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インタビューにおける実践性 

 

―「聴き取る／聴き取られる」という相互行為がアイデンティティ形成にもた

らす作用― 
 

 

南 出 吉 祥 
 

（2017 年 11 月 30 日受理） 

 

Practices of Narrative Approach for Identity Formation in Interview 
 

Kisshou MINAMIDE 
 
 

はじめに 

 

社会的に周辺化された人びとに対する調査においては、インタビューをはじめとする

質的調査がきわめて重要な位置づけをもっている。公的な統計などではうまく掬い取れ

ない実態や当事者の意識を明らかにしていくことで、既存の理論・言説への修正を迫っ

たり、各種政策課題などに活用されたりしていく。 

他方で、質的調査にはそうした学術的意義をもたらすという側面だけでなく、調査対

象者自身の生活世界に何かしらの影響をもたらすという側面がある。人を対象とした調

査の場合、それは単なるデータ収集にとどまらず、その人の人生への介入となるのであ

る。実は質的調査に限らず、量的調査においても同様のことは生じてくるが、とりわけ

「人と人」としてかかわり、個別具体的な「その人」が問われてくる質的調査において

は、その度合いは大きい。 

社会的に周辺化された人びとであればあるほど、外部者との接触の機会それ自体が限

られており、調査者との関係そのものも重要な社会資源となる。実際に、調査者と調査

対象者という関係性ではありつつも、調査とは別のかたちで直接的な支援や情報提供を

行なうような場面も生じうる。 

しかし本稿で焦点を当ててみたいのは、調査外でのやり取りだけでなく、調査そのも

のに内在する実践的意味である。日常生活の外部から、自分自身に対する関心が向けら
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れるということ、そして自分の話をじっくり聴きとられるということは、そのこと自体

が当人の自己形成において重要な意味をもつ行為となりうる。調査の主たる目的として

は、あくまで当事者の置かれた実態を明らかにすることに置かれており、当事者の変容

を企図した相談支援とは位置づけが異なっているものの、それが当事者にもたらす機能

としては、きわめて似たような作用をもたらすことも少なくない（もちろん、マイナス

の作用をもたらす結果となることもありうる）。 

そうしたことを踏まえ、本稿では「聴き取り」という行為が当人の自己形成にもたら

す実践的意義を明らかにする。近年では、「ナラティブ」（物語、語り、声）を通じた支

援実践のアプローチや、質的研究における調査者の立ち位置・実践性などがさまざま議

論されるようになってきているが、そのことの意味と実態を、筆者が実践および調査で

かかわってきた若者たちの実情に即して追ってみたい。 

以下、まず第１節では、社会の不安定化に伴いあらためて問われるようになりつつあ

る「アイデンティティ形成」について、理論動向を整理するとともに質的調査から窺え

る実態を探る。そして第２節では、意図的介入としての「相談支援」に注目し、それが

アイデンティティ形成に与える影響を確認する。第３節では、社会調査としてのインタ

ビューによって被調査者が「聴き取られる」ことがもたらす作用を検証し、その実践性

を明らかにする。さらに第４節では、インタビューにおける調査者自身の立ち位置に着

目し、「準備する／聴き取る／まとめる」という行為に内在する自己形成作用を分析す

る。それらを通して、「聴き取る／聴き取られる」という相互行為がアイデンティティ

形成にもたらしうる作用とその意味を明らかにしていく。 

 

１．社会の不安定化とアイデンティティ形成 

 

（１）アイデンティティ形成をめぐる理論課題 

社会全体の不安定さが増しているなか、社会的な立ち位置が不確定な状態のまま生き

ざるをえない若者たちが増加しており、中長期的な時間展望や持続的な関係性など、ア

イデンティティを形づくるための諸資源が得づらい状況に置かれている。かつてであれ

ば、学校と企業による囲い込みの形態で、良くも悪くも多くの若者たちには一定の「社

会的標準」が用意され、それに伴う自己像の構築が可能となっていた。しかし 1990 年

代以降の雇用構造の転換および社会全体の貧困化に伴い、「社会的標準」は縮小・解体

しつつあり、そこから排除されアイデンティティを確立しえない状態に置かれる若者た

ちも増えてきている。 

しかし他方で、それら「社会的標準」は実態として機能しなくなりつつあるにもかか

わらず、それに代わる別の標準（移行モデル・社会的処遇など）が見出されているわけ

でもなく、枠の狭くなった従来型の「標準」が、いわば「規範」として若者たちに押し
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付けられ抑圧を生み出しているという状況もある。そこで生じているのは、画一化され

た「標準」の枠組みの狭さにより、そこに収まりきらない個性が抑圧されてしまうとい

う問題性（管理社会化の進展とともに続いてきた日本的抑圧構造）に加え、もはや標準

ですらなくなった「普通」というものが、生まれ持った資源や環境、個々の努力に負う

ことなしには享受できないものとなり、そこから離脱・排除される者が多数出てきてし

まうという問題性である。 

この「抑圧」と「排除」とが同時に進行する現代社会において、アイデンティティの

形成はいっそう困難な作業となる。そもそもアイデンティティとは、①社会の側から規

定されてくる自己像（環境）としての”Social Identity”、②他者との相互作用のなかで積

み上げられてくる「振る舞い方」（行為）としての”Personal Identity”、③自己内において

主観的に生成される意思・志向性（主体性）としての”Ego Identity”という３つの次元の

往還関係として整理・把握しうる1が、①の解体が著しい社会状況下において、アイデン

ティティ形成は③の次元が過度に強調されていくこととなる。そして本来的には①と③

の「あいだ」に成立してくるはずの②についても、③によりコントロールされるべきも

のとして意識されるようになっている。つまり、社会そのものが不安定・不確実な状況

においては、そのつど変容する社会環境に合わせ、たえず自己像を捉え直し再構成しな

がら、柔軟に対応をしていかねばならなくなるということである。その構図を端的に示

したのが、Ａ・ギデンズの「再帰的自己」概念2であり、社会のなかから「自明性」が失

われていくなかで、個々人は実存的不安に直面するが、それをやり過ごしていくための

所作として、ライフスタイルの絶えざる選択と更新が不可欠となっていくという診断が

なされている。 

他方で、①そのものは揺らぎ解体しつつあるものの、家庭階層やジェンダー、エスニ

シティなど、社会構造に起因する格差構造そのものは強く残っており、そのギャップが

問題をより複雑化させているという指摘もある。ファーロングらは、アイデンティティ

形成に寄与しうる資源は社会構造に強く規定されているという現実はありながらも、そ

のことについての社会的合意がなされないことにより、社会構造的問題が個人の問題と

して自他ともに認識されてしまうという「認識論的誤謬」が若者たちの間に生じている

という。そのような状態がありながら、③（およびその派生としての②）を過度に強調

してしまうことは、結果として社会的な資源配分の格差を個々人の努力や内面の問題に

回収してしまいかねない危うさがあると批判している3。 

                             
1 James E, Cote, Charles G, Levine(2002) Identity Formation, Agency, and Culture, Lawrence 
Erlbaum Associates, Inc. 
2 Giddens, A（1991＝2005）Modernity and Self-Identity, Stanford Univ Pr.（＝『モダニティと

自己アイデンティティ』ハーベスト社） 
3 Furlong & Cartmel(1997) Young People and Social Change, Open Univ. Pri. 
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現代社会における若者のアイデンティティ形成について、こうした理論的課題が焦点

に据えられている現状があるが、直接若者たちに向き合いなんらかの働きかけを行なう

実践上の課題としては、やはり②の相互行為の次元が中心となってくる。一方には、社

会的規定の押し付けやそこへの適応を迫るだけに終始する実践（①に従属する②）があ

り、他方には「やりたいこと」を持てと強要され、自助努力を迫るだけの実践（③に従

属する②）があるという両極端な状況を超え、「他者とともにある自己」というアイデ

ンティティをいかに獲得していけるかという実践課題を探求していくことが求められ

ている。 

そうした実践課題は、一つのアプローチ・局面だけにとどまるものではなく、さまざ

まなやり取り・行為の総体として探求されていくべき課題であるが、さしあたり本稿で

は、なかでも直接的に「自己像」「相互作用」が浮き彫りにされる「自己語り」の局面

に限定し、他者との相互行為がアイデンティティ形成に及ぼす実践的意義について検討

してみたい。なおここで言う「自己語り」とは、単なる個人によるモノローグではなく、

面談による支援やインタビューなどにより、自分自身の生活や来歴などについて「問わ

れる―語る―聴かれる」という一連の行為全体を指している。 

 

（２）アイデンティティの揺らぎ・傷つき 

では、そうした状況があるなかで、アイデンティティ形成の危機に陥ってしまってい

る若者たちはどういった実情に置かれているのか。直面している社会環境・困難状況に

即して、「不安定雇用」「ひきこもり」「生活困窮」という側面からケースを見ていきた

い。 

 

【1】不安定雇用 

「一年前のことなんて、もう思い出せない」 

「25（歳）になってる自分とか、想像つかない」（20 歳時点） 

 

これは、筆者らがかつて実施した５年間にわたる継続的なインタビュー調査の対象者

のうち、不安定雇用に従事している若者が語ってくれた言葉である。かれらの詳細な職

業遍歴は以下の図表にまとめてあるが、これはあくまでインタビューで聴き取り確認で

きた範囲でのものでしかない。１年どころか数カ月の間に何度も職場が変わり、２～３

カ所同時並行で続けている場合も少なくない。それゆえ、聴き取りのなかで話してくれ

る記憶にも矛盾するところが多く、一緒になって記憶をたどりながら履歴を整理する作

業をすることも少なくなかった。 

非正規雇用・フリーターの問題について、かつては「定職に就こうとしない若者たち」

「職業意識の欠如」など、若者たちの意識に原因を求める言説が広がっていたものの、
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徐々に実態調査が進められるにつれ、労働市場およびその環境に起因する問題であるこ

とが明らかにされていったという経緯がある。事実、この調査においても、フリーター

の若者たちが従事する職場環境の劣悪さはさまざま浮かび上がってきており、その是正

は社会的課題として急務の問題となっているが、当人たちを主観レベルで最も追い詰め

ていたのは、賃金の安さや働かせられ方など個別具体的な労働条件という以上に、就労

の場が細かく分断されてしまうことにより生じる、継続的な関係構築の難しさであった。

過去の蓄積の上に現在があり、その延長線上に未来が見通せていくという時間展望を持

てないなかで日々の生活を営んでいくという状況の不安定さが、家族関係や友人・恋人

関係にもたらす悪影響も随所に確認されていた。かれらにとって、かろうじて時間展望

を与えてくれる存在が友人関係であったが、それぞれが不安定な生活環境に置かれてい

る状況では、その持続性を担保しうる土台の維持も難しく、関係性も不安定なものとな

らざるをえない。そんな状態において、後述するように、５年間のあいだ、セミフォー

マルな形式においてかかわりを保ち続けられた本調査自体が、当人にとって重要なアイ

デンティティ構築のための資源となっていたのである。 

 

 
図：乾ら「『新時代』を働き・生きる若者たち」（『教育科学研究』第 24 号、2009 年）よ

り 

 

【2】ひきこもり 

「何て言ったらいいのか、目標とかも見えないというか。本当に 2008 年、2009 年とか

くらいまで、本当に全然出てなかったですね。髪の毛も全然、自分で切ったりとかし

てましたね。なんか外に出るのが恥ずかしいというか、なんか変な強迫観念みたいな、

なんかよく考えたらそんなことないんですけど。なんか当時のとき、おかしいという

か、知り合いとかが、皆すごい頑張ってるなって感じがしたんで、なんか余計なんか、

なんか出歩くのもなんかあれでしたね。なんかそうですね、完全におかしかったです
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ね。今よりやっぱりおかしかったです。電話も出ないし。今は出れますけど。電話か

かってきても出れないし、１年は完全にもう、全然まったく家から出てなかったです

ね。そんなに出歩くことも、もともとしてなかったし。それから２年、３年くらいし

てから、「いけないな」と思ったので、そこからまたアルバイトとか電話かけたりし

て、なかなか通らなかったり、受かっても何か、何年も経っていたから、精神的にお

かしいのか、肉体的についていけないのか、何て言ったらいいんですか、いちばん長

く続いたところを辞めてから三つくらいは出たんですけどアルバイトに。」 

（「若者の教育とキャリア形成に関する調査」より） 

 

【1】で見た若者たちは、あいだに一時的な無業期間を挟みつつも、どこかに職場を

得て働きつつ、同時に持続的な友人関係も保持しえていたが、一方で労働市場および友

人ネットワークからも排除され孤立している若者たちもいる。ここで挙げた若者は、【1】

とは別の調査で出会った若者で、３年間ほど無業・ひきこもり状態を続けている。無業・

ひきこもり状態の若者については、そこへのアクセスそのものが難しい課題となるが、

かれのケースはちょうど「これから再出発しよう」という決断をしていた際に、インタ

ビューの依頼が入り、引き受けてくれたという経緯がある。 

上記引用は、一定の事実経緯を尋ね、説明してくれている場面であるが、文面からも

うかがえるように、事実と解釈、当時の感情などが入り混じり、本人にもうまく整理が

つけられていないことがわかる。そして全体において、言葉がうまく出てこずに詰まっ

てしまったり、気持ちだけが前に出て未整理のままにとにかくしゃべり過ぎてしまった

り、当人の主観部分（③）と他者との対話という相互作用（②）との折り合い・往還が

うまくいっていない様子が強く表れている。こうした「語り」の難しさについては、ひ

きこもり状態の有無にかかわらず、ごく一般的な現象としても指摘しうるが、とりわけ

他者・社会との接点を奪われ孤立した状態に置かれた若者たちにとって、顕著に見られ

る困難性である。 

 

【3】生活困窮者 

そして当人が置かれた環境・これまで経てきた経緯によっては、他者・社会への不信

が蓄積され、「語る」「向き合う」という行為自体がなかなか難しい状態になることもあ

る。貧困や障害、家族関係などさまざまな困難が複合的に折り重なり、生活に行き詰ま

ってしまった人たちが訪れる生活困窮者支援の窓口では、「相談」という行為そのもの

がなかなか難しい課題になる場面も少なくない。まずそもそも、本名や住所など、個人

情報を一切明らかにしたくないという方もいるような状況で、たとえ相談の場にきてい

るとはいえ、支援に必要な情報が初めから得られるとは限らないし、場合によっては虚

偽・誤認の情報が含まれていることもある。障害や疾病により、うまく伝えられない場
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合も多い。そこで相談員に求められてくるのは、表面上の言語や振る舞い・情報だけに

振り回されることなく、まずは相手との信頼関係をきちんと構築していくことから始め

ていくスタンスである。 

これまで幾度となく裏切られたり見捨てられたりしてきたという負の関係性の蓄積

や、「もう後がない」という切羽詰まった状況から生じる不安と不信、焦りがないまぜ

になった状態では、落ち着いて話をするどころではないことも多い。また、生活上の困

難が複数あり、それらが複雑に重なり合うことで、それぞれの因果や課題の逼迫度合い

などが掴めなくなり、何から手を付けていいのか分からず思考停止状態に陥っていたり、

解決に向けて動き出すことに強い不安を覚えてしまうこともある。そうした当人の状態

に対し、変に先回りしてそちらに導いていこうとするのではなく、じっくり寄り添いな

がら一つひとつの課題を整理し、一緒になって解決に向けた手立てを考えていくという

ことが求められてくる。そしてまた、負の烙印で覆われてしまっている当人のなかにあ

る強みや生きがいを探り出し、そこを拠点に対応を考えていくという方法も取られたり

する。そのことは、生活困窮状態を抜け出していくために必要な道具的手立てとしてあ

るだけでなく、当人にとっての自己像・アイデンティティ回復においても重要な意味を

持っている。 

 

２．自己の（再）構築作業としての相談支援 

 

（１）相談支援における自己像 

以上のようなアイデンティティ危機・棄損の状態に対する支援の場における対応につ

いて、とりわけ個別の相談支援の実情から確認しておきたい。なお一口に「相談」とい

っても、その内実は相当に幅があることを確認しておく必要がある。各種行政サービス

など、個々人のニーズに即して情報を提供するだけで済むような対応も「相談支援」の

一例だが、前節でみたような困難状況に置かれた人びとへの支援の場合、そもそも課題

自体の理解・把握が難しかったり、把握していてもそれを伝えることに課題があったり、

対応する制度・サービスがなかったりする場合などもある。また、相談における対話・

やり取りじたいが重要な支援活動となる場合もあり、「相談支援」の射程は広い。 

そしてよりインテンシブな相談支援の現場において、相談のスタンスには大きく二つ

の傾向がある。一つは当人の内面世界の状態に重きを置き、困難な生活状況によりもた

らされる苦悩や葛藤、認識のありようや現実受容のあり方に対して支援を行なうもので、

主に心理カウンセリングや傾聴による対応がその中軸に据えられる方向性である。他方

で、当該の困難をもたらしている社会・生活環境そのものへの対応に重点を置いた相談

もある。主にソーシャルワーカーや法律家などによる相談はその傾向が強いが、当人の
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主観や感情よりは、具体的な生活場面の状況など、問題解決に向けた客観的な事実の整

理・収集に力点が置かれる。 

この両者のスタンスは、あえて極端化すれば「内面を扱う心理学／環境を扱う社会福

祉学」といった対比として描くことも可能であるが、前節で指摘した①“Social Identity”

と③“Ego Identity”との対比とほぼ重なり合うものとなる。実際の現場では、当事者の状

態やニーズに応じて、両者をうまく使い分けながら対応がなされているのが常であるが、

支援者側がどちらか一方のみに固執してしまったり、当事者のニーズとずれてしまった

りするような場合には、「支援者不信」や「支援による二次被害」などが生じてしまう

こともある。この両者をいかに結びつけ、②の“Personal Identity”（再）構築をサポート

できるのか、という部分が相談支援の重要な課題となっている。 

 

（２）ひきこもり支援現場における面談から 

そういった課題に対し、近年さまざまな相談支援の現場で注目されているのが「ナラ

ティブ・アプローチ」による支援である（浅野 2001、荒井 2014 など）。「自己語り」に

焦点を当て、そこに構築されてくる物語の再構築を通してアイデンティティの再形成を

図り、支援を行なっていくというアプローチである。それを以下では、ひきこもり支援

の相談現場を例にとり確認してみたい。 

ひきこもり経験のある若者の多くに共通するのは、ひきこもっていた時期において、

通常の生活状況にある時期と比べ、時間感覚が圧倒的に短くなっているという状況であ

る。「気が付いたら１日が終わっていた」とか「数か月間何もしていなかった」とか、

家で過ごしていた日々は「空白」としてしか言い表せない場合も多い。そこには、何か

しらの社会活動をしている人に比べ、「語るべき内容が見当たらない」（＝「語る」に見

合う活動をしていない）ということももちろん関係しているが、もう少し丁寧に話を聞

いていくと、単に具体的・物理的な活動のなさだけでは説明ができない様相も見えてく

る。ある日の過ごし方を尋ねた場合も、「ただ１日中ぼーっとテレビを見ていた」とい

うだけで、さらに見ていたテレビの内容も、ほとんどその内容は覚えていないという場

合も少なくない。実際のところ、テレビが見たくて見ているわけでもなく、しかし他に

することもないため手近にあるテレビをつけて過ごしているだけだということから、特

に中身を覚えていないという事情もある。しかし、「何もすることがない」という状態

と「何かしなければ」「働かなきゃ」という焦りが同時に自分のなかに生じてもいて、

ことはそう単純でもない。とりわけ、ひきこもり状態に陥った当初の時期は、とにかく

焦りや自己否定が襲ってきて、とてもボーっとしていられる状態にはないことも多い。

しかしその月日が流れていくにつれ、自己否定をする気力自体も奪われ、感覚自体が抑

え込まれた状態になっていく。そこには、社会規範による自己否定の侵入をどうにか食

い止めるため、ある種の防衛機制が働いているということを読み取ることも可能であろ
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う。 

そんな若者の状態に対し、面談では一緒に言葉を探しながら、自己の再構築の作業を

行なっていく。これまでの成育歴や就労経験などを中心に語ってもらうことが多いが、

過去の記憶は当人の主観と一体化し、今の自分を構成する否定的な物語として構築され

ている場合がほとんどである。その過去の記憶に対し、ひとまず当時の客観的状況を一

つひとつ洗い出しながら、「経験」を当事者から切り離し外在化する作業を行なう。と

りわけ、「構築された記憶」の枠組みからは漏れている部分について、ていねいに聴き

取り掘り起こしていく。 

その上で、当時の「事実」に相対した当事者の気持ちを一つひとつ確認し、それを適

切に表現しうる言葉を探していく。うまく言葉にならない場合も少なくないが、先回り

して勝手に解釈してしまうのではなく、相手の言葉を待ちながら、ゆっくり対話を積み

重ねていく作業となる。そして実際に出てくる言葉そのものに引きずられることなく、

その言葉を手掛かりにしつつも、あくまで焦点はその背後にある当人の思いに当てて、

それを適切に表現しうる言葉を一緒に探していく。その繰り返しのなかで、これまで否

定的にしか捉えられなかった自分の過去の経験に対し、「別の（解釈）可能性」が見出

されていき、これからの自己像を再創造していくステップに立てることとなる。 

こうした作業は、「過去の経験」だけでなく、リアルタイムのさまざまな活動への参

加後の振り返り作業においても展開される。支援現場では、フリースペースや各種プロ

グラム、ボランティア活動などへの参加を通して徐々に社会参加のステップを積んでい

くというのが通例だが、それぞれの活動（「体験」）をどのように自分のなかに落とし込

み、自分のものとしていくのか（「経験」）という部分が、自己像の構築およびその後の

活動展開において非常に重要なものとなる。この「体験」を「経験」に落とし込んでい

く作業に対し、過去に否定的な経験を積み重ねてきた若者であればあるほど、多様な側

面・解釈可能性の幅がある「体験」に対し、ネガティブな部分ばかりが目につき、（負

の）「経験」として記憶に残されがちになる。そんな若者に対し、場を共有していた周

りの仲間やスタッフから別の視点を投げかけられていくことにより、一人だけでは得ら

れなかった質の「経験」を確保することが可能になっていく。その作業が繰り返されて

いくことにより、徐々に自己のなかにも多様な捉え方ができる視座が養われるようにな

っていき、物語生成の基盤が出来上がっていくのである。 

 

３．「聴きとられる」ことがもたらす自己の変容―インタビューという実践 

 

こうした相談支援の現場でのアプローチは、まさに「支援」というかたちで意図的に

働きかけが行なわれる活動だが、近年では上記のナラティブ・アプローチへの着目とと
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もに、調査目的の「インタビュー」という行為自体が持つ実践的・臨床的意義が見出さ

れるようにもなってきている（斉藤ほか 2014）。とりわけ社会的に排除されがちな人び

とにとって、自分自身についてじっくり聴きとられ、語るという機会自体が限られてお

り、たとえ目的が社会調査に置かれていたとしても、当人にとってはインタビューに応

えるという行為そのものが貴重な経験となる。 

もちろん、一口に「インタビュー」と言ってもその内容・形態はさまざまあり、すべ

てが実践的な機能を持つというわけではない。事実関係の確認・収集だけに焦点化した

調査などの場合、それが自己像構築に寄与する側面はさほど多くないだろう。しかし、

当人の成育歴や気持ちの変容などに焦点を当てた調査では、そこでの語りは少なからず

構成的なものとなる。そこに、ナラティブ・アプローチ同様の機能が生成されてくる。 

なお、意図的な相談支援に比べ、データ収集という目的を主に置く調査の場合、でき

るだけインタビュアーが当人の語りに介入するということは避けられる傾向にあるが、

それでも当人が置かれている状況や心境をうまく引き出していくためには、インタビュ

アーも完全な「外部者」のままでいることはできず、当人の「語り」を構成する一当事

者としての立ち位置からは逃れられない。このことは、客観性が問われがちな社会調査

における「制約」として扱われることも少なくないため、社会調査における量-質論争の

大きな火種となってきた経緯もあるが、そこに「実践」という視座を差し挟むことによ

り、また別の捉え方も可能となっていく。 

 

（１）「振り返る」という非日常的行為 

そもそもインタビューという行為は、「相談」という場が非日常であるのと同様、き

わめて特異な非日常の経験である。インタビューで聴き取られる内容は、調査の設定に

よりさまざまであるが、その基軸にあるのは当事者の「認識」である。そこで収集され

るデータは、過去の出来事であれ現在の状況であれ、客観的・外在的な「事実」そのも

のではなく、「事実に対する当人の認識」という事実である。前節では「直接的な体験」

とそれに対する意味づけとしての「経験」を対比的に捉えたが、インタビューで浮き彫

りにされてくるものも、その対比でいえば「経験」となる。つまり、たとえ端的な事実

だけを語っていたとしても、それはそのインタビュイーなりの記憶の整理に基づいた事

実であり、そこには自己が投影されている側面があるということである。そして当人の

主観世界にも踏み込んでいく調査であればなおのこと、前節でみた相談支援での物語生

成同様、「聴く―語る」という対話を通じた協同的な自己像形成作業と連なっていく。 

その自己像形成において、とりわけ困難状況に置かれた人びとにとって大きな意味を

持ってくるのが、過去から来て現在へと至り、そして未来へと続いていくという自己の

時間展望の回復である。１．（２）【1】で見た不安定雇用の若者たちへのインタビュー

調査がその典型であるが、短期間での離職を余儀なくされたり複数の職場を掛け持ちし
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て働かなければいけなかったりという不安定な労働実態は、単に収入や労働時間など生

活サイクルが安定しないというだけでなく、人間関係や仕事の展望などがそのつど分断

されてしまい、自己像も不安定化させていく。自己像というのは、それぞれの状況に応

じて作られていく多様なものであるが、それが断片化し継続性を失っていくと、場面ご

と・時間ごとの自己像がそれぞれに自分のものであり、地続きなものであるという統合

の課題を困難にさせていく。 

そんな若者たちの日々の生活において、過去の断片的な記憶をまとめて思い出してみ

たり、さまざまな生活場面を一度に語ったりできる機会・相手、つまりは「他者にじっ

くり聴き取られる」という経験は、なかなか保障されていない。それに対し、インタビ

ューという行為は日常の外部から差し挟まれる自己像の語りの機会であり、状況や感情

を整理しながら聴き取ってくれるインタビュアーの助力を借りながら、語りによる自己

像構築を進めていくことが可能になるのである。 

 

（２）「外部者」としてのインタビュアー 

そして、相談支援とも一定重なる側面として挙げられるのが、「外部者」としてのイ

ンタビュアー、「非日常」としてのインタビューである。困難な状況に置かれた当事者

にとって、日々の日常で出会う他者は少なからずその困難の利害関係者でもあり、「近

しい人だからこそ、話せない」という話題も少なくない。そんな「日常性の重み」に対

し、インタビューという行為はあくまで日常の外側から持ち込まれてくるものであり、

だからこそ話せる話題や心情もある。とりわけ社会的にマイナスのレッテルを貼られが

ちな内容については、「その後」を考えるとなかなか表明できるものではないが、日常

の外側にいる相手に対してならば、その重荷は除去することが比較的行ないやすい（そ

れでも抵抗感は大きく、それなりの関係構築が不可欠であるが）。そしてインタビュー

には一定の「枠」があり、インタビュアーからは「問いかけ」が投げかけられるし、そ

れへの応答が当事者の意図に反して遮られることもないという形式上の安心感が、いっ

そう語りやすさを生み出していくという側面もある。 

このことは、カウンセリングなどでも同様の機能を有しているが、なんらかのかたち

で自分の側から足を運んでいくという「支援」に比べ、向こう側からやってくる「調査」

は、いっそう外部性が高くなる。それは以下で述べる「支援へのアクセス」問題とも重

なるが、「語り」という行為における外部性というのは重要な要素となる。 

 

（３）相談機関へのアクセス回路としてのインタビュー 

さらにこうしたアプローチは、「支援」ということが持つハードルの高さを緩和する

という「支援へのアクセス」問題への対応としても注目されつつある。たとえば繁華街
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にたむろする女性たちへのサポート活動や電話相談などを行なう支援団体「NPO 法人

bond プロジェクト」の橘ジュンは、繁華街の街頭で女性たちに声をかける活動を実施

しているが、それは「支援」ではなくあくまで「取材」であるというスタンスを大事に

している（橘 2010）。家出少女をはじめとした、繁華街にたむろする若い女性たちにと

って、「支援者」というのは忌避される存在でもある。家庭や学校、地域に居場所を持

てず、そこから逃げるようにして街に出てきた若者たち、とりわけ 10 代未成年の子た

ちにとって、「支援」という衣をまとい寄ってくる人たちは、居場所なき地元・親元へ

連れ戻そうとする存在だったりすることも少なくない。そういった大人たちから身を隠

すように日々を過ごしつつ、自分を気にかけて面倒を見てくれる「やさしい」性産業の

スカウトの人たちに引き寄せられてしまいがちな女性たちに対し、その手前で出会い、

話を聴きとりながら関係性をつくっていくというスタンスの活動である。その場での活

動は、あくまで「取材」以上でも以下でもないが、後日あらためて時間を取ってじっく

り話す機会には、そこで日々の生活の窮状が語られてみたり、突発的な困難に直面して

相談の連絡が入り、そこから支援団体へとつないでいったりすることもある。 

後に見るように、「聴きとる」という行為自体が重要な実践的意義を持っているので

あるが、同時に「インタビュー」という形式自体がもつハードルの低さが、支援の壁を

超える手立て・回路として機能するということもあり、そのことの意味をあらためて捉

え直していくことが求められていると言えるだろう。 

 

（４）「自分のこと」から「社会のこと」へ 

こうした「支援」と「インタビュー」との違いは、単に支援の方向性というだけにと

どまらない。「支援」の場合、目的は「当事者」（の状態の改善）に置かれ、当事者は特

定の困難状態に置かれた「支援を必要とする人」という弱者的な位置づけとなる。それ

に対して「インタビュー」の場合、目的は「（困難状況を生み出している）社会」（の問

題性）に置かれ、それを実証・告発するための有益な題材として当事者が位置づけられ

る。その意味で、（社会の発展にとって）「自分の人生は聴き取られるに値するものであ

る」という社会的意義が付与され、「社会変革・社会改良」への参与者としての立ち位

置が確保されるのである。 

また、支援の場では「（私の）話を聴いてください」というように、当事者側がお願

いする立場となってしまうが、インタビューにおいては「（あなたの）話を聴かせてく

ださいませんか？」という具合に、お願いするのはあくまでインタビュアーの側となる。

あるいは、「支援を受ける」という受動的な行為ではなく、「調査に協力する」という能

動的な行為として意味づけることも可能となる。ここに、支援の場で生じがちな上下関

係の構図を問い直し、当事者の尊厳を担保しうる回路が開かれていく余地が生じてくる

のである。 
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４．「聴く」ことによる自己の捉え返し――インタビュアー自身の学びと成長 

 

そして、インタビューという行為は、「聴かれる側」だけでなく、「聴く側」にとって

も自己のありようを問い返し、影響を及ぼす機会となりうる。この部分は、社会調査に

おける調査者のスタンスや調査方法にかかわる問題となるが、とりわけインタビュイー

自身の主観世界にも踏み込んでいく調査の場合、インタビュアーの主観自体をまったく

除いて聴き取りを行なうことは不可能である。なかでも、調査者自身が当事者の一端と

してかかわってくるようなテーマの場合、その傾向は一層強くなってくる。 

その作用を用いて、若者支援の現場でも、「インタビュー活動」がプログラムの一つ

として企画設定されている場合もある。本稿では、NPO 法人文化学習協同ネットワー

クが 2016 年度に実施した「働くことインタビュー冊子づくり」の取り組みをベースに

しつつ、そこに含まれる機能を整理検討してみたい。 

この企画は、呼びかけに応じて集まってきた、ユースセンターで学生スタッフとして

かかわっている学生たちと、サポステでの支援を受けつつ、職業訓練を行なっている若

者たちとの合同メンバーから編成されており、普段から若者たちとかかわりの多いユー

スセンタースタッフが中心的なコーディネーターとなり実施された活動である。 

 

（１）事前作業――なぜそれを「聴く」のか、という自問 

まず、最初の数回では冊子のテーマそのものを決めていくため、各自が気になってい

るトピックについて出し合い、対話と議論を進めていった。このプロジェクトのモデル

となっていたのは、同団体が 2002 年に出していた『新しい働き方・つながり発見マガ

ジン カンパネルラ』（第 7 号まで発行）であり、各地各分野でオルタナティブな活動

に取り組んでいる若者へインタビュー取材からなる季刊雑誌であった。その総目次を確

認しながら、メンバーそれぞれの思いを出し合っていったが、「新しい働き方」という

よりも「普通の働き方」って何なんだ？ ということへの問いが膨らんでいった結果、

紆余曲折を経ながらも今は「普通に」働いている若者を対象に据え、インタビューを実

施することになった。そこには、2000 年代前半の時期とは違い、「新しい働き方」とい

うのは既に各所で注目され、ハイスキルな若者を中心にたくさん発信がされるようにな

ってきているという事情もあるが、それ以上に大きかったのは、メンバーそれぞれが抱

えている現状の問題意識があった。自分を偽り売り込んでいく「シューカツ」に違和感

を覚え、少し距離を取りつつ動いている学生、いったん大学を休学し、自分がこれから

どうしていくのか、多様な活動をしながら模索している学生、荒んだ労働現場の実情に

ついていけず、いったんひきこもり生活を送った後に支援機関とつながり、職業訓練を
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受けつつ次の進路に向けてトレーニングを積んでいる若者など、メンバーが直面してい

る課題の筆頭は「就職」の問題であり、より身近で具体的な労働の実態を掴んでみたい、

という思いがあった。「就職する」ということは、「これまでの自分を否定し、〔仕事が

できる自分〕という鎧をまとって戦っていくことだ」というイメージやそれに対する不

安が異口同音に語られ、それを払拭するための手掛かりを求めていた。 

そうした状況から、さまざまな現場で働く若者に対し、働き方やそれに対する思い、

これまでの経緯などを聴いていきながら、「働くこと」に対する自分たちの認識を問い

直していくこと自体を対象に据えて記事にしていこう、というコンセプトが固まり、実

行に移されていくことになった。 

そして、上記の内容をインタビューで明らかにしていくためには、どのような設定で

どのように問いかければいいのか、ということを皆で考え、出し合っていった。その質

問項目を考える場面でも、一つひとつメンバーそれぞれの思いが語られ、共有されてい

った。たとえば「なぜその仕事をしているんですか？」という問いは、シューカツ中の

学生にとっては「なぜその会社を志望するのか？」という問いに重なるし、バイトをし

ている学生にとっては「なぜそのバイトをしてるのか？」という問いにもなる。そこか

ら、「バイト先はただ家に近かっただけで、別にその仕事である必然性はなかったし、

たまたまでしかない」という声が出てくると、「インタビューでもそういう回答が出て

きたとき、それで終わっちゃっていいのか？」などの問い返しがされるなど、自分自身

の状況と照らし合わせながら、質問内容とその問いかけ方、順序に至るまで、ていねい

に議論しながら作り上げていった。 

また、質問内容に対する自らの答えというだけでなく、「なぜそれを問うのか？」と

いう前提部分にも問いは生じてくる。ごく一般的な問いについては、さほど問題にはな

らないが、より本質に踏み込んでいくような問いの場合には、その問いの設定自体が聴

く側の問題意識の反映にもなるわけで、問いの前提をどのように言語化し説明しうるの

か、ということが皆で議論されたりもした。実際のインタビューの場でも、問いの前提・

導入としてインタビュアー自身の経験や思いがかなり詳しく話され、それに対してイン

タビュイーがコメントを返すような場面も何度か生じていて、まさに双方向からなる言

説空間が生成されたりもしている。 

いずれにせよ、この事前段階での作業自体が大きな学びと気づきの場面となっている。 

 

（２）インタビュー現場――「二重の自己」の自覚 

そして、現場におけるインタビューという取り組みに固有の実践的学びもある。イン

タビューを遂行していくためには、通常の日常生活ではあまり経験しない「２つの自己」

を同時に駆動していくことが必要になる。一つは、時間内に必要な項目をどれだけ聴き

出していけるかという「調査者」としての自己であり、やや外在的な立ち位置から話を
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聴き、対話を進行させていくという役割である。しかし、それ一辺倒ではごく表層的な

聴き取りしかできず、特に感情なども絡む主観部分には踏み込んでいけなくなる。そこ

で必要になるのは、その場で生起される「対話空間」に埋め込まれている自己という側

面であり、話の流れのなかで出てくる「問わず語り」やあいづち、咄嗟の追加質問や自

分語りなど、その場に応じた対応を進めていこうとする志向である。 

前者については、聴き取りのなかで生じてくる感情（共感・違和感ともに）には流さ

れず、「無知の姿勢」でどこまで問いかけをしていけるかという部分が重要になる。イ

ンタビューの中でしばしば生じる難しさとして、「わかったつもり」という課題がある。

その場の言語外の雰囲気含めたコミュニケーションにより、相手の言いたいことがその

場では理解しえたとしても、それが事後的に記録を起こしていくと、相手の言っている

ことが何を意味しているのかが掴みづらいデータしか残っていない、という問題である。

その問題を回避しつつ、あくまで聴きたいことをうまくインタビューで拾い上げていく

ためには、「聴き手」としての第二者ではなく、「社会的存在」としての第三者的な立ち

位置（ストレンジャー）が常に問われてくるのである。 

それに対し、後者の立ち位置は真逆であり、相手との具体的関係性の下に成立してく

る自己を大事にするスタンスであり、話の流れのなかで自身に湧き上がってくる感情そ

のものを用いて相手に向き合うものである。調査方法論上では、「ラポール」と呼ばれ

る対象者との関係構築の問題であるが、前節までで述べてきたことと同様、「インタビ

ュー」という営為の協同実践者としての立ち位置としても捉えうる。前者の「社会的存

在」と対比すれば、「関係的存在」としての自己とすることもできるだろう。 

こうした二重の自己の同時並行という経験は、単にインタビュー実践だけの話にとど

まらず、普段の日常の現場に内在しつつ、状況を冷静に捉える視点も持つという生活ス

キルとしても効用を発揮する。日々の生活で生じてくる悩みや不安は、大なり小なり常

に発生してくるものであるが、自己の内面世界のみではなかなか活路が見出せず、いっ

そう混迷が深まってしまう場合も少なくない。それに対し、少し外側の視点から現状の

自己を捉える視点が導入されることにより、少なくとも袋小路に陥ってしまうことは避

けられる。２節で確認したような相談支援の活動は、自己悶着に陥ってしまった相談者

に対し、支援者側が「外部の他者」として向き合い対話を交わしていくことにより、新

たな自己像を立ち上げていくというプロセスである。インタビュー実践のなかで学習さ

れていく「自分のなかのもう一人の自分」「２重の自己」という立ち位置は、その意味

で自己内対話をうまく交わしていくためのツールとして機能しうる。この側面は、即座

に影響が出てくるものではないが、今後の生活において、少しずつ効用をもたらしてく

るものだと言えるだろう。 
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（３）事後の作業――「記録をまとめる」という行為 

こうしたインタビュー調査を終えた後も、さらに作業は続いていく。むしろメンバー

にとって、最もしんどい作業となるのが、インタビュー後の記事づくりである。聴きと

った一次記録を元に、「インタビュー記事」としてまとめ上げていくのであるが、今回

は「自分たちのなかにあるモヤモヤを解消するため」という企画趣旨に照らし、インタ

ビュイーの語りを中心に構成するタイプの記事ではなく、取材側＝書き手側の感じ方を

主軸に据えて文章を構成する形式で記事を書くことになった。 

とはいっても、インタビュー実施とそのデータだけでは、記事を構成するストーリー

は描けない。インタビュー後、記事作成に至るまでのプロセスは以下の通りである。ま

ず今回の調査では、インタビューが終わるたびに、同席したメンバー同士で丁寧な振り

返りを行ない、「印象に残った部分」「そこから自分が感じたこと」などを皆で共有する

ことを続けてきた。そこから見えてきたおぼろげな焦点を手繰り寄せ、派生部分をそぎ

落としながら、大まかな流れやタイトルをメンバー同士で考え、筋をつくる。そこで練

られた筋を頼りにしながら、担当者が自分自身の思いや揺らぎを言葉にし、自分の言葉

で当該インタビューを物語っていく。途中、なんども筆が止まったり紆余曲折を経るた

びに、スタッフや他のメンバーとの話し合いを重ね、言葉をつづっていく作業を続け、

ようやく記事としてかたちになっていく。 

社会調査でも同様であるが、インタビューや参与観察で得られたデータは、データそ

のものは一つの客観的事実として存在するものの、調査者自身と完全に切り離された

「客体」というわけではない。当該調査の場に調査者自身が同席し、ともにその場を構

成している以上、たとえ対象者の語りの部分であっても、そこに調査者自身の存在が織

り込まれている（少なくとも、語る「相手」として関与している）。そんな調査データ

を切り取り編集していく作業は、必然的に「自分自身」を構成していく作業としても捉

えられる。 

さらに今回の取材記事は、「語ってくれた人の状況や思いをきちんと伝えられている

か」という客体の事項だけでなく、「どこまで自分の思いを表現できているか」という

主体の側の記録としての意味合いも含まれている。そのため、両者のバランスのとり方

が難しく、どちらか一方に偏り過ぎてしまうことも少なくなかった。また同時に、同世

代の若者を含め、多くの人に読んでもらうことを想定した記事である以上、「伝わるか

どうか」という社会的な観点も同時に要求されてくる。読者はインタビュー場面を共有

していないし、書き手がどういう人かも知らない他者であり、そういった人びとに対し、

限られた言葉でどこまで伝えられるのか、という課題も突きつけられた作業となってい

た。そのことは、先述した「社会的自己」をさらに外部から見つめ直す契機にもなり、

「社会のなかでの自己」を捉える視点ともなりうる。 

以上のような作業を繰り返していくなかで、自己の内面で抱え込み増幅していた焦り
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や不安が、周囲の仲間やインタビュイー、文章化されたテクストや読者などとの対話を

通して、少しは和らいでいった様子が「あとがき」にも記されている。もちろん、「就

職」という現実が突きつけてくる圧力は強く、そう簡単に不安を拭い去れるものではな

いものの、「とりあえず次へ」と一歩を踏み出していく際の助力にはなりえたのではな

いだろうか。 

 

まとめ 

 

以上、本稿では青年期のアイデンティティ形成という課題とそれが難しくなってきて

いる現代社会の状況に対し、「語り」という実践を通した自己形成のあり方について論

じてきた。それは一部の教育・治療関係のように、関係性やベクトルが固定化されたも

のではなく、双方向に作用しながら進んでいくものであるということを、「聴かれる―

語る」「聴く―問い返す」という両側からの自己形成プロセスにより確認した。 

今回題材にしたのは、相談支援にせよ調査・インタビューにせよ、日常とはやや離れ

た次元で、もともと「語り」に焦点が当てられた活動であったが、本稿の帰結を「意図

的な語りの場が必要だ」としてしまうのは早計である。実はこうした営為は、ごく些細

な日常生活のなかにも、インフォーマルなかたちで織り込まれているものである。なん

となくの雑談や声掛けのなかにある相互作用を通して、人は自己像を確立していくので

あるが、そうしたやり取りが交わし合える場・機会がどれだけ豊かに保障されているか

というのは、環境により大きく異なるし、格差も大きい。そして現代社会においては、

個人個人が分断させられる一方で、強固に縛り付けられてしまう状況が全般においても

広がっており、インフォーマルなやり取りが生成しうる場・機会そのものが脇に追いや

られてしまっている。 

アイデンティティ形成という発達課題に向き合う青年期において、仲間や他者との

「語りの場」がごく自然発生的に生起しうるような場をどれだけ豊かに保障しうるか。

それが、青年期に向き合う大人たちに課せられた役割であり、それが著しく奪われてい

る現代社会の課題である。 
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