
　 グ ラ ウ ン デ ッ ド・ セ オ リ ー・ ア プ ロ ー チ（Grounded Theory 

Approach : GTA）1 は、ユニークな質的研究法である。GTA をめぐる

展開は不思議といってもよいし奇妙とも思えるもので、ひっくるめ

ていえばグラウンデッド・セオリー現象とでも呼べるものである。

社会学者によって考案された一研究法でありながら社会学以外の領

域で普及、定着し、国際的にも抜群の知名度を誇っている。その一

方で実際の分析方法に関しては不明確な点が少なくなく、わかった

ようでよくわからないという特有の不全感が当初から指摘されてい

た。GTA の評価も対照的で、信頼できる体系だった研究法で客観

的分析を可能とするという立場もあれば、質的研究法でありながら

解釈に深みがなく技法を手順通りにすれば分析ができると思ってい

るといった批判的立場に割れている。こうしたこともあり、GTA

に関心のある人はいずれかに偏る傾向がみられ、それ以外の人は

GTA の名称だけは知っていてもあいまいな理解のまま所詮その程

度のものであるかのように思われるかもしれない。

　しかし、本書で論じるように GTA は社会学だけでなく他の学問

領域にとっても避けることのできない根本問題、すなわち、研究と

は何か、理論とは何か、分析とは何か、そして、研究者とは何者か

等々の価値論、認識論、倫理論を含んだ広範な問題を、データの分

析方法論と一体の形で提起しているのであり、グラウンデッド・セ

オリー現象という所以である。GTA が理論生成を目的とする質的

研究法であることが、こうした現象化を煽ってきたともいえる。あ

1　グレーザーとストラウスは、グラウンデッド・セオリーと表現しているが、これには研究方
法とその結果の両方の意味が込められている。意味を明確にするため現在、前者をグラウンデッ
ド・セオリー・アプローチ（GTA）、後者をグラウンデッド・セオリーと表記するのが定着してい
るので、本書でもその方式を採る。また、主要な文献は頻繁に言及されるので煩雑さを避けるため、

『データ対話型理論の発見』を 1967 年本とするなど簡略表記する。その他、反復を避けるため
の表記にしているところもある。
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るいは、GTA には頑強な自明性に依存している研究的世界の秩序、

研究者の意識の秩序を、自身をも破壊させながら攪乱していくトリ

ックスターのようなイメージもある。その先にどのような創造があ

りうるか。本書は提唱以来約 50 年に及ぶ GTA の軌跡を跡付けな

がら、最終的にはこの点に着地しようとする試みである。

　さて、GTA はデータに密着した分析から独自の理論を生成する

質的研究法として、医療社会学の領域で先駆的研究を行ったグレー

ザー（Barney G. Glaser, 1930-）とストラウス（Anselm L. Strauss, 1916-

1996） に よ っ て 1960 年 代 に 提 唱 さ れ た（Glaser and Strauss, 

1967 = 1996）。この研究法は、二人が勤務するカリフォルニア大学

（サンフランシスコ校）を拠点に、主にストラウスの影響のもと看護

領域で定着し、保健、ソーシャルワーク、臨床心理など他のヒュー

マン・サービス領域を中心に拡大して現在に至っている。同様の傾

向はアメリカだけでなくヨーロッパ、オセアニア、そして日本をは

じめとするアジアにおいてもみられている。現在では GTA の名称

は質的研究法として世界的にもっともよく知られているものの一つ

になっている。

　こうした応用的、実践的領域での定着と普及の活発な動きとは対

照的に、GTA は社会学においてはさほどの関心を集めるには至らず、

この傾向はヨーロッパなどと比べても日本に特徴的といえるようで

ある。なぜであろうか。

　しかし、GTA はその出発点において、すぐれて社会学の研究書

であった。グランド・セオリー（誇大理論）に対してのグラウンデ

ッド・セオリーという命名の妙、そして、質的研究法でありながら

データの分析と理論の生成を標榜する実証的、経験的立場の表明は

十分に魅力的であった。GTA の大きな可能性については 1967 年の
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著作の序の冒頭の段落が、これもまた十分すぎるくらいに社会学の

読者を魅了するものであった、はずである。

　コロンビア大学社会学部というと、マートンの中範囲理論とラ

ザースフェルドの量的方法論のことが思い出される。他方、（1920

年代から 1950 年代にかけての）「シカゴの伝統」というと、地べ

たをはいずりまわって行われる質的調査と、厳密というにはほど

遠い方法論と、それから統合されない形でなされる理論の提示の

ことが連想される。本書の著者たちは、研究者としての皮肉なめ

ぐりあわせによって、各々、コロンビア大学とシカゴ大学で訓練

を受けた。この点に言及したのは、ただ次のようなわれわれの確

信を強調しておきたいからだけのことである。それはつまり、こ

の二つの伝統は──さらにいえば戦後社会学のその他のどの伝統

も──理論と経験的調査との間に存在する当惑させられるような

ギャップを埋めるのには成功していない、という確信である。こ

のギャップは、1941 年にブルーマーがこの点について論評を加

えた時にも大きいものだったし、1949 年にマートンが楽観的に

一つの解決をほのめかした時にもそうだったし、今日においても

依然として大きなものである。（Glaser and Strauss, 1967 = 1996, i）

対照的な社会学を実践してきたコロンビア大学とシカゴ大学の最良

のものがグレーザーとストラウスという人格に継承され、その二人

の協働によって「理論と経験的調査のギャップ」の問題を解決すべ

く GTA という研究方法が開発されたことが “ 宣言 ” されている。

　こうした期待は、理論的サンプリング、理論的飽和化、理論的セ

ンシティビティといったこの研究法を特徴づける方法論上の概念に
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よってさらに膨らむ。

　社会学を出自とし理論生成を志向する研究法が足元の社会学領域

よりも応用的、実践的領域においてこれほど関心をもたれるという

展開はおそらく他に例をみないであろう。このこと自体興味深い問

いを提起しているが、ここではとりあえず次のように述べておこう。

GTA 現象を特徴づけるこうした展開は、社会学による関連他領域

への貢献とみるには素朴すぎるのであり、歴史的にみれば若い学問

分野として既存他領域への “ 越境 ” を自在に行ってきた社会学が確

立され、今や他領域から越境される側になっているということであ

り、その門戸を開き、拡大し、流れを促進してきた一つが GTA で

あったと考えられる。つまり、ヒューマン・サービス領域などにお

いて類似した研究が社会学研究者と社会学の理論や研究方法を学ん

だ当該領域の専門的研究者によって行われるようになってきている

のであり、社会学の学問的境界、その独自性が言わば外側から問わ

れる状況が生まれている。社会の変化に対応して研究対象の専門分

化を加速し連子符社会学 2 としての展開は、拡大の加速力によって

中心が維持できるのであり、通常中心は社会学独自の理論と方法論

で構成されると考えられているのだが、加速力を失えば全体が失速

しかねない脆弱な構造でもある。これ自体近代的すぎる特性であり

近代の申し子である社会学にとっては当然のことであるが、先の引

用でみたように、GTA は理論と方法論の統合的視点から当時の社

会学における研究の在り方を批判するところから始まっている。そ

の意味で、社会学の現状を考えるための戦略的窓口でもある。

　当然、現時点で GTA を論ずるためには提唱以来約 50 年という

2　家族社会学、福祉社会学、保健医療社会学などのように対象領域別の専門分化を、連子符社
会学という。
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時間、その過程での大きな変化と変質を考慮しなくてはならない。

本書では議論の枠組みとして「GTA とは何であるのか」と「GTA

をいかに実践するのか」のふたつを中心に、さらに「研究する人間

とは何者か」を加える。GTA の変化と変質に関しては前二者の関

係で理解できるのだが、当初の GTA の特性を現在の状況において

批判的、発展的に継承するためには三番目が必要となるためである。

　また、近年では当初提案された GTA に関心を触発されて学習に

入るのではなく、質的データの分析法としての関心から入りその後

の展開において分化したタイプのいずれかを学習し始める人がほと

んどではないかと思われるのであるが、この傾向は「GTA をいか

に実践するのか」に関心を偏らせ当然分析技法に比重をおいた学習

となる。論文執筆を差し迫った課題とする大学院生に多く見られる

傾向だが、歴史的な変遷の理解がないと「GTA とは何であるのか」、

何を継承すべきかがあいまいになり、結果、GTA と質的データ分

析法とが明確に区別できず実際の分析も不安定になるということに

なりかねない。例えば、GTA と類似した分析法を使いながら単に

質的データ分析と記述する論文やどのタイプの GTA であれ GTA を

参考にしたといった表現の論文がみられるようになる。自分の分析

に自信がもてないからであるが、こうした傾向の問題点も本書で検

討する。カギは GTA の T（Theory、理論）の意味を理解することで

あり、そのためには最初に提案された地点に立ち返る必要がある。

急がば回れである。

　以下、本書で取り上げるのは認識論とコーディング方法の組み合

わせから、基本的に 6 つのタイプの GTA である。まずグレーザー

とストラウスの提案による当初の GTA（Glaser and Strauss, 1967 =

1996）で、同書を根拠にこれを と呼ぶ。その後、グレ

11序章　………
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ーザーとストラウスはそれぞれ単著で、1967 年の著作では十分論

じられていなかったコーディング方法を中心に補足しているので、

（Glaser, 1978）、 （Strauss, 1987）として

扱う。筆者は、1990 年代に両者が対立するまではこの両書まで含

めてオリジナル版と解釈しており、その理由はストラウスの著作に

対してグレーザーが異議を唱えなかったためであったが、コーディ

ング方法としてみると二人とも独自の見解を提示しているので独立

した扱いが適当と判断した。二人の違いに力点をおくためと、スト

ラウスが単著で分析方法を論じたのは 1987 年のこの著作だけであ

るからである。

　GTA は 1990 年代始めにストラウスが弟子のコービンと執筆した

著作（Strauss and Corbin, 1990 = 1999, 1998 = 2004, 2008 = 2012：な

お、原著の 1998 年は第二版、2008 年は第三版）に対してグレーザー

が激しく異議を唱えて自身の立場を鮮明化した対抗本（Glaser, 

1992）を出版するという展開をみる。そこで前者を

、後者を 1978 年の著作と合わせてグレーザー版と呼ぶ。

なお、グレーザーは自身のものをクラシカル（古典）版と呼んでいる。

考案者二人の対立であったため混乱をもたらすが、少なくともこの

段階で GTA は分裂したことになる。

　なお、日本ではストラウス・コービン版の普及に向けて戈木が看

護領域において精力的に活動してきている（戈木、2013, 2014 など）。

しかし、2013 年、2014 年の著作ではストラウス版をもとに分析

方法に工夫を凝らした自身のヴァージョンであるとしている（戈木、

2013, v）。この変化はストラウスの死後コービンが改訂執筆した第

三版（上記の 2008 = 2012）と関係していると推測されるのであるが、

ストラウスとコービンの第二版までは客観主義を基盤にストラウ
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ス・コービン版に位置づけられるであるが、第三版以降はコービン

の立場から距離をとる一方で客観主義の立場は継承しながら分析手

順に比重をおくようになっている。したがって、第三版以降はさし

ずめストラウス・（コービン・）戈木版とでもみるのが適当である。

　詳しくは本論とするが、ストラウス・コービンの第三版は第二版

までとは内容が大きく異なり、根幹をなす認識論が揺らぎ、筆者の

率直な印象でいえば迷走したものになっている。コービンが直面し

たのは、現実の社会的構築性を主張する社会構成主義からの批判に

どう対応するかという問題であった。彼女はこの批判に真摯に向い

合い、第二版まで保持していた GTA の客観主義的性格を社会構成

主義とどのように折り合いをつけるのかで腐心する。彼女単独であ

れば明快にできたであろう作業が、第二版までストラウスと一体で

GTA を提唱してきたためむずかしい改訂作業となっている。

　その社会構成主義からの GTA の再編を提唱しているのがチャマ

ーズ（Charmaz, 2006 = 2008）である。彼女の立場は明確であって

それ以前の GTA を客観主義的 GTA とし、自身では社会構成主義的

GTA を提唱する。これを とする。

　最後は筆者が提唱する （Modified GTA：修正版 GTA）であ

る（木下、1999, 2003, 2005a, 2005b, 2006, 2007, 2009）。1967 年

の著作を研究法の提案というよりも、社会学の研究はいかにあるべ

きか、社会学者は何をなすべきかを示した実践的社会学論と捉える。

つまり、理論の生成だけでなくその活用までを目的としその相互関

係から拓かれる社会学とヒューマン・サービス領域との連携の可能

性を示すことで、研究と実践の在り方を提案したものと理解する。

したがって、コーディング方法を中心に分化した GTA のいずれか

への関心からではなく、グレーザーとストラウスが “ 協働 ” したオ
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リジナル版への関心から構想されたものである。「いかに実践する

のか」よりも「何であるのか」を優先して問う立場である。いうま

でもなく、後者が固まれば前者はかなりの自由度をもって考案でき

るのであり、逆に前者に偏れば何のための方法であるのかがあいま

いのままテクニック自体が学習目標となり理解は漂流するであろう。

質的研究法の場合にはこれは気を付けなければならない点である。

M-GTA はオリジナル版から継承すべき特性と未解決課題を検討し、

オリジナル版の提起した可能性を、質的研究が専門領域を横断して

研究領域化した現在の状況において具体的な形にしたものである。

研究する人間を方法論化する、つまり、方法論の中に研究者を組み

込むことで、客観主義ではなく社会構成主義（社会学では構築主義）

とも異なる実践的質的研究法として提唱している。オリジナル版

GTA は単なる質的データ分析法にとどまらない可能性を言わば原

石として示している。

　以下、誰それ版でにぎやかになるが、オリジナル版、グレーザー

版、ストラウス版、ストラウス・コービン版／ストラウス（・コー

ビン）・戈木版、チャマーズ版、M-GTA の呼称で議論を進めていく。

本書で取り上げるのはそれぞれのタイプの GTA のコーディング方

法の基本的な考え方であり、具体的な方法については、各々の解説

書を参照していただきたい。なお、コービンによると、1996 年に

ストラウスが死去したのち彼が長年勤務したカリフォルニア大学

（サンフランシスコ校）においてすら彼が指導してきた方法で GTA を

教える教員はいなくなり、彼の訓練を受けた看護学研究者たちは独

自の判断に基づき教育、実践する状況になっているという（Corbin, 

2003）。

　いうまでもなく、筆者は M-GTA を推奨する立場である。本書で
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オリジナル版を含めこれらの GTA のタイプについて論評を加えて

いくが、M-GTA についての批判的検討が十分でない点があるかも

しれない。そのためできるだけ論点も明示して議論を進めるので

M-GTA に対しても、また、他の GTA についての筆者の見解に対し

ても、論点の適切さと見解の適切さそれぞれについて厳しい批判的

検討をお願いしたい。

　最後に、本書の議論の全体に関係することなので、先に挙げた 3

つの枠組み（GTA とは何であるのか、いかに実践するのか、研究する人

間とは何者か）に加えて、ここで次の 2 点を指摘しておきたい。

　第一に、質的研究、質的研究法、GTA、質的データ分析法のそれ

ぞれの意味と関係に混同がないかどうかに注意を払う必要があると

いうことである。これらが単純にイコールでつながるわけではない。

本書でもその観点からの記述を心掛けている。

　第二は、1980 年代の終わりから 1990 年代初めにかけて出現し

た質的研究の領域横断的な研究領域化の影響である（Denzin and 

Lincoln, 2000 = 2006, Flick, 1995 = 2002）。グレーザーとストラウス

の内部的対立が起きたころに、実は世界的規模で質的研究という大

きな波が出現してきていたのである。1960 年代に登場した GTA は

質的研究法として提示されそれ以後質的研究法と言えば GTA、GTA

と言えば質的研究法というようにほとんど同義で理解されることも

あったので、この状況は GTA にとって大きな追い風のように思わ

れ、事実グレーザーは時代を先取りした自分たちの先見性を誇るの

であるが（Glaser, 2004；木下、2007, 26）、それはあまりにもナイ

ーブな受け止め方であり実際には強烈な向かい風となって GTA の

存立基盤を脅かす状況を生み出す。

　質的研究の領域化は、研究者と研究協力者のあるべき関係からそ
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れまでの研究の在り方を問い直し、両者による共同生成性、当事者

の語りを支える研究者の役割などを強調し、実証主義と客観主義を

批判し、ナラティブ・アプローチ、ライフストーリー、エスノメソ

ドロジー、エスノグラフィー、現象学的アプローチ等々の多様な個

別の研究法を含むものとなる。この中で GTA は批判され、独自で

もあり異質でもあるひとつの質的研究法として相対化される。つま

り、質的研究の名称のもとで GTA にとっては新たな状況が生まれ

たわけで、これに対応するためにコービンは第三版の改訂で悪戦苦

闘し、チャマーズはそれ以前のものを客観主義的 GTA とみなすこ

とで切り離し、認識論的切り替えによって社会構成主義的 GTA を

提唱する。二人はそれぞれに GTA を守ろうとしたのである。むろ

んこれは二者択一の問題とは限られず、M -GTA は求めるべき知の

観点から両者を批判し、先に述べた GTA の可能性を検討したもの

である。

　本書の議論全体を通してカギとなるのは、オリジナル版で表明さ

れたグレーザーとストラウスの “ 協働 ” とは何であったのかという

問いと、GTA の T（理論）へのこだわり、そして、一方ではグレー

ザーと他方ではコービンと共著の形をとりながらも、対立関係とな

る構図の中で明瞭に示されてこなかったストラウスの立場をどう理

解すべきかという問題である。とりわけ、共著ではあるが『データ

対話型理論の発見』はグレーザーが主に執筆し、『質的研究の基礎：

グラウンデッド・セオリーの技法と手順』はコービンが主に執筆し、

それぞれその内容をストラウスが確認したという経緯からもストラ

ウスの姿は見えにくいのである。
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