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もう一つは、事例を蓄積するとか研修するとい  

うのは、答えのできれない部分、たとえばワーク  

ブックなんかでも「こういったことを科学者がし  

ました。それについては許されると思いますか、  

許されないと思いますか」というかたちの問いが  

何十も含まれています。その中にコメントがつい  

ていて、「これは、やはり良くないのである」と  

いう答えもありますけれども、それのない問いも  

たくさんあります。「それについてクラスで話し  

合ってごらんなさい」というふうなかたち。要は  

倫理を暗記させるのではなく倫理について意見が  

分かれることもふまえて自分の意見を持つ。そう  

いった作業も教育や学会では必要なのかなという  

気がいたしました。   

社会福祉学会の研究倫理指針についてのコメン  

トもしたいと思ったのですが、時間が36分になっ  

てしまいましたので終わらせていただきます。   

申し訳ありません。失礼します。  

（高橋先生）   

ありがとうございました。倫理の問題ですけれ  

ども、倫理と責任みたいなところも含めて考えな  

ければならないのかなと思いました。   

時間が押していますので、第3の報告にいかせ  

ていただきたいと思います。   

「質的研究法の教授法」ということで、岡先生  

にお願いします。   

岡先生の追加資料をお持ちでない方は手をあげ  

ていただけますか。お配りします。  

（岡先生）   

上智大学の岡と申します。本日はこのような学  

会シンポの場で発表する機会をいただきまして、  

大変嬉しく思っております。   

今回私に与えられたテーマは「質的研究法の教  

授法」ということです。質的研究は非常におもし  

ろいし、これからのソーシャルワークの調査にお  

いて非常に大事だという立場に立って、それをど  

んなふうにして学生に敢えていくのかということ  

をみなさんと一緒に考えることができればいいと  

思っています。  

ふうなことを書いています。   

要は、この言葉は不適切かもわかりませんけれ  

ども、不誠実という言葉で表現するならば、誰に  

対してのどの程度の不誠実はいけないのかという  

ようなこと。それはdeception、欺まんと翻訳し  

たり、だましと翻訳していますけれども、  

deceptionの問題として心理でもすごく話題に  

なっているようで、我々も関わるのだろうなと思  

いました。   

具体的な例としては、援助とか調査の最初に隠  

れてビデオ撮っておく。最初から「ビデオを撮り  

ますよ」と伝えてしまうと反応に影響を与えるこ  

とになるから、隠して撮る。だけれども、最終回  

のときには必ず「ビデオを撮っていたよ」という  

ことの情報公開をして了解をとる。そして研究の  

最初と最後、もしくは援助の最初と最後にビデオ  

を比較することで、明らかに彼自身が変化したこ  

とがわかる。そのような調査、それはdeception  

の例になるわけですけれども、それは許される範  

囲なのか、許されない範囲なのか。僕の読んだも  

のの中では、許されないという書き方をしていま  

した。   

しかし、許されないとするならば、どこも一切  

deceptionが許されないのかというふうなことに  

関しての議論が必要になるのだろうなという気が  

しました。   

誤解を恐れずにいうならば、倫理問題に関する  

議論がどんどん展開していくこと自体は悪いとは  

思わないのですけれども、そのことと援助であっ  

たり研究におけるプロセスをスムーズに進めるこ  

ととどう両立させていくのかが議論されていかな  

ければいけないという気がしました。   

最後に、個々の研究者がすべきこと云々という  

ところで例として上げたら、倫理規定を制定する  

こと、研究倫理委員会を設置すること、研究倫理  

に関わる事例を蓄積すること、啓発研修をするこ  

と、そんなことが善かれていました。   

僕としては、これを2つの意味に捉えています。  

つまり、規定の制定とか委員会の設置というのは、  

ある意味で正解を求めていくプロセスであると思  

いましたてJ  
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先に、私の結論を申し上げますと、私は講義の  

中で研究法を敢えているわけではなくて、3年生  

か4年生の1年間のゼミの中で実際に学生をフィー  

ルドに行かせて、そしてインタビューに行っても  

らって、データを取ってきて、それを分析させて  

論文に仕上げるということを8年間やってきまし  

たが、結論としては、非常に難しいということで  

す。   

一番の問題は、学生が集まらないということで  

す。あまりに学生が少なくて、上智大学は私学で  

すから、教員1人当たりの学生数が多いわけです。  

あまりに少ないので他の先生にあわせる顔がない  

という状態になっております。ゼミに学生が集ま  

らないのは教員の人間性の問題ではないかと思わ  

れるかもしれませんけれども、実際そうかもしれ  

ませんが、私が「質的調査というものをゼミでや  

ります」と宣言する前はそこそこ集まっていたの  

です。ですから、私の人間性というよりは、学生  

にとって質的調査ということが相当負担なのでは  

ないかというように思っています。   

では、どういうふうな負担なのかということ。  

それから、こんなふうに私立大学の中でゼミ生が  

少ないままでやっていくことはできませんから、  

どんなふうにゼミを変えていけばいいのかという  

こと。質的調査を教えつつ、しかも学生さんを引  

きつけるにはどうしたらいいのだろうかというこ  

とを考えて、その結果を発表させていただきたい  

と思います。   

最初に、私の発表の構成をお話しします。話の  

流れは報告要旨集に書いたとおりになっていま  

す。まず質的研究法を教える意義についてお話し  

したいと思います。それから、私は実際にどのよ  

うに教えてきたのかということを話していきたい  

と思います。そして実際にそこで出てきた問題は  

どんな問題だったのか。最後に、こういうふうな  

問題を解決するために私が考えているとりあえず  

の解決法をお話しさせていただきたいと思いま  

す－   

まず、質的研究法を教える意義です。私の願い  

としては、知識を生産する体験を学生さんにして  

もらいたいという想いがありました。社会福祉士  

や精神保健福祉士の国家試験があります。それで  

ソーシャルワークにとっての必要な知識がどんど  

ん整理されていくという点では非常に素晴らしい  

ことだと思います。その一方で、学生にとって  

ソーシャルワークの知識というのは、教科書に  

載っていて、もう固定されていて絶対に誤りがな  

い。そういったイメージを与えてしまうのではな  

いかと危倶しているわけです。実際にそう言いな  

がらも、授業の中で「これは福祉士の試験に  

しょっちゅう出るよ。憶えておきなさい」と言っ  

ていますけれども、そういう言い方をすると、知  

識というのは自分たちの関係ないところから降り  

てきて、そして必ず間違いのないものだというよ  

うなイメージを植え付けてしまうのではないか。   

そうではなくて、ソーシャルワーカーというの  

は、専門職として自分たちも知識の構築に貢献す  

るんだ、また自分たちも知識の構築に貢献できる  

のだということを、質的調査を学ぶことによって  

学生たちには体験的に学んでほしいという思いが  

あります。   

2つ目としては、知識を尊重する態度を学生に  

形成させたかったという想いがあります。ソー  

シャルワークは実践の学問です。ノ ー方で実践と理  

論の乗離、実践は実践、理論は理論ということで  

分かれてしまっていると考える人がいるのは事実  

だと思うのです。実際に現場の方から、「先生、  

大学でやったことは全然役に立たなかったよ。机  

上の理論は現場では役に立たないよ」と言われた  

ことがあります。そんなふうに、理論と実践は違  

うという考え方が実際にはあるわけです。   

学生の中にもボランティアとして非常に一生懸  

命やっているけれども、大学の授業には全然出て  

こない人がいる。「どうしたの」と聞いたら「僕  

は理論よりも実践なんですよ。先生も頑張ってく  

ださい」と言われたことがあります。それでは  

ちょっとまずいのではないかと思うのです。やは  

り実際に調査を体験してもらって、そして知識と  

いうのはこんなに大変な調査をしながら創造して  

いくものなのだということを体験してもらえれ  

ば、もっと理論とか知識というものを大事にする、  

先人が積み重ねてきたものを自分たちも吸収しよ  
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分析させるという方法をとっています。   

フィールドは自由に選んでもらいました。これ  

はなかなか難しいところでして、今後方針を変え  

て、学生に自由にフィールドを選ばせるのではな  

くて私の方で固定してみようかなと思っているの  

ですけれども。とにかく、今まではフィールドを  

学生に選ばせていたのです。それはなぜかという  

と、学生がそれを望んでいたからです。ゼミの学  

生が少ない私としては、できるだけ学生の望みを  

叶えてあげて、ゼミの学生の数を増やそうという  

切ない想いがあったわけです。   

それから、インタビュー対象者は紹介したり、  

あるいは学生たちが自分で探すように指導してい  

ました。これも非常に難しい点で、あとからお話  

ししますが、これがいろいろな問題を起こすこと  

になります。   

それから「分析は柔軟に、しかも緻密に」と報  

告要旨集に書きました。私自身は質的調査法を  

使って博士論文をまとめましたけれども、質的研  

究法・調査法では、データ分析の方法とか手続き、  

そういったことに関心が向けられることが多いと  

思うのです。私もそういうふうな質問を結構受け  

たりします。   

これには、いろいろな考え方がありまして、報  

告要旨集に書いたのですけれども、Coffey and  

Atkinsonの本をあげておきました（掛＝ これは質  

的調査の分析方法について善かれた本です。私は、  

この本に大変影響を受けました。この本では、分  

析のための特定の手順ということをいわずに、非  

常に柔軟にいろいろな方法を使っていけばいいの  

だと、そして、創造的に考えていけばいいんだと  

いうこと、ただ、その分析の手続きの手順として  

やったことはきちんと書いておかなければいけな  

い、自覚しておかなければいけないというような  

ことが書いてあるわけです二  

注）  

Coffey，A．＆Atkinson，P．（1996）．Making Sense of  

Qualitative Data：Complementary Research  

Strategies．ThousandOaks，CA：Sage．  

うというような態度を持ってもらえるのではない  

かという思いが私にはありました。   

ただ、この2つ、知識を生産する体験と知識を  

尊重する態度ということは、別に質的調査でなく  

ても量的なものでも十分にできるわけです。質的  

調査ならではというのは、ソーシャルワークとの  

親和性ですね。ソーシャルワークの質的研究で有  

名なRiessmanという人がいます。その方が  

sympatheticconnectionという言葉を使っていま  
す川一） 

。質的調査というのは、当事者の視点から世  

界を見ていく。対話の中で当事者の世界を深く掘  

り下げていく。当事者と深く関わりながら理解し  

ていくという観点があるわけです。これは非常に  

ソーシャルワークに近いと思うのです。ソーシャ  

ルワークの精神に近いと思います。そういう意味  

でソーシャルワーク、社会福祉の援助技術論に関  

心がある方は、きっと質的研究・質的調査にも関  

心があるだろうと思うのです。私もその1人です。  

注）  

Riessman，C．K．（1994）．Preface：Making Room for  

Diversltyin SocialWork Research・1n  

C．K．Riessman（Ed．），QualitataiveStudiesinSocial  

Work Research（Pp．Vii－XX）．Thousand Oaks．  

CA：Sage．  

だから、学生たちにも質的研究を体験してもら  

うことで当事者の視点から世界を見る、当事者の  

世界を対話を通して掘り下げていく、そういった  

ソーシャルワークでも大事なことを質的調査を学  

ぶことによって学んでもらいたいなという想いが  

私にはあるわけです。以上、この3点の想いを抱  

いて質的調査のゼミをやっていたわけです。   

さて、次に実際に私がどのように敢えていたの  

かということを簡単にお話しします。まず、質的  

調査にはいろいろな方法がありますが、私は、質  

的インタビュー法に限定しております。私自身の  

研究でもインタビューを中心にして行っておりま  

すので、実際に学生にインタビューに行かせて、  

インタビューを録音して、トランススクリプトと  

いうテープ起こしをした物をつくらせて、それを  
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この本が出た1996年というのは結構大事な年  

で、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれ  

ども、1990年代半ばくらいに質的調査のためのソ  

フトウェアがずいぶん流行ったのです。たとえば  

NUD．ISTとかATLAS．tiというソフトウェアがあ  
ります（注） 。これは質的調査のデータを分析するた  

めのソフトウェアです。日本語でも使えますから  

私も使っています。で、90年代半ばにそういうソ  

フトウェアが流行ったときに、データをそこに入  

れればコンピューターが全部やってくれるんだと  

いうような考え方が一部の人の間で広がったわけ  

です。そういうことで、96年くらいに、「やはり  

そうではないのだ。そんなコンピューターがやる  

ものではなくて、人間が創造的にやるものなのだ」  

ということが、この本が出てきた背景になってい  

るようです。結局、質的調査のソフトウェアブー  

ムは去ってしまったのですが、そういうような背  

景があって善かれた本なので、非常に柔軟に分析  

方法を考えています。それを私は使っています。  

ですから学生たちには何度も何度もインタビュー  

の記録を読み直して、いつもデータを参照しなが  

ら論議を進めていくというようなことを勧めてお  

りました。  

注）  

NUD．IST（QSRN6）とATLAS．tiについては  

http：／／www．scolari．co．ukに詳しい説明がある。，  

もう一つは、先行研究との結びつきを強調した  

のです。これも、報告要旨集に書きました  

Silvermanという人の本にすごく影響を受けてい  
ます（蘭 

。一般に研究は先行研究をきちんと整理し  

て、それをふまえて調査研究をやっていくという  

ことが大事なわけです。それをSilvermanは強調  

しているわけです。そして、調査論文の結論とし  

ては、自分の調査で出てきた結果を先行研究の理  

論に結びつけていなければならないということを  

ずいぶん強調しています。私もそれを強調して、  

学生にそうさせるという方針でやっています。  

注）  

Silverman，D．（2000）．DoingQualitative Research：A  

PracticalHandbook．London：Sage．  

この質的調査で得た結論を先行研究の理論に結  

びつけていくということは、言うまでもなく研究  

の原則みたいなものだと思うのです、これが、先  

程いったフィールドは自由に選ばせたというとこ  

ろと矛盾してくるのです。たとえば、学生に老人  

福祉で質的研究を指導する。すると、指導する人  

は老人福祉についての知識を十分にもっていない  

と指導はできません。それから、児童福祉の質的  

調査、質的研究を指導するためには、児童福祉に  

ついての知識が十分なければ指導はできない。そ  

れは量的な研究について考えてみれば明らかで、  

たとえば統計の処理ができるとか、アンケートを  

上手につくるとか、そういった手法を知っていて  

も老人福祉の知識がなければ老人福祉についての  

量的な調査はできないです。それと同じように、  

質的調査もその分野での知識、自分が研究の蓄積  

を持っていないと質的調査の指導はできないとい  

うことなのです。そうすると、フィールドは自由  

に選ばせたという私の部分と矛盾してしまう。学  

生たちは自由に、いろいろな分野で質的な調査を  

やろうとしたのですけれども、私がそれを指導す  

るためには老人福祉も知っていなくてはならな  

い、障害者福祉も知っていなくてはならない、医  

療福祉も知っていなくてはならない、ということ  

なのですけれども、とてもではないけれども私に  

はそういうことができないし、どんな人も全ての  

分野に通じることはできないですから、これは無  

理だということがわかったわけです。以上、いか  

に自分が質的調査を指導してきたかということを  

お話ししてきました。その中で自分が直面してし  

まった根本的な問題というのはこういうことだっ  

たわけです。   

次に、もう少し実際的な問題について話したい  

と思います。まず、問題としては、学生が関心を  

持たないということがあります。はっきりいって、  

これはかなり深刻です－1「質的研究について教え  

ます」と言っても学生は誰も相手にしてくれない  
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ところに学生がインタビューに行くとします。そ  

のときに、現場のソーシャルワーカーが私のゼミ  

の卒業生であれば多少質的調査がどういうものか  

はわかっていると思いますけれども、実際には普  

通のソーシャルワーカーにインタビューをするこ  

とが多いわけです。そうすると、ワーカーさんは  

非常に親切にインタビューに答えてくれる。制度  

の話とかワーカーの業務の話、サービスの話、非  

常に良くやってくれる。本当に丁寧に説明してく  

ださるわけです。そして学生が「先生、インタ  

ビューに行ってきました。これが記録です」と、  

ぶ厚い物を持ってくるわけです。見たら、社会福  

祉の教科書に書いてあることそのままなのです。  

非常に丁寧に説明してくださっているのだけれど  

も、全然質的研究のインタビューのデータにはな  

らないわけです。でも学生は「いい勉強になりま  

した」と満足している。そういうケースは本当に  

たくさんあります。   

たとえば、質的調査のインタビューをすごく  

やって、結論としては、「ソーシャルワーカーは  

クライエントに対して傾聴の姿勢を持つことが大  

事だということがわかった。タライエントの自己  

決定を尊重することが大事だということがわかっ  

た」というわけです。それは教科書に書いてある  

ことなのです。そういうことを質的調査のインタ  

ビューで問題にしても仕方がないのです。でも、  

それが、なかなかうまくいかない。それがうまく  

いくためにインタビューの質問項目をゼミで  

チェックします。私もチェックします。やってい  

るのだけれども、やっぱりうまくいかない。   

その理由は2つあります。一つは、学生自身が  

質的インタビューとヒアリングとの区別がついて  

いないということです。だから、インタビューで  

制度の説明とか業務内容の説明をしてもらって、  

「いい勉強になった」と満足してしまうというこ  

とがあります。   

それから、インタビューがうまくいかないもう  

一つの理由は、たとえばワーカーの内面的な世界  

とかワーカーの中のサブカルチャーみたいなもの  

を探っていきたいわけなのですけれども、ワー  

カーはヒアリングだと思っていますから「君、そ  

ということがあります。こういう学会であれば  

「質的調査をやります」と言うと、みなさんは集  

まってくださるわけですけれども、学部の学生は  

そうはいかないということです。これは私が学生  

であってもそうだと思うのです。学部の学生は  

「老人福祉をやりたい。児童福祉をやりたい。障  

害福祉をやりたい」と燃えているわけで、「質的  

研究法をやりたい」というのはちょっと変わって  

いる学生ですね二 大学院生は別だと思いますけれ  

ども、学部の学生でそういうことに関心を持つの  

はちょっと…。変わっているから貴重だという意  

見もありますけれども。   

そういう結果、私のゼミには誰も来てくれない  

ということになってしまうわけです。国公立の大  

学だったら、学生が少なければ充実した授業がで  

きるということになりますけれども、私立大学の  

場合はそうはいかない。「何をやっているんだ！」  

ということになってしまうわけです。だから何と  

かしなくてはいけないということです。   

もう一つは、調査対象者を見つけるのが難しい。  

専門用語を使えば、フィールドへのアクセスが難  

しいということです。これは、5分から10分で書  

けてしまうアンケートに答えてくれる人を見つけ  

るのも難しいのに、質的インタビューだと1時間、  

長いと90分くらい話してもらうわけです。そんな  

ことを学生のためにやってくれる人は滅多にいな  

いです。私は自分のゼミの卒業生にずっと「君ら  

は自分でインタビューをやったのだから、君らが  

ワーカーになったらインタビューを受けてよ」と  

いうことを何度も何度も言い聞かせていたので  

す。ところが、如何せん私のゼミは学生が少ない。  

卒業生も少ないのです。だからうまくいかないわ  

けです。それに、「テーマは自由に選んでいい」  

と言ったものですから、なかなかうまく私のゼミ  

の卒業生を選んでくれないのです。これはまった  

くうまくいきませんでした。   

それから、調査対象者を見つけたあとも結構問  

題でした。現場で調査の意図の説明が難しい。こ  

れはどういうことかというと、しばしば質的イン  

タビューはヒアリングだと思われてしまうという  

ことです。たとえば現場のソーシャルワーカーの  
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んなことを聞いてどうするんだ。そんなことは問  

題ではないだろう。もっと勉強してこい」と言う。  

学生は大先輩にそう言われてしまって、あとは  

ワーカーの心得を1時間くらい聞かされて「はい、  

はい」とメモを取っているわけです。そうすると  

インタビューで聞きたいことがうまく聞けないと  

いうことがあります。   

そういうと、教員がちゃんとインタビュー対象  

者に電話を入れて、フォローして、説明すべきで  

はないかというご意見もあると思いますし、そう  

だと思うのですけれども。ただ、質的インタ  

ビューを受けたことがある方はどれくらいいらっ  

しゃいますかね。あまりいないと思うのです。私  

も受けたことがないです。だから「質的インタ  

ビューをやります」と言っても、なかなか理解し  

てもらえない、イメージが伝わりにくいというこ  

とがあると思います。   

では、ワーカーではなくて当事者にインタ  

ビューを受けてもらえばいいのではないかと思わ  

れるかもしれませんけれども、やはり当事者に受  

けてもらうということは当事者の負担が大きいわ  

けですから、それは避けたいなと思ってきている  

わけです。以上、私が直面している問題を3つば  

かりあげさせてもらいました。   

最後に、質的研究を学部の学生に教えるにあ  

たって、どうやってこうした問題を乗り越えてい  

けばいいかということを、私なりに、自分の例と  

して話させていただきます。一つは、特定の分野  

に限定するということです。質的調査のゼミとい  

うと、今言ったように学生が興味を持ってくれな  

いわけです。質的調査ということを出せば難しい  

のではないかということです。学生の興味を引き  

出すために、特定の分野に絞ったゼミをやって、  

そこの分野の中で質的研究はこんなに役に立つの  

だということを示す。そういった質的研究の例を  

出して、質的研究が役に立つということを示して、  

そして質的な研究のすばらしさを伝えていきたい  

と思っています。   

特定分野に絞るもう一つの理由は、先行研究と  

のつながりを指導するためです。先程言いました  

けれども、研究を指導するためには研究方法論を  

知っているだけでは不十分で、研究対象論、研究  

をする対象の知識を十分に持っていないと研究の  

指導はできないわけです。ですから、ただ質的調  

査法という方法論を知っているだけでは研究の指  

導はできないわけです。私は、自分の研究分野と  

してはセルフヘルプグループということをずっと  

やっているわけですから、今度からはセルフヘル  

プグループというものを題材にして質的研究を学  

生にさせてみようかなと思っています。   

もう一つのアイディアとしては、インタビュー  

の対象をグループにするということです。学生の  

インタビューを個人で受けると大変負担が大きい  

ということで、実際に迷惑をかけているのです。  

卒業生も私から「お願いします」と言われたもの  

の、迷惑をしているみたいなのです。メールで抗  

議されたこともあります。でも、グループを対象  

にすることによって、インタビューを受けて下さ  

る方が毎年変わることによって、それほど負担に  

思われないのではないかという希望を持っていま  

す。毎年同じグループにインタビューさせてもら  

うことによって、質的インタビューとはどんなも  

のなのか、それがヒアリングとはどう違うのかと  

いうことを理解してもらえるのではないかと思っ  

ています。   

それがうまくいけばアクションリサーチという  

ことで、実際に調査対象者の人と一緒に調査企画  

をして、そして問題解決に取り組むというような  

調査もできるのではないかという期待をしていま  

す。また、そのときに、エスノグラフイーという  

質的調査の一つの方法なのですけれども、一つの  

グループのサブカルチャーを調べるというような  

手法です。そういったものが使えるのではないか  

というふうに思っています。   

結論としては、こうしたいなという決意表明み  

たいなものばかりで、みなさんの役に立つかどう  

かわかりませんけれども、私の失敗談から皆様の  

質的調査法の教授法の向上になればと思います。  

ご静聴ありがとうございました。  

（高橋先生）   

ありがとうございました。是非、岡先生のゼミ  

－ 80 一   


