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意志決定

第7回
逸脱とラベリング

小山友介



お知らせ（再）

6月23日（来週）は休講です
月末レポート

今週までに講義でやった内容を使って，過去の
自分の経験もしくは最近（ここ数年）に起こった出
来事を自分なりに分析・説明してみてください

理論を一つだけ使え，と言うのではありません．
説明で使うのなら，複数の理論を駆使していただ
いてOKです．



書式・締め切り

書式：PPT，WORDのいずれも許可します．
分量

WORDなら2枚程度
PPTなら5~10毎程度

締め切りは6月30日とします
メール推奨ですが，講義中の提出も可です

どうしても何も浮かばない人

第1回のレポート時に挙げた本のリストから1冊
選んでレポートを書いて下さい．



（参考）今週までにやる内容

予言の自己成就

社会的ジレンマ

逆機能

社会的意志決定

公共財

弱い紐帯

ラベリング

5月レポートでやった箇所もOKとします



今週の内容の一枚まとめ

逸脱行動：社会規範に反する行動

社会規範：時代や地域で異なる
→何が逸脱行動になるかも異なる

ラベリング：ステレオタイプな「レッテル」を貼る行為

テキストの例：逸脱行動の行為者（犯罪者，精神異常者）

それ以外の例：「優等生」「ヤンキー」「体育会系」など

ステレオタイプ：個人や集団に対する，過度に一般
化された肯定的・否定的なイメージ



今週の内容（ちょっと盛りだくさん）

ステレオタイプ

ステレオタイプ

偏見

差別

内集団と外集団

逸脱行動とラベリング理論

逸脱行動

ラベリング

一次的逸脱と二次的逸脱

アイデンティティ

アイデンティティ

レッテル貼りと
アイデンティティ変化

実証

自然科学と社会科学

データ

因果関係



ステレオタイプ



ステレオタイプ

定義・特徴
集団の成員全般に対して，十把一絡げ的な認知
（信念や期待）を割り当てること

簡単に修正されない

意味・感情：中立（プラスもマイナスもある）

ステレオタイプの例
「日本人は勤勉」

「女性は感情的」

「関西人はギャグばかり言う」



例えば・・・ガイジン的日本イメージ



ステレオタイプの特徴

情報処理負荷の軽減： 「とりあえずの基準」

人を丁寧に観察する余裕がないことが多い

ステレオタイプを基準に相手の評価を微調整

なかなか修正されない

ステレオタイプにあわない人をみても，「この人は
特別」と扱う・・・「理性的な女性もいる！」



偏見

定義
特定集団のメンバーに対する否定的な態度

特徴

形成されるのは簡単

解消されるのは容易ではない

社会的影響

予言の自己成就プロセスを通じて，偏見の対象と
なる相手の（ネガティブな）行動を強化してしまう



差別

定義

特定の集団に対する，偏見に裏打ちされた敵意
的な行動

他の集団成員が普通に享受して当然な権利を剥
奪する

例

女性：就職差別（能力への偏見，統計的差別）

外国人：居住差別（アパートを借りれない）



３つの比較

否定的 肯定的

認知 感情 行動 認知 感情 行動

ステレオタイプ ○ △ × ○ △ ×

偏見 ○ ○ × × × ×

差別 × × ○ × × ×



内集団と外集団

定義

内集団：自分が所属する集団

外集団：自分が所属しない集団

特徴

内集団：「ひいき」の対象

所属意識の強さでひいきの強さも強まる

外集団：「よそ者」

ステレオタイプで判断し，偏見を持つこともある



逸脱行動



社会規範

定義
個人が従うことを期待されている，社会や集
団での行動や判断の基準
盗まない，殺さない，目上の人に従う…などなど
逆らうとネガティブなサンクション（制裁）

何が規範？・・・集団によって異なる

優等生（フツーの生徒）：先生に従う

不良（死語？）：先生に逆らう
・・・先生に従うところを仲間に見られると制裁



逸脱行動

定義
犯罪，非行，問題行動，異常行動など，
社会規範に同調的でない行動

反対語：同調行動

逸脱行動の原因と考えられるもの

社会的要因（貧困など）

アノミー

ラベリングによる強化



ラベリング理論

レッテル：人に下す（主にマイナスの）評価
貼る人：社会的な地位が高い人（道徳事業家）

貼られた人：以後，偏見の目で見られる

特徴
逸脱の原因：本人でなく，周囲の扱いを重視

内容
逸脱＝レッテル（社会規範違反）を貼られた行動

レッテル貼り→逸脱者として，次々と逸脱行動を
するように追い込まれる（二次的逸脱）



一次的逸脱と二次的逸脱

一次的逸脱：レッテルが貼られる原因となっ
た逸脱

レッテルの原因：何でもよい（ただのきっかけ）

選別的ラベリング：社会や集団の中での地位に
よって「貼られやすさ」が変化

二次的逸脱：レッテルが貼られた以後の逸脱

周囲の目：「レッテルが貼られた人」→偏見と差別

環境への「適応」：アイデンティティの変化

自分を正当化する論理（これしか方法がない）

逸脱のマイナスを克服する方法（やり過ごし）を学習



アイデンティティ(identity)
定義しづらい単語でして・・・

自分および他人が，「○○と言う人間が持ってい
る」と見なしている性質

他人と自分を区別する性質

この説明の方がわかりやすい？

「IDカード（身分証明書）」のIDはコレです
自己同一性と訳される



レッテル貼りとアイデンティティ変化

※予言の自己成就プロセス

レッテル貼り：相手にアイデンティティ変化を強制

本人の「自分のイメージ」：普通の人間

周囲の「自分へのイメージ」：逸脱行動をする人

準拠集団が変化

これまでの集団→レッテルが貼られた集団へ

行動が変化

周囲の「逸脱して当然」「今はおとなしくてもそのうち・・・」
→逸脱行動をためらわなくなる



実証の問題



社会科学の理論の特徴

自然科学
最先端の研究分野以外，ある現象を説明する
「決定版」の理論が存在

理論の正確さ：かなり高い
予測や制御も可能な場合も

社会科学
多くの現象で複数の説明が存在．「決定版」とい
える理論が存在する領域が少ない．
いつまでも延々と論争してます

理論の正確さ：例外が多く，高くない
予測はかなり外れる



実証

定義
経験的な事実に基づいて，理論の正当性を
証明すること

要するに・・・データに基づいて議論すること

データは実験，観察，調査などで手に入れる

実証するためには：

結果に影響を与えた要因を特定化する必要

データを取る環境をコントロールして，要因を比
較したい



社会科学理論の弱点（１）：データ

十分な数のデータが取れない！

ほとんどの場合，実験ができない

事例が起きるのを待っていても，数が少ない
（このあたりは医学の難病も同じ）

データの質が高くない！

実際の事例：状況が様々
→何が影響してるかわからない

実験ができても，現実との整合性は微妙

質問紙調査：主観が混じるので不安定



社会科学理論の弱点（２）因果関係

現象によっては，原因→結果が1対1でない
例：子供の出生率に影響するもの
初婚年齢（ー）

住宅面積（＋）

世帯収入（＋）

既に産んだ子供の数（－）

母親が有職（－）

2世帯同居（＋）
・・・どれも影響する（原因が一つではない）



ラベリング理論の場合

ラベリング以外の影響：多数

社会的地位

友人・知人の影響

すんでいる地域

・・・・要するに逸脱行動を起こすまでの生活誌

さらに，予言の自己成就の場合

・・・→結果→原因→結果→原因→・・・

もはや何が原因で何が結果か言えない

「ラベリングが一番強い原因」ということも難しい



まとまらなくなってきましたが・・・

言いたかったこと：
社会科学の「理論」や「結果」を，絶対正しいと信じ込まな
い方がいい！

コヤマの話もすこし「冷めた目」で聞いてください

データを使っても，怪しいときはアヤシイ
解釈は一通りではありません

自分の都合のいい結果を出すことも容易

GWの課題で『「社会調査」のウソ』ならもうわかってますね
ある社会学者の意見：「社会学者＝シャーマン（巫女）」
「当たるも八卦当たらぬも八卦」と言ったところです

理論：聞いた人が納得できる「お話」を提供



まとめ

逸脱行動：第一次逸脱，第二次逸脱

ラベリング：貼られやすさに個人差

ラベル→アイデンティティに変化

社会的環境の変化に適応

実証の話・・・頭の片隅に入れておけばいいです
（本当は重要なのですが，難しいので）
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