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非行について考える市民講座の実践報告
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抄　録

　未成年が逸脱行動を行う「非行」は，市民に不安をもたらす社会問題の一つである。

　今回，筆者らは，非行経験者を含む市民を対象として，「非行について考える」講座を実施した。月 1 回，計 3 回，

約 120 分の講座を実施し，非行の経験者 4 名を含む，延べ 14 名の参加が得られた。各回では，非行理論等につ

いての講義の後，「非行をする意味」についてディスカッションを行った。その結果，非行をする意味は，非行

の段階や文脈によって変化する多様なものであること，非行をすることは，その行為の主体者にとっては，肯定

的な意味も多くあり，社会一般的な意味とは異なること，今回のような形態の講座は，元当事者にとっては，肯

定的な経験となり，市民にとっては，非行に対する理解を深める機会となりうるということが示唆された。

　非行の意味に着目することで，罰や矯正の対象として捉える視点とは異なる，非行理解の可能性が示唆された。
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表１　少年法上の非行少年の定義

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　13 (1) 　67 － 77　2013

１　緒言

　未成年が犯罪や逸脱行動を行う「非行」は，市民が

不安を抱いている社会問題の一つである。内閣府が

平成 22 年に実施した世論調査 1）では，少年非行が概

ね 5 年前と比べて「増えている」との回答が全体の

75.6％であった。これは，平成 17 年～ 22 年の少年刑

法犯の検挙人員並びに少年人口比の検挙人員が減少を

続けていること 2）とは対照的な結果である。検挙数

と市民が認知する少年非行との含む範囲に差異がある

可能性もあるが，国民が非行問題について不安を持っ

ており，現行の少年司法の結果としての非行問題の改

善を実感していないことを示唆していると思われる。

　吉川 3）は，WHO 憲章前文の健康の定義「健康とは，

病気でないとか，弱っていないということではなく，

肉体的にも，精神的にも，そして社会的にも，すべて

が満たされた状態にあること」をふまえ，非行・犯罪

問題も健康問題の一環として考えるべきことを指摘し

ている。

　作業療法士は，作業を通じて人々の健康と安寧を

促進する専門職であり 4)，海外ではストリートチルド

レンに対する介入実践 5）なども存在し，社会問題も

フィールドとして捉えるようになってきている。

　今回，筆者らは，非行経験者を含む市民を対象とし，

作業の視点を重視した「非行について考える市民講座」

を実施した。本報告では，既存の主要な非行に関する

理論について述べた上で，講座の内容と結果について

考察を加える。

２　研究背景
　

2.1　非行の定義

　非行は，広辞苑 6）では「①道義にはずれた行い。

不正の行為。②特に青少年の，法律や社会規範に反し

た行為」，社会学辞典 7）では，「各時代ないし各社会

の規範に反する一切の行為」と定義されている。これ

らの定義から，非行の基準は，道義や規範にあり，時

代や所属する社会によって該当行為が変りうる曖昧さ

を内包していることがわかる。

　現代日本での非行についての定義として，最も公式

に知られているものは，少年法 8）の定義である。少

年法では，「非行少年」を定義しているが，行為とし

ての「非行」の定義としては，①犯罪行為（14 歳以

上で行った刑罰法令に触れる行為）②触法行為（14
歳未満で行った刑罰法令に触れる行為）③ぐ犯行為（犯

罪を行うおそれが強いとみなされる行為）の 3 種類に

大別できる（表 1）。

　さらに，警察の運用上 9）では，「不良少年」（上述の「非

行少年」には該当しないが，飲酒，喫煙，深夜徘徊そ

の他自己または他人の徳性を害する行為をしている少

年）も取り締まり対象としている。

　道義や規範の認識は人によって異なる。今回の講座

では，市民が議論する上で，一定の枠組みが必要であ

ると考え，少年法上の定義と警察運用上の定義に該当

する行為を非行として定義し使用したため，本報告で

も同様の定義を用いることにする。

　

2.2　非行理解と臨床に関する理論

2.2.1　非行関連要因

　米国政府による World youth report10）において，少年

非行や犯罪行為は，複雑で混乱した世界の中で，子供
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表２　主要な非行のプロセスに関する理論
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が大人になるにあたって生ずるものであり，その背景

には様々な要因が絡んでいると述べられている。

　日本における非行関連要因の推定に参考となる資料

に，「非行原因に関する総合的調査研究」11）がある。

これは，公立の中学校や高校に在籍する生徒（一般

群）と非行少年（非行群）を対象とした自記式の質問

紙調査であり，1977 年より約 10 年毎に実施されてい

る。2010 年の結果では，非行少年と一般少年の回答

に一定以上の（20 ポイント以上の）差があった項目

は，持ち物（4 冊以上の辞書，本棚，自分の机をもっ

ていない），親友を得たきっかけ（学校ではなく街で

知り合った），友達との過ごし方（友達とは車やオー

トバイに乗る），朝食の頻度（朝食はほとんど食べな

い），小遣いの使途（小遣いは主に酒，タバコにつか

う），成績（成績は悪い方である），スポーツ能力（ス

ポーツ能力はある方である），クラスの中での人気（ク

ラスの中で人気がある方），家での勉強時間（ほとん

どしない），進学希望（高校まで），地域社会の状況（地

域の中で酒やタバコを買うのは簡単）が挙げられてい

る。これらは，非行を生起させる要因ではなく，非行

に親和的なライフスタイルを表しているとも考えられ

るが，学校への適応の悪さや，地域の規範意識が関連

要因である可能性は読み取れる。

　小林は 12），この非行原因に関する総合的調査研究

（1999 年まで）の結果と，米国で実施された青少年の

暴力に関する縦断的研究である，「米国保健福祉省調

査報告書」13）の結果を比較し，共通点として，①本

人の要因：衝動性の高さと，逸脱的メディアとの接触

の多さ，②家庭要因：親の養育機能不全，親子間の情

緒的結びつきの弱さ，③学校関連要因：学業不振，友

人関連要因として遵法的な同輩からの阻害，④地域環

境：インフォーマルな統制機能の欠如をあげている。

　また，生島 14）は多元的な理解・アプローチを必要

とする非行臨床に適したものとして，生物 - 心理 - 社

会モデルをあげ，生物学的側面からは，遺伝や知能，

素行障害や発達障害などの，精神医学的診断に基づく

もの，心理学的側面からは，神経症的非行や精神分析

学に基づく力動的理解等，社会学的側面からは貧困，

学校からのドロップアウト，親の学歴格差や社会状況

等を，アプローチすべき側面として挙げている。

　以上のように，非行には多様な要因が関連すると考

えられている。

　

2.2.2　非行のプロセスに関する理論

　非行関連要因が非行行動を生起させ，持続させるプ

ロセスに関する理論は，社会学と心理学の学習理論を

ベースに 1960 年代に発展し，諸説みられる。ここでは，

小林 12）が非行の説明理論の基本的な枠組みとしてあ

げた，①緊張理論，②文化学習理論，③統制理論，④

社会的反作用理論という 4 学説を代表的なものとして

記す。また，Moffi t 15）による発達類型論に代表される，

発達過程としての側面を重視する立場も，有力な理論

であるためあわせて記載する。（表 2）
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1）緊張理論

　この理論では，自由意志ではなく，他の力によって

引き起こされた行為として非行をとらえ，非行を行う

本人の心理的葛藤（悩み，欲求不満，ストレスを非行

の原因と考える 12）。緊張理論はもともと Merton によっ

て提唱された説であり，アノミー論とも呼ばれる。こ

れは，成功目標達成の合法的手段が現実的に限られて

いるアノミーの状態において，合法的な手段では達成

が得られないことから，その解決法として非合法的手

段をとることを指す 16）。（例えば，実際に経済的に「成

功」できる人は一部であるために，逸脱した方法で目

標を達成しようとして犯罪が発生するなど。）米国で

は経済的成功の文脈で語られるが，日本においては，

学歴アノミーなど，学校での成功への接近可能性に

よって論じられることも多い 17）。

2）　文化学習理論

　小林 12）によると，文化学習理論の中で最初に提唱

されたのは，Sutherland & Cressey による分化的接触理

論であり，非行文化と接触し法律違反を好ましいとす

る定義を学習することによって非行行動が発生すると

している。Akers らは，オペラント条件付けの考え方

を応用して，非行を行った場合の仲間集団からの賞賛

や，離脱しようとした時の非難により，行動が強化さ

れるとする分化的強化理論を提唱し，Bandura は非行

のモデルを見ることだけでも学習が成立するとする社

会的学習理論を作った。

　また，非行下位文化論（Cohen）や分化的機会構造

論（Cloward と Ohlin）は，アノミー論と分化的接触

理論の統合を目指して提唱された説として位置付けら

れている 17）。

3）　統制理論

　Hirschi18）によって提唱された理論で，社会的絆（ボ

ンド）があれば，非行に至らない（不十分さがあれば

非行に至りやすい）とする説である。社会的絆には，

愛着（大人），忙殺（仕事や勉強），投資（未来への期待），

信念といった外的な社会的統制力と，自尊感情という

内的統制力がある 19）と言われている。

4）　社会的反作用理論

　Becker 20）による理論で，「非行少年」というラベル

を張られることで，結果として非行行動が強められる

とする説である。

　これに関連して林 21）は，非行の社会的意味の基盤

に少年と一般の人々の間接的社会関係とそれに基づく

一元的理解があるとして，接触を持たない状態での，

非行少年にまつわる負のイメージが，受け取り側の市

民による情緒的な過剰反応を引き起こし，非行処遇の

障壁となっていることを指摘している。

　また都島 22）は，人々により定義づけられたことに

より「社会問題」は発生するという社会構築主義の立

場から，学校教育の成立やマスメディアの影響によっ

て非行問題が作り出されている点を指摘している。

5）　発達類型論

　Moffi t 15）による理論で，発達の過程として非行を行

う群と，成人しても反社会的行動を続ける群があると

する説である。青年期限定群は，個人の成熟度と社会

的に許される行動範囲にギャップがあることで逸脱行

動につながるが，大人になると安定すると言われてい

る。

　

2.3　日本における少年非行に対する実践の変遷

　日本の少年非行に対する実践が，成人犯罪者に対

するものと区別され始めたのは江戸時代とされて

いる 23）。以降，現在に至るまでに，明治時代，敗

戦，1997 年の 3 つの転換点で整理できると考えられ

る。（表 3）

　明治時代には，フランス，ドイツの感化院の業績が

紹介され，留岡幸助による北見家庭学校等，私立の感

化院が，教育に重点を置いた実践を行った。この時代

には徳育や収入手段の獲得を目的とする教育的関わり

が実践され，国家が親に代わって教育を行う「国親思

想」が主流であった 24）。

　第二次世界大戦の敗戦後，米国の司法制度を移入す

る形で現行少年法が整備され，これを契機に，心理学，

社会学，教育学等の人間科学の視点が導入された。
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　敗戦直後の混乱期，1960 年代の高度経済成長期，

1970 年代の後半からの競争・管理主義的教育台頭期

のそれぞれに非行検挙数のピークがあり，凶悪犯罪や

窃盗から暴走薬物などに非行内容の変化はみられた

が，少年に対する介入には大きな路線変更は見られず，

従来の教育的かかわりを軸としながら，特性や必要性

に応じた集団を作り分類して処遇を行い，SST などの

技法を取り入れるなど，介入方法の充実が進んでいっ

た 12）25）。1997 年に神戸連続児童殺傷事件が起ったこ

とを契機に，少年法が厳罰化方向に改正された。また

本事件並びにそれに続く，一般的には動機の理解しに

くい少年犯罪において，発達障害と犯罪の関連性が指

摘されたこともあり，非行少年への対応において，医

療化も進んできている 26)。

　以上のように，日本の司法制度の中での非行に対す

る実践は，より科学的な基盤を求める方向に変化して

きているといえる。しかし，少年院処遇規則 27）第一

条に「少年院における処遇は ― 略 ― 紀律ある生活に

親しませ，勤勉の精神を養わせるなど，正常な経験を

豊富に体得させ，その社会不適応の原因を除去すると

ともに長所を助成し，心身ともに健全な少年の育成を

期して行われなければならない。」とあることに象徴

されるように，戦前から今に至るまで，基本的に国親

思想を中心とし，精神論的な価値観のもと，規律を学

ばせることにより子どもの問題性を除去する流れを踏

襲しているのも事実である。

　同時に制度的な問題として，日本の司法制度では，

一人の少年に複数の専門機関が，その時々に関わる形

態になっており 2）情報の共有化や，介入の連続性に

課題が残る。欧米では近年，少年を取り巻くシステム

全体に個別的にアプローチを行う，マルチシステミッ

クセラピー（MST）が開発され，成果が報告され始

めているが 14），日本では，少年と周辺環境の両者を，

個別にかつ縦断的にサポートできるような，包括的な

アプローチ体制は整えられていない現状にある。

　

３　講座内容
　

3.1　目的

　本講座は，非行経験を持つ者を含む参加者が，「非

行について話し合い，考える」作業を通して，非行を

より深く理解できるようになることを目的として実施

された。

　

3.2　受講者

　受講者の公募は，三原市が発行している広報への記

事記載と，三原シティカレッジ講座一覧の掲示及び配

布により行った。講座の受講対象者は，「いわゆる『非

行』等の経験があり，かつ次の一歩を踏み出したいと

思っている方，またはそのような人を応援したいと

思っている方」とし，定員は 10 名とした。また同時

に，元当事者の団体や支援機関に対しても呼びかけを

行った。結果として参加者は 1 回目 6 名，2 回目 3 名，

3 回目 5 名で，延べ 14 名であった。3 回全て受講した

人は 1 名，2 回受講した人は 2 名，1 回受講したもの

は 6 名であった。このうち，非行の経験者（以下元当

事者）は 4 名であった。

　

3.3　講座概要

3.3.1　講座形態

　県立広島大学の地域連携センターにて1ヶ月に1回，

約 120 分の講座を計 3 回実施した。司会進行は，作業

療法士である筆者が行い，他に作業療法士 1 名が運営

に参加した。

　

3.3.2　講座内容

　講座に先立って，①非行に関心のある地域の人同士

が出合い，②非行の意味について話し合い，③話し合

われた非行の意味を踏まえて，非行に関して自分たち

に出来ることを探して実践することを目指すことを参

加者に提示した。

　各回の前半 30 分は，筆者が「既存の非行理論」「非

行への取り組みの実際」「作業の視点からとらえた非

行」等について講義した。後半 90 分は，非行の意味

について各自で考えたのち，ディスカッションを行っ

た。参加者が主体的に参加できるように，「非行の意味」

を中心テーマとしながらも，文脈にあわせて，比較的

自由に非行に関連する意見交換を行なった。3 回目に

は，吉川 28) によって開発された作業の意味振り返り

シートを用い，いくつかの非行（例：暴走行為，喧嘩

など）を例として取りあげ，非行行動を作業として捉

えた場合の意味について話し合った。各回の終了時は，

参加者の口述する感想を聴取・記録し，3 回目終了時

に，アンケートを実施した。

　なお，ディスカッションの内容と感想・アンケート

の本研究での使用については，同意書にて同意を得た。

　

４　結果
　

　ディスカッションで得られた意見の要約，各回終了

後に語られた感想，及び終了時アンケートの記載内容

を質的に分析・整理したところ，以下の結果が得られ

た。

　

4.1　非行の意味

　得られたデータからは，非行の意味として，「仲間

との絆」「周囲への適応」「快を得る」「信頼の喪失」「不

快の発散」「自己表現」「向上心」「くせになる」「通過

するもの」があげられた。（表 4）
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4.2　講座参加の意味

　口述された感想およびアンケート結果からは，講座

に参加した意味として，「当事者としての喜び」「当事

者としての不安」「機会の重要さ」「理解の深まり」「非

行を考えることの難しさ」「課題の発見」があげられた。

（表 5）

　

５　考察
　

　今回は非行経験者が過去の非行を振り返る形であっ

たため，現在当事者である人にとっての非行の意味を

知ることはできなかった。しかし，経験者の意見であ

るため，当事者にとっての意味に近いものが含まれて

いると考えられる。

5.1　非行の意味の多様性と非行プロセス理論

　ディスカッションで得られた非行の意味を，さらに

文脈から，「非行のきっかけ」，「非行を繰り返し遂行

しているとき」，「非行から離脱しようとしているとき」

の，3 つのフェーズに分け，既存の非行プロセス理論

と対応させることを試みた。（表 6）

　きっかけのフェーズでは，“ 周りの大人とかに反発

する気持ちがあった ” などの「不快の発散」と，“ ま

わりがやっているからやったというところがある ”
“ すごい髪形とかの人とか，学校とか地域にいっぱい
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いて ” などの語りに見られるような「周囲への適応」

が非行の主な意味となると思われる。前者を説明出来

る枠組みは，学校や親との葛藤を原因とする緊張理論，

後者は，文化的学習理論である。

　遂行維持のフェーズでは，“ 楽しいばっかり。バイ

ク気持ちいい！ケンカ強いな！みたいな ” “ アイデン

ティティであり，存在確認 ” などにみられる，「快を

得る」ことや「自己表現」すること，また “ 強くなる

ために自分を鍛える ” といった「向上心」，“ 非行を

共にすることでより強い絆を感じられる ” などの「仲

間との絆」が中心的な意味となる。このフェーズでは，

一般的に人々が趣味などに夢中になる時と同様，その

活動から得られる肯定的な意味を強く感じ，追求して

いることが伺える。逸脱行為というスリルは非常に強

い快感となり，その行為の強化子になるものと思われ

る。仲間からの賞賛もおそらくこの学習を強めており，

文化学習理論の中でも分化的強化理論によって説明で

きる部分であると考えられる。

　離脱のフェーズでは，“ ある程度の年齢になったら

しなくなる ” “ 別に楽しいことや自分のやりたいこと

ができたら大丈夫 ” などの，非行行動が終息し次のス

テージへと向かう可能性を示す「通過するもの」，あ

るいは “ ずるずるとやってしまう ” といった「くせに

なる」ことが該当する意味になると考える。

　「通過するもの」に含まれた内容からは，発達類型

論と社会統制理論での説明が可能で，通過して次の作

業へ移行するに際して，社会統制理論で言う，「（自分

の未来への）投資」，「（親はじめ他者への）愛着」，「（や

りたい作業による）忙殺」，「信念」，「自己肯定」とい

う社会的絆が繋ぎ直される過程を，当事者自身も重要

であると思っていることが読み取れる。一方で，「く

せになる」には依存と同様なメカニズムが作用してい

るとも考えられ 29)，非行自体が，人によっては終了し

にくい作業である面を示していると考えられる。

　このように，非行を段階によってわけ，それぞれの

フェーズにおいて，当事者の主観的意味と，理論によ

る客観的理解を適合させていくことで，より非行への

理解が深まることが考えられる。

　また，非行行動別に意味を整理することも試みた。

例えば，同じ他者への暴行という行為でも，“ ケンカ

強いな！ ” “ スポーツみたいなもの ” に現れるような，

「快の追及」「向上心」が中心になる場合もあれば，“ 筋

を通す ” など「（所属集団など）周囲への適応」が中

心になる場合もあり，同じ非行行動であっても，人や

条件によって意味が大きく変わることが明らかになっ

た。Doris Pierce は一度限りの作業の経験（occupational 
experience）と，そこで行った作業は何かという活動

の概念（activity idea）を区別することを提案している

30)。今回明らかになった意味の多様さも，同じ活動の

概念（例えば他者への暴力）であったとしても，いつ

誰とどんな条件で行ったか等の文脈によって，経験が

それぞれ違っていることを表していると考えられる。

　以上のように，非行の意味は，非行の段階によって

質的な変化があり，他の作業と同様，個人や文脈によっ

ても多様性があることが示唆された。非行における関

連要因の多様さはこれまでにも指摘されてきたが，本

人が非行から得ているものや感じていることも多様で

ある可能性が示された。また，既存の非行プロセス理

論はそれぞれに有用であるが，このような多様な意味

を含む事象を説明するには，複数の理論を組み合わせ

ることが必要であると思われた。非行理解においては，

特定の要因への着眼や，特定の理論にとらわれること

なく，包括的に，かつ，その人その時に応じて柔軟に

考える視点が重要だと考えられる。

　

5.2　非行の肯定的意味

　経験者を中心に非行の意味を話し合ったことによ

り，非行には，「仲間との絆」，「周囲への適応」，「快

を得る」，「自己表現」，「向上心」等の肯定的意味も多

く含まれていることが示された。Csikszentmihalyi は，

作業に程良いチャレンジがあり，内的報酬があるとき

におこる，活動に集中し，のめり込んでいる精神状態

のことをフロー 30）と呼んでいるが，非行を行ってい

るときに精神状態には，フローに近い状態が得られる

こともあると推察された。

　非行少年に対する教育を「矯正教育」20) と呼んでい

ることに端的に現れているように，非行行動は社会一

般的には排除や統制，消去の対象である。しかし，本

人にとって肯定的な意味を無視し，否定的側面にのみ

着目しての，一方的な禁止や規制では，さらなる反発

を招くのみならず，人とのつながりや没頭する作業の

中断を招き，精神的な不健康や社会的孤立状態を招く

可能性もあると考えられる。　

　国連のリヤドガイドライン 31）は，少年非行につい

て，「子ども中心の方向性が追求されるべきである ―
単に社会化または統制の対象とみなされるべきではな

い」と指摘しているが，今回明らかになったような，

少年にとっての肯定的な意味も含めて非行を考えるこ

とは，子ども中心の方向性の追求に資するものだと思

われる。

　作業科学の分野では，すでに「落書き」など，一般

的には否定的に捉えられている作業の意味の探求が試

みられているが 32），本講座でも，非行を問題行動で

はなく，作業であると捉えてディスカッションをすす

めることで，非行という作業のもたらす，当事者にとっ

ての肯定的な意味に着目することができたと考える。

　非行を否定的側面のみではなく，肯定的側面からも

捉える視点を示すことは，非行少年を支援する現場に

おける，支援者の「非行問題の解決」という固定的な

視点からの転換を図り，各当事者を中心とする文脈を
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作り，当事者と支援者がよりよい生活を共に考え，協

働していくための基盤を提供すると思われる。

5.3　参加者にとっての成果

　本講座は，元当事者にとっては，非行を振り返り，

それを他者に伝達する経験となった。今回の参加者の

中で元当事者という立場で参加した人々は，“ 普段は

（非行のことは）伏せて暮らしている ”，“ 自己が否定

的に見られてしまわないかという不安もあった ” と述

べている。それにもかかわらず，元当事者から得られ

たデータには，“ とてもうれしい ” “ 清められる ” “ 自

分のしていたことを改めて考えるきっかけとなった ”
等の肯定的内容も見ることができた。これらは，①非

行の意味を振り返ることで，過去の非行を，現在の自

分とつながる，意味を持つものとしてとらえなおすこ

とができた，②自分の経験が，現在の当事者の更生や

社会のために役立つ意見と位置付けられたことで，自

己肯定感と贖罪意識が満たされたことにより引き起こ

されたものと考えられる。

　医学分野では，当事者研究 29）や自助グループ 30）の

効果が知られているが，犯罪更生の分野でも，元受刑

者が刑務所出所者の支援活動を行う東欧の「クリス」

や，少年院経験のある人々が少年院出院者の居場所づ

くりや社会啓発活動を行う，日本の「セカンドチャン

ス！」などの自助グループが存在する。これらのグルー

プでも，元当事者らが提供する支援の価値や，支援者

側の再犯予防の効果が認められつつある 14）。社会統

制理論では，非行を防ぐ社会的絆として「自己肯定感」

をあげているが，過去の非行という作業があるからこ

そ可能な，非行経験を語るという作業が，元当事者に

自己肯定感をもたらし，社会とのつながりを強める効

果があるとも考えられる。

　今回の講座では，元当事者と非行経験のない市民が

同じ作業に取り組んだことにも特徴があったが，講座

参加の意味の中には “ 普段考えないことを考える機会

となった ” “ 実際に経験した方の意見が聞けたことは

とてもよかった ” “ 考えることに意義がある ” “ こう

いう場が広がることが大事 ” 等の機会を重視する内容

や，“ 非行をする人にとっての非行の意味がわかった ” 
“ 成長過程のひとつ ” 等の非行理解の深まりを示す内

容がみられた。

　現象学的社会学の文脈で，非行の社会的意味につい

て，林 18）は非難感情・不安感情・排除感情を中核と

する人々の非行意識からくる反作用であるとし，少年

と一般の人々の社会関係（間接的社会関係）とそれに

基づく他者理解（一元的理解）を基盤とすると述べて

いる。つまり，匿名の一般化された「非行少年」が，人々

の情緒的否定的感情を引き出すということであるが，

今回は，「元非行少年」と場と作業を共有することで，

市民にとって「非行少年」の像がより具体的・個人的

なものに近づき，非行を単なる排除対象ととらえるこ

となく，前向きに考える契機を得，より深い理解につ

ながったものと考える。

　さらに，非行を作業の側面から見たことで，自己の

過去に経験した作業と同じ基盤で考えることができた

ことも，非行をより身近に理解することに寄与したと

考えられる。

　非行の意味を考えるという作業の共有が，社会的な

非行の意味と，個人にとっての非行の意味のギャップ

を埋め，非行への理解を促進することに一定の成果を

得ることができたと思われる。

　

６　結論
　

　今回の講座では，非行の元当事者と関心のある市民

が，共に非行の意味を考えることに取り組んだ。その

結果，①非行の意味は，段階や文脈によって多様に変

化するものであり，包括的で，かつ個別的で柔軟な理

解が必要である，②非行は，行為の主体者にとっては，

肯定的な意味も多く持っており，社会一般的な意味と

は異なる。③今回のような形態の講座は，元当事者に

とっては肯定的な経験となり，市民にとっては非行に

対する理解を深める機会となりうる，ということが示

唆された。

　非行や犯罪は被害者を生むことも多く，社会的には

歓迎できない事象であるため，非行や犯罪を無くし，

やめさせることが焦点となりがちである。講座を始め

た当初，筆者は非行の意味を探求することから始めて，

何らかの非行問題を解決するためのアプローチを導き

出せないかと考えていたが，参加者から “ 結論が出な

い ” “ 難しい ” などの声もあがり，行き詰まりを感じ

た。しかしその後，自分自身も非行を “ 問題 ” と捉え

る視点から抜け出せていないことに思い当たり，シン

プルに非行という作業の意味を探求するように講座を

軌道修正することにより，いくつかの示唆を得ること

ができた。非行を作業として捉えることに徹すること

の難しさと重要性に気づくことができたことが，筆者

にとっての収穫であったと考える。

　今後の課題としては，①参加者の拡大，②内容の拡

充，③元当事者への配慮，④分析方法の改善があげら

れる。①については，講座のテーマの性質上，非行の

現当事者・元当事者，そして関心のある市民の募集，

いずれにも困難が伴った。今後は，現在非行を行って

いる人や，より広い範囲の市民が参加できるよう，当

事者団体や公的機関に依頼するなど参加者募集の方法

を工夫したい。②については，非行の意味を掘り下げ

るには，時間的にも内容的にも不十分であったと思わ

れる。元当事者から，「非行と意味のある作業のつな

がりを考察できれば」「実際に現在の当事者のやりた

いことへの移行を応援したい」等の意見もあり，作業
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の意味の継時的なつながりや，作業移行についても，

ディスカッションを深めていけるよう，形態や内容等

を工夫していく必要があると思われる。③については，

元当事者から，過去をオープンにすることへの不安が

語られていたことから，さらにグループの枠づけや情

報の取り扱いについて配慮していく必要がある。④に

ついては，録音して逐語録を作成し，確立された分析

手法を用いて分析することで，分析の妥当性を向上さ

せたいと考える。

　以上のような点を改善しつつ，今後も当事者と市民

が非行について語り合い，非行を行う意味を共に考え，

その場から生まれたアイディアを実践する活動を重ね

てゆき，非行の意味をさらに探求し，非行についての

啓発活動につなげていきたい。
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Abstract

Juvenile delinquency is one of the social problems which cause social unrest.
In this study, we tried a series of public seminars which were intended to think about juvenile delinquency.  Participants 

were citizens who were interested in this theme, including people who have experiences of delinquency. This seminar 
consisted of three sessions, once per month, and each session took about 120 minutes. The total number of participants was 
14, including 5 who had experiences of delinquency.

At each session, we offered short lectures about theories related to juvenile delinquency, and participants discussed the 
occupational meaning of delinquent behavior.

Subsequently, we analyzed data from the minutes and the questionnaires, and we found out that delinquency has positive 
meanings for some who had experiences. To discuss together the occupational meaning of delinquency had a good effect, not 
only for the people who had some delinquent experiences but also for the other citizens. This trial proposes some aspects to 
understand delinquency.
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