者によっていく
つかの異なった視点あるいは implicationが含まれてい
たのである。各論者はそれぞれ異なる側面に力点をお
きながら，あるいは別々の内容を自己の議論の内にお
いても混同しながら，相互にそのことに関しては無批
判・無検討にレイベリング理論を論じてきた。これ
が，レイベリング理論が理論ではなく一つの視点にす
ぎないといわれる一つの理由ともなってきたのである。

　批判者も反論者も，相互にレイベリング理論の持つ
別々の側面を議論しているにも関わらず，どちらもそ
れぞれの議論がレイベリング論全体を批判，擁護して
いるように考えてきたのである。したがって，そのよ
うな事態を避けるために，我々はまずレイベリング理
論が持っている複数の implicationを整理し，区別する
必要があると思われる。

３．２．【独立変数としてのレイベリングと，従属変
　　　　数としてのレイベリング】
　ゴーブによれば，レイベリング理論は，大きく分け
てレイベリングを独立変数とする議論と，従属変数と
する議論とに分けることができる14）。これに基づい
て，徳岡はレイベリング論の持つインプリケーション
を次の二つに整理している15）。

①セレクティブ・サンクション（selective sanction）
　人が逸脱者というラベルを貼られるのは，逸脱行動
のゆえにというよりも，社会的マジョリティによって
定められた同調・逸脱に関するルールが恣意的に適用
されたためである。したがってこのラベルは，とりわ
け社会的弱者に適用されやすい。

②アイデンティティ形成
　人は，他者によって逸脱者によってレッテルを貼ら
れ，他者から逸脱者であるとして処遇されることに
よって，逸脱的アイデンティティと逸脱的生活様式を
確立する。

　しかし，この類型自体のなかにすでに理論的レベル
での混乱が生じているのである。
　以降では，ゴーブの議論にある「レイベリングを独
立変数とするか従属変数とするのか」という軸に，
「レイベリング理論の分析対象（をどのように設定す
るのか）」という軸を加える形で，再度レイベリング
理論の整理を試みたい。

３．２．１．【独立変数としてのレイベリング】
　この議論は，レマートによって提出された有名な
「一次的逸脱」と「二次的逸脱」の概念が基本的な
バックグラウンドになっているということができる。
レマートは，「一次的逸脱」を「社会的，文化的，心
理的，生理的，など多様な要因」によって生じる「状
況的なもの」であるとし。それに対し，「一次的逸脱」
の結果として行為者に与えられた社会的反作用への
「防衛，攻撃もしくは適応の手段」として起こる逸脱
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を「二次的逸脱」として区別した16）。レイベリング
理論に対する古典的な批判の一つである，原因論の不
在とはこの「一次的逸脱」を状況的であると捉えてい
る点に向けられたものである。
　しかし，レマート自身が後に自分の概念が誤って用
いられていると批判したように，この②の命題が持つ
内容は，単純化されすぎ誤解されてきたということが
できる17）。登場した当初，レイベリング理論がセン
セーショナルな意味あいを持ち，逸脱行動に対する従
来の説明への批判理論としての役割を負わされていた
ために，「他者によるレイベリング→逸脱アイデン
ティティ形成」という図式がその内容の全てであるか
のように，またそれによって全ての逸脱が説明できる
かのように（あるいは全てのレイベリング論者がそう
考えているように）批判や検証の対象となってきたの
である。
　くしくもベッカー自身が，『人がラベルを貼られた
あとになって，初めて逸脱行動に着手するなどと述べ
たことは一度もない，他人が強盗というレッテルを
貼ったから強盗は他人を脅すのだとか，同性愛者の行
為はすべて，誰かが彼をホモと呼んだ事の結果であ
る，などと強弁するのは実にばかげた事である』と述
べているように18），「他者によるレイベリング→逸脱
アイデンティティ形成」という図式は，全くの間違い
ではないにしても余りに単純すぎるという批判はやは
り当を得たものであるということができるであろう19）。
　このような混乱を整理し，既存の批判にたいして正
当な回答を提示するためには，まず命題②に代表され
るような「二次的逸脱」論が，それ自体実は二つの異
なった implicationからなっていることを，認識する必
要があると思われる。例えば「二次的逸脱」概念の持
つ「多様な解釈」に関して，シュアは二つのレベルを
区別している。一つは，「ある行為に関する様々な社
会的定義づけとそれに対する反応」のレベル，すなわ
ち社会的反作用の問題であり20），もう一つはレイベ
リングされた人のアイデンティティをめぐる問題，す
なわち「直接的な否定的レイベリング」に関する「社
会心理学的なレベル」である。
　これらの議論を参考にして，これを説明対象の違い
として認識すれば，次の二つに分けることができるで
あろう21）。

サブ命題Ⅰ　慣習的な人々が，逸脱者のラベルを貼ら
れたものに示す多様な反応類型の分析

サブ命題Ⅱ　ラベル貼りによって生じる，アイデン

ティティ乖離に対処する逸脱者の適応様式の分析を通
して，ラベルが逸脱者にもたらす影響の（逸脱者側の
主体的な反応も含めて）詳細な分析

Ⅰの分析対象となるのはラベルを貼る側であるのに対
して，Ⅱはラベルを貼られた側である。 命題②のな
かには，分析対象のレベルで明らかに異なったインプ
リケーションで構成される二つの別々の内容が含まれ
ているのである。
　サブ命題Ⅱは，簡単に言えばマートンらによって議
論された「予言の自己成就」の負のレベルでの議論と
いう内容であるということもできるであろう22）。そ
の議論は，とりわけ少年非行をめぐる問題の中で取り
上げられてきた。すなわち，犯罪者というラベルを貼
ることが，少年の周囲の人々の対応を変化させ，彼が
犯罪者のアイデンティティ固定化させていくのではな
いかというものである。同様の論点は，精神病患者の
病歴あるいは入院をめぐる議論の中にも見ることがで
きる。これらの議論は，「レイベリングされる側」に
視点をおいたものであるということができるであろう23）。
　これに対し，サブ命題Ⅰは「ラベルを貼った側」の
みを議論の対象とするものである。ラベルを貼るとい
うことは，認識レベルで対象に対する「逸脱者」とい
う認識が固定化する事であるということができるが，
ある対象に対して特定のレイベリングが行なわれたと
しても，必ずしもその反応が一義的なものであるとは
考えられない。実践的な反作用のレベルでは様々な異
なった反作用の可能性，「包摂的対応」「治療的対応」
あるいは「積極的排除」などが考えられるのである24）。
　それには，様々な他の変数が関与しているかもしれ
ない。例えば，ローテンバーグは，ラベル自体を定言
的なものと，記述的なものとに区別する必要性を論じ
ているが25），これを部分的ラベルと全体的ラベルと
いうかたちに読み変えるならば，ラベル自体の性質が
反作用に影響を与える可能性を示唆することになるだ
ろう。他にも，貼られた側の社会的地位なども反作用
の表出に影響を与えることは明らかであり，これもま
た議論の対象となってくるはずである。
　このように，我々はレイベリングを論じる際に，ラ
ベルを独立変数と見なしたとしても，これを分析的に
有効なものとするためには，ラベルを「貼られる側の
問題」と「ラベルを貼る側の問題」とを区別して考え
る必要があるのである。

３．２．２．【従属変数としてのレイベリング】
　従属変数としてのレイベリングに関しては，主にレ
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イベリングの恣意的な運用に関連して議論がなされて
きた。レイベリングの恣意的な運用とは，同じ行為を
してもラベルを貼られるものと，貼られないものが存
在することを意味する。この様な考え方に基づいて，
法執行機関による「逸脱カテゴリー」の恣意的な運用
に関する様々な実証的な研究が60年代に数多く行な
われた。「伝統的実証主義者は，非行少年の処遇は当
該少年の非行内容・非行前歴等が決め手になっている
ことを当然視していた」のに対し，レイベリング論者
は“それ以外の様々な社会的マイナス要因（黒人であ
ること・スラムの住民であること）が働いているが故
に，より法的処罰の対象になりやすいこと”の告発を
めざした。そこで検討することが試みられた仮説は以
下のようなものである。

　「社会的な属性（社会的マイナス要因）」→「実際に
ラベル貼りがなされるか否か」

　例えば，よく引き合いに出されるのが，同じ内容の
非行・犯罪を犯したとしても白人よりも黒人のほう
が，検挙される率が多いのではないかという疑問であ
り，このようなセレクティブ・サァンクションが実際
に発動されているのかという問いである26）。
　他には，スーパーマーケットの万引犯人が，他の客
によって通報される確率に，万引犯人の服装によって
―ヒッピースタイルと整った服装―　差がみられるか
という研究などがある。これらの議論は，いずれも対
象の属性によって，どの様にレイベリングが影響を受
けるのかを検討しているものであり，その意味で議論
の対象はレイベリングする側にあるのである27）。

　以上の議論を図としてまとめてみると図 1のように

なる。

　第二象限にはいるのが，本稿ではサブ命題Ⅱに当た
るが，これは徳岡らの整理による「アイデンティティ
形成」命題ということになる。第三象限にはいるの
が，本稿で議論したサブ命題Ⅰになり，第四象限が
「セレクティブ・サンクション」命題であるというこ
とになる。
　さて，ここで問題になるのが第一象限である。従来
のレイベリング理論ではこの領域に関して明確な意識
がされてこなかったといえる。が，実はここはローテ
ンバーグの言うところの「自己レッテル貼り」，ゴフ
マンの言うところの「パッシング」論の領域に当たる
のではないだろうか。「パッシング」の場合，語られ
る主体は被レイベリング側であると同時に，レイベリ
ング作用自体が実はレイベリングされた側によってコ
ントロールされていると看過したところに発見があっ
た。この視点から見るならば与えられたラベルをどう
用いるかは被レイベリング側に預けられているのであ
る。
　佐藤氏らが問題にしているように，被レイベリング
側が与えられたラベルをそのまま受け入れるとすると
ころに，従来のいわゆる「レイベリング理論」の課題
があるとするならば，第一象限から第二象限への矢印
が一つの課題となることになる28）。
　先にも触れたように，さまざまな条件，レイベリン
グ側が一時的他者なのか否か，定言的ラベルなのか記
述的ラベルなのか，あるいは被レイベリング側の抵抗
（非積極的も含む）の有無，そしてその社会的地位な
どによって“図 1におけるこの”矢印の方向性は
変化しうる。
　ゴフマン的にいうならば，全制的施設に入所し，主
体性など持たないと考えられてきた人間がまさにこの
矢印をコントロールしていたところに，相互作用のダ
イナミクスがあるのである。

４．おわりに

　ここまでの議論の中で，いわゆる“レイベリング理
論”とされてきたものに，実はさまざまな論点（少な
くとも今のところ理論的には四つの領域）が区別され
ぬまま用いられてきたことを明らかにした。
　さらに，図 1においていわゆる第一象限に当たる部
分と第二象限に当たる部分がレイベリング理論のなか
で曖昧な扱いをされてきた部分であることを認めた
（点線矢印の間の問題）。この部分に関して自覚的でな図 1
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かったことが，しばしばレイベリング理論がラベルを
貼られる側の主体性を無視している，と批判されてき
た一因であるともいえよう。
　これらの点を自覚的に用いてゆけば，レイベリング
理論は分析枠組みとしては現在でも十分有用なもので
はないかと考える。
　急速なグローバル化が進むなか，「セレクティブ・
サンクション」の視点を用いて，在日外国人の増加な
ど多様化する日本社会の法の執行のあり方を議論する
必要が出てくるかもしれない。
　また現代社会が「排除型社会」と呼ばれているよう
に，より周辺部への排除傾向を強めているのであれ
ば，そのような取り扱いを受けた人びとがいかように
（選択の余裕もなく受け入れざるを得ないものであれ，
戦略的なものであれ）「アイデンティティ形成」を
行っていくのかは重要な論点になり得ると考える。
　一時期のはやり廃りで理論の看板を付け替えるので
はなく，的確な分析対象に的確な分析枠組みを使って
その妥当性を上げていくことが今後の社会学に求めら
れていくはずであり，その意味で「排除する－され
る」という関係性の中に様々な形で現出する社会的関
係性を分析するための潜在能力をレイベリング理論は
今でも持っているのである。
　しかし，もう一つ最後に指摘しておかなくてはいけ
ないことがある。それは，知識社会学的・構築主義的
にみるならば，「レイベリング」作用自体が別様なも
のとして立ち現れる可能性である。それは既にポル
ナーらが指摘していることなのであるが29），この論
点については稿を改めて議論を行いたい。

『逸脱（排除対象）分析枠組みとしての「レイベリン
グ理論」の整理・再検討』
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