
1．社会問題とは

　「社会問題」という言葉を聞いて、どのような事柄を頭に思い浮

かべるだろうか。

　思いつくままにあげてみよう。現代の日本では貧困や格差、雇用

の問題、医療・年金・介護、少子化問題などは「社会問題」の定番

といえる。2008 年のリーマンショック以降の世界同時不況に加え、

日本では 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災以降、震災からの復旧・

復興、原発事故に伴う放射能問題などがかまびすしい。他方、犯罪、

非行、児童虐待、動物虐待など逸脱的な行動とされる事柄も、常に

マスメディアで取り上げられる。いじめ、学級崩壊、不登校、学力

低下などの教育問題も、広く人口に膾炙したテーマといえる。さら

に性、民族、人種、セクシュアリティに関する差別の問題は、人権

問題としてとりあげられることが多いし、医療の分野では安楽死・

尊厳死、臓器移植、中絶の是非など「生」の定義が世界的に長年、

論争の的となっている。さらに環境ホルモン、ダイオキシン、BSE、

鳥インフルエンザ、地球温暖化、生物多様性など、広い意味での環

境問題も、近年はグローバルな社会問題として注目されている。

　このように考えてみると社会問題の外延は非常に広い。実際、現

在のアメリカの代表的な教科書（Macionis 2005）では、社会的不平

等、逸脱／同調／福祉、制度、グローバライゼーションという 4

つの大テーマが設けられ、その下位に貧困、人種／エスニシティ、

ジェンダー、エイジング、犯罪、暴力、セクシュアリティ、アルコ

ールと薬物、精神的／身体的健康、経済と政治、労働（力）、家族

生活、教育、都市生活、人口とグローバルな不平等、技術と環境、

戦争とテロリズムなど個別のテーマが設けられている。あえていう
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なら、社会学全体のテーマとほぼ一致するといってよいだろう。つ

まり何か個別のテーマを選んで社会学を研究しようとすれば、なん

らかのかたちで「社会問題」に出合うことになる。

　では日本ではかつて、何が社会問題とみなされていたのであろう

か。「社会問題」という言葉が日本社会で頻繁に使われるようにな

ったのは 1920 年代である。その頃、堺利彦らによって編集された

『社会問題叢書』全 10巻の題目は、以下のようなものであった。

第 1巻　『現代社会生活の不安と疑問』堺利彦

第 2巻　『労農露西亜の労働』山川均

第 3巻　『日本労働運動発達史』赤松克麿

第 4巻　『無産階級の世界史』上田茂樹

第 5巻　『産児制限の理論と実際』安部磯雄、馬島僩

第 6巻　『資本主義と戦争』松下芳男

第 7巻　『自由恋愛と社会主義』守田有秋

第 8巻　『婦人問題と婦人運動』山川菊栄

第 9巻　『インタナショナル発達史』浅野研眞

第 10巻　『資本主義と農村問題』中澤弁次郎

　私たちが現在考える「社会問題」とは隔世の感がある。というよ

り、誤解を恐れずにいえば、社会主義者にとっての社会問題がここ

では取り上げられている。それでも労働、産児制限、戦争、恋愛、

婦人（女性）問題、農村問題など当時の社会主義者が、何を「社会

問題」と捉えたかの関心がかいまみえて興味深い。

　それにしても、これらの問題には、どういう共通性があるのだろ

うか。社会問題といっても、時代により、地域により、あるいは人
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により多様である。にもかかわらず、それらは、どういう資格で「社

会問題」という同じカテゴリーに括られるのだろうか。

　いく通りかの回答がありうる。

　たとえば政府や研究所などの公的機関がその事柄を問題視するか

ら、それは社会問題なのだ、という回答がありうる。あるいはマス

メディアや大多数の人が問題の解決を求めるから、といえるかもし

れない。さらにはその問題の原因が、個人の性格や自然環境ではな

く、社会に起因するからそれは社会問題なのだと考えることもでき

る（その場合、個人とも自然環境とも異なる「社会」とは何か、が問わ

れることになるが…）。どれもそれなりに説得的であるように思える。

しかし、どれか一つの定義を選べば、それで研究が順調にいくわけ

ではない。というのは社会問題を研究する社会学者は、どのような

基準で社会問題を取り扱っていくべきかに関して、人びと（社会の

成員）との関係を無視することはできないからだ。たとえば社会問

題を研究する社会学者を含めた大多数の人びとにとって、ある事柄

が「社会問題」であることが自明だったとしても、「私にとっては、

全然問題ではない。むしろ望ましい」と考える人がいるかもしれな

い。あるいは特定の社会学者以外は、誰もそのことを取り立てて問

題と感じていない問題もある。たとえば近年の少子化は、1990 年

代以降の日本における最大の社会問題の一つであるが、歴史的には

1970 年代ころから、人口が現在の規模を下回る少子化傾向は続い

ていた。しかし当時はあまり少子化に関心が持たれなかった。また

現在でも世界的には人口爆発が依然として問題なのであり、日本や

東アジアの少子化問題など取るに足らない、むしろ歓迎するという

意見もないわけではない。筆者自身も社会学者だが、少子化問題に

大騒ぎすることは時間と労力の無駄に等しいと考えている（現在の
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日本社会では少数派の意見にすぎないが）。これはひとつの例にすぎ

ないけれども、「社会問題」の要件を、誰に対しても説得的な形で

定義することは、意外に容易ではない。

　近年の社会学は、理論も手法も多様化しており、百家争鳴の状態

にある。とはいえ実際に社会学を勉強し、経験的な事象を通して社

会を分析しようとすれば、必ず何らかの形で社会問題に関わらざる

をえない局面が生じる。いささか宣伝めくが、社会問題の社会学は、

そういう問題に出合った人たちのために、分析の手がかりと方法論

を考えようとするものである。逆にいえば、社会問題という経験的

かつ具体的な事象を研究することを通して、私たちが生きている社

会のしくみやなりたち、特徴について考察を深めることを目的とし

ている。

　本章では、社会問題の社会学を支えてきた三つの理論――機能主

義、ラベリング理論、構築主義――をふりかえりながら、社会問題

の社会学が何を課題として設定しているかを論じることにしよう。

2．マートンの社会問題論

　20 世紀中盤に活躍したアメリカの機能主義社会学者、ロバート・

マートンは、社会問題の社会学に関して、後続する研究者のたたき

台となるような理論的枠組を提起した（Merton 1963=1967）。マー

トンは、「社会の大多数の人びとが好ましくないと思う状態だけを、

社会学者が研究課題として扱うとすると、実際には人びとが支持を

宣言している価値に合致しないにもかかわらず、人びとが問題とし

ないで受け入れている状態に関するさまざまな研究を排除すること

になる」という。つまり社会問題の要件を「大多数の人びとが好ま
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しくないと思う状態」に限定してしまうと、大多数の人が気づいて

いないにもかかわらず存在する社会問題が見逃されてしまうという

懸念を抱いたわけである。だがそもそも社会学者は、人びと（＝社

会の成員）が気づかない社会問題を同定する知識と能力をもってい

るはずだ。だから人びとが問題と思わない事柄にも、その専門知識

と能力を用いて問題を発見すべきだというのである。

　たしかに社会問題の社会学をこのように展開できるなら、かっこ

いい。だが結論に先走るまえに、マートンが「成員の定義（社会問

題である／ない）」と「社会学者の定義（社会問題である／ない）」と

いう二つの変数を用意していたことに着目してみたい。この変数に

基づいて 2× 2のクロス表を作ると、社会問題には、以下の四種

類が存在することになる1。

　（1）と（4）については、社会の成員と社会学者とのあいだで定

義が一致しているため、研究上の問題はさしあたり表面化しない。

ところが（2）「偽の」社会問題では、社会の成員が「これは社会

問題だ」と主張しているのに、社会学者は「これは社会問題ではな

い」と成員の定義を否定する。さらに（3）「潜在的」社会問題では、

社会の成員が社会問題とみなしていない事柄のなかに、社会学者が

わざわざ問題性を発見していくことになる。

1　この分類は、機能主義社会学者としてのマートンが提起した「顕在的機能／潜在的機能」と
いう概念と同型である。

13第１章　社会問題をいかに研究したらよいのか………

社会学者の定義

社会問題 社会問題ではない

成員の定義
社会問題 （1）「顕在的」社会問題 （2）「偽の」社会問題

社会問題ではない （3）「潜在的」社会問題 （4）「通常の」社会状態
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　マートンがいう通り、社会学者が「真の」社会問題と「偽の」社

会問題を区別する専門能力をそなえているならば、問題はないのか

もしれない。社会学者が、社会の成員と完全に隔絶した世界で研究

できていた時代なら、それでもよかっただろう。しかし現代社会で

は、社会の成員は社会学者の研究や意見表明を容易に知ることがで

きる。社会の成員と社会学者は隔絶しているのではなく、たがいに

参照しあう関係にある。このとき、社会学者が真の社会問題と偽の

社会問題を区別できるという想定で、本当にうまくいくのだろうか。

悲しい現実を述べるなら、環境や科学技術の問題などに真剣にとり

くんでいる「専門家」にくらべて、社会学者の専門知識が見劣りす

ることは稀ではない。また仮に社会学者が研鑽の果てに、どんな素

人にも負けない専門知識で武装したとしても、そのとき社会学者は、

問題状況の定義を支配する者になってしまう。社会学者が特権的に

社会の成員の定義活動を否定したり、裏書きを与える権力者になり

かねない。このような事態は規範的に望ましいといえるだろうか。

なかなか悩ましい。

　マートンのような機能主義の理想は美しい。しかしその理想に基

づいて社会問題の研究を行おうとするとき、社会学者にできること

は極端に限られるというジレンマがある。

３．ラベリング理論

　ところで、社会学の始祖のひとりであるエミール・デュルケイム

の『社会分業論』（Durkheim 1893=1971）のなかに有名な一節がある。

「ある行為は社会によって排斥されるからこそ、社会的に悪なのだ

としか言いようがない。（中略）われわれは、それを犯罪だから非
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難するのではなくて、われわれがそれを非難するから犯罪なのであ

る」というのである。

　いかにもデュルケイムらしい箴言である。社会学はおおむね、こ

のようなパラドキシカルな思考を好むが、こうした発想を逸脱行動

や社会問題の領域に応用したのが、ラベリング理論である。その代

表格であるハワード・ベッカーは、犯罪や非行などの逸脱は、社会

によって生み出されると主張した（Becker 1963=1978）。逸脱行動

が生じたとき、普通の人は「なぜ彼らは犯罪を犯すのか？」と問い

を立て、個人の性格や成育環境のなかに、その答えを求めようとす

る。それは日常的な思考法といってよい。しかしラベリング理論は、

逸脱があるから社会はそれにラベルを貼るのではなく、社会がラベ

ルを貼るからこそそれは逸脱になると考えたのである。

　これは逸脱行動の原因論に関して、画期的な視座の転換をもたら

した。なぜなら「社会集団は、これを犯せば逸脱になるような規則

を設け、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、逸脱を生みだすのである」（ibid, p.17）

という考え方をとることで、逸脱したとされた個人や集団よりもむ

しろ、逸脱を定義する社会的権力
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のほうに着目することをベッカー

は促しているからである。

　卑近な例で恐縮だが、「年末になると、スピード違反や駐車違反

で捕まる人の数が増える」と言われている。これは、師走の時期に

人びとは忙しく、つい速度違反や交通違反を犯しがちになるからな

のだろうか。そう考えたくなるところである。犯罪や逸脱を論じる

ひとの中にも、同じような論法を取る人は多い。

　しかし通常、人はもっと慎重で、シニカルではないだろうか。お

そらく多くの人は、「交通違反が増えたから捕まる人が増えたので

15第１章　社会問題をいかに研究したらよいのか………
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はなく、年末に一斉取締りが行われるから捕まる人の数が増えたに

すぎない」と考えるのではないだろうか。つまり「犯罪が多発した

から取締まりが強化された」のではなく、「取締まりを強化したか

ら犯罪（とされる行動）が増えた」と考えるのである。これがラベ

リング理論の典型的な発想である 2。

　ラベリング理論はその後、社会学をこえて発展していった。たと

えば教育学の分野ではしばしば「子どもをほめろ」といわれる。こ

れは「ピグマリオン効果」（ないし教師期待効果）として知られている。 

それは次のような実験に基づいている。

　同じ能力をもった二人の生徒 A、B を教える先生に、誰かが「A

のほうが賢い」という（誤った）情報を入れ知恵する。先生は最初

から「A は賢い」という「偏見」をもって接することになり、A は

先生からよく褒められる。すると A は、それに応えてますます勉

強に精を出すようになり、結果的に、もともとは同じ能力だったは

ずなのに、A のほうが本当に賢くなってしまう。先生の最初の（誤

った）偏見が、現実のものとなったわけである。「ほめて育てる」

とは、こういうメカニズムを利用している。また似たような現象と

して、何の薬効もない薬を「これは効く」と教え込まれて服用する

と、本当に効き目が現れたかのようにみえる「プラシーボ（偽薬）

2　もっともベッカー自身は、逸脱行動を定義するにあたって、以下のような類型化を行ってい
る。この類型化は、実はさきにみたマートンによる社会問題の類型化と、よく似ている。なぜな
らラベリング理論の前提を徹底化するならば、「逸脱と認定された／認定されない」という区別
こそが絶対的に重要なはずだからだ。「順応的／規則違反的」という区分を行うことができるのは、
実は社会学者であり、そういう意味では、人びとによる逸脱の主観的定義と、社会学者による客
観的定義という二分法は依然として残っている。

順応的行動 規則違反行動

逸脱と認定された行動 誤って告発された行動 正真正銘の逸脱

逸脱と認定されない行動 同調行動 隠れた逸脱
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