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n 名前 知念渉（ちねんあゆむ）

n 経歴

l琉球大学教育学部 卒業

l大阪大学大学院人間科学研究科 修了

l神田外語大学 講師（2017年4月〜）

n 専門分野

l教育社会学・家族社会学

n 研究テーマ

l〈ヤンチャな子ら〉の大人への移行

l調査期間：2009年〜2015年頃

l調査対象：大阪府立Ｘ高校

l学校における排除と包摂

lヤンキー言説の社会学



今日の報告の趣旨と構成
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n報告の趣旨
l〈ヤンチャな子ら〉を「生まれ育った地域（地元）で、地元の産

業構造に組み込まれて生きる若者」として捉えて、彼らの生活に

おいて、暴力がどのように存在しているのかを考察する。

n報告の構成
① 〈インキャラ〉という言葉／解釈枠組み

② 暴力が発動する背景・文脈――ダイの生活史

③ ヤンキー文化（研究）の今後



〈インキャラ〉という
言葉／解釈枠組み

の用法



〈ヤンチャな子ら〉の男性性を分析する
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n Connellのジェンダー秩序

（多賀太監訳, 2002=2008『ジェンダー学の最前線』世界思想社）

l 権力関係

l 生産関係

l 感情関係

l （象徴関係）

n Ｈowsonの男性性原理

（Howson, R., 2006, Challenging Hegemonic Masculinity, Routledge.）

l 攻撃性の原理

l 大黒柱の原理

l 異性愛の原理

n からかいに現れる男性性

l 〈インキャラ〉という言葉／解釈枠組みを用いたからかい

l そこに、上記の諸原理がどのように組み込まれているのか？

（知念渉, 2017, 「〈インキャラ〉とは何か」『教育社会学研究』第100集）



〈ヤンチャ〉とは……？
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ユウタ：セブイレで、友達がな、俺に冗談でな、お前の悪口いっとたで、あ

の店員っていってきてやんか。んで、なんか俺も知らんけど、バリきれて、

そのセブイレに、そのつれと二人で行って、もう一人は木刀もっとってん。

で、おれは素手でいって、で、俺は店員とかとばー、お前、さっき俺の悪

口いっとったらしいやんけ、みたいなのいっとったら、もう一人のアホな

奴が、商品、その木刀で全部ぼこぼこにしだしたやんか。

知念：え？！

ユウタ：んで、おれは腹たって、レジって、このくらい（手でレジの幅を

ジェスチャーする）の間あるやん。んで、こいつ（テル）がレジの店員と

するやろ。つかもうとしたら、反射的によけるやん、相手。（なのによけ

なくて）ぼーんってあたってん、それでまず暴行。んで、なんか銃刀法違

反は隠してくれてん。もうここまで言ったらあかんからもう、これはもう

辞めといたるわ、みたいな感じになって。器物破損、損害みたいな。（イ

ンタビュー、2010年7月14日）



〈インキャラ〉とは？
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n 〈インキャラ〉という言葉の意味

インキャラとは、「陰気」と「キャラクター」から成る合成語で、陰気な人や根暗な（暗い）人と

いう意味である。陰キャラという表記も使われる。ただし、実際の性格が暗いか否かに関係なく、

クラスやグループの人（特にいじめっ子・いじめグループ）から嫌われることでインキャラと呼ば

れることも多く、そういう意味では「いじめられっ子」「嫌われキャラ」に近い。（『日本語俗語辞

典』より）

n 仲間内で使われる〈インキャラ〉 ⇒異性愛の原理に基づく同性愛の排除

ツカサ、ダイ、ヒトシの三人と一緒に廊下を歩いていると、突然、ツカサが走り出した。わざとら

しく、あまり手をふらずに内股気味の走り方をしている。それを見たヒトシとダイは、「あいつ、

走り方〈インキャラ〉やな」と言って笑いながら、ツカサの走り方をより誇張して真似て走り出し

た。（フィールドノーツ、2010年7月16日）

n 仲間外・男性に対する攻撃 ⇒攻撃性の原理に基づく男性への攻撃

生物の授業。山本先生がPSPでゲームをしている男子生徒２人に対して「気づいていますよ」と注

意する。するとダイがその生徒２人に対して、「気持ち悪いな、ホンマお前ら」と怒鳴りつけた。

２人の生徒の反応はない。（フィールドノーツ、2010年9月24日）

http://zokugo-dict.com/02i/incara.htm


女性に対して使われる〈インキャラ〉
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n 仲間外・女性に対する嘲笑 ⇒異性愛の原理に基づく女性への嘲笑

次は、教室を移動する総合学習の時間。あと２分ほどで授業が始まるところだが、教室に

はおとなしそうな子が目立つ。それを見てダイは「やばいやん、きもい奴が多いんやけ

ど」とカズヤにグチっている。始業の鐘が鳴る。ダイは広末という女子生徒の後ろの席、

私はその右隣に座った。ダイが「知ってる奴おらんって」と私にグチると、広末が「知っ

てますよ」と言う。それに対して、ダイは「あぁ」とそっけない返しをした。約５分後、

ダイが広末の前席に座る川島に「川島、このメンバーおもろくないから盛り上げて」と声

をかけた。川島が「盛り上げましょうか？」と答えると、広末が「頑張って」と笑って声

をかけた。すると、ダイと川島は目をあわせてにやにやし、川島が「あぁ、がんばるわ」

と返した。（フィールドノーツ 2010年10月15日）

n 仲間外・カップルに対する攻撃 ⇒異性愛の舞台からの排除

ダイが後ろの席にある筆箱をみて「きもっ」という。見ると、その筆箱には、短髪の男子

と女子がキスしているプリクラが貼ってあった。ダイは、その筆箱をこぶしでたたく。が

んがんがんと、かなり強く叩いている。私が「それ誰の？ さすがにひどいだろ」と言っ

ても、「知らん、〈インキャラ〉」と言ってやめようとしない。後でその筆箱をみると、

ヒビが入ってしまっていた。（フィールドノーツ、2010年7月16日）



〈インキャラ〉への攻撃と仲間内の人間関係
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n 〈ヤンチャな子ら〉のなかにある上下関係

スグル：先輩にいじられるとか、当たり前と思うで。（中略）ダイくんに蹴られると

きとか、ちょっと「なんやねん」とかなるけど。（インタビュー、2010年7月15日）

l〈ヤンチャな子ら〉の中で劣位におかれたダイ

⇒〈インキャラ〉への攻撃・嘲笑

n ダイの語り

別にこいつには負けたくないとか思ってはないねんけど、自然とやっぱり、自分が有

利に立ちたいっていう。いじめられてたっていうのもあるし、社交的じゃないから、

仲良くなり方がわからへんから、うまいこと喋って仲良くなって自分が上に立つって

いうやり方ができひんから、暴力に走ってまうと思うねん。力で押さえつけるしかで

きひんっていう。（インタビュー、2016年4月22日）



小括
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n からかいに現れる〈ヤンチャな子ら〉の男性性

l〈インキャラ〉男子への攻撃 ＝暴力性の顕示

l高校二年生頃 ⇒ 〈ヤンチャ〉から〈オトナ〉へ；攻撃性から大黒柱へ

l〈インキャラ〉を異性愛の舞台からの排除：異性愛の原理に基づく実践

l〈インキャラ〉女子に対する嘲笑・カップルへの攻撃

⇒理想の性的対象・異性愛カップルを構築

n 暴力が発動する背景・文脈――仲間内での人間関係

l〈ヤンチャな子ら〉のなかでも一目おかれていた坂田

l〈インキャラ〉を攻撃することはダサい

lスグルにはおとなしそうな子らもいっぱいよってきて一緒に楽しんだりし

てるの見て、こいつ良い奴やなって思った。普通、〈インキャラ〉とかっ

て見た目とかであんまり遊ぶ気しないやん。けどスグルはそんなん気にし

ないし、大人やなって思った。（坂田のブログ）

l〈ヤンチャな子ら〉のなかで劣位にあったダイ



暴力が発動する背景・文脈――ダイの生活史



ダイの生活史
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小学校低学年の頃に両親が離婚した。ダイは母親に引き取られたが、離婚直後に

母親が病気になり仕事ができなくなった。それ以来、生活保護を受けて生活してき

た。小中学校時代は、酒の入った母親に「おもくそ（思いっきり）蹴られたりと

か」、「寝るとき顔面踏まれたりとか」していた。

小学校高学年になると、クラス全体からいじめを受けるようになる。理由はよく

わからないが、母親に髪を切られるのが嫌で髪を伸ばしっぱなしにしていて、それ

が原因だといわれた。小学校６年になってからも、中学に入学した後も、いじめた

相手は別だが、いじめられ続けた。

当時のいじめの様子は、たとえば次のようなものである。



いじめの様子
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ダイ：始業式の時とかみんな、鞄に教科書とかパンパン入ってるやん。で、帰り

道とか、ジャン負けで持とうやみたいなんで、もう11人、10人くらいか。まあ

10人以上くらいのを、なんぼジャンケンで勝ってもやりなおし、みたいな。で、

俺が負けるまでやって。で、十何個鞄持つとか。もあるし、いっちゃん意味分

からんかったんが、たまたまマンションでたまってて、学校帰り。女の子が

マッキーっていうマジックを持ってて。ポスカか。ポスカもってて。落書きす

るみたいになって、鞄に落書きしててんや。自分の。絵とか書いてて。なんか

他に落書きするとこないかなーみたいになって、ほんなら誰かがダイの顔でえ

えやんみたいになって、ばー、顔に落書きされたりとか。で、あれ、油性？や

から。

＊：なんか、落ちにいくいやつ？

ダイ：うん、油性やから全然おちひんし。顔面めちゃめちゃに落書きされて、そ

んまま帰ったりとかもあったし。 （インタビュー, 2012年10月4日）



いじめからの脱却――暴力が発動する文脈①
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そんなかでまたいじめられ、いじられはじめてん。で、女の子もおったか

ら。女の子も一緒に俺の事いじってくんねん。まあ、その子ら、女の子は

たぶんあんま無意識なんやと思うけど。んで、結構ひどかって、どんどん

ひどなってきて、そろそろ我慢できひんなーと思ってた時に、そのリー

ダー的な子が、なんかハミゴっていうか。結構嘘つく子やねん。その子。

それが周りの子がちょっと気に食わんみたいになって、で、今までいじめ

てた子が、なんか、周りの子な、リーダーじゃない周りの子が、ダイ、お

前、いじめられてんねんからお前やり返せや、みたいな。急になんか味方

についてきて。そいつら自体、おれ気に食わんかったけど、急にくるって

手のひら返すんが。気に食わんかったけど、まあ、チャンスやと思って、

そのリーダーの子を、別にリーダーとかじゃなかってんけど、まあ、リー

ダーみたいな子やって。んで、しばいて。んでまあ、しばいて、向こうが

謝ってきたから、そっから別に、ひどいいじられ方はなかったけど。（イ

ンタビュー, 2012年10月4日）



いじめからの脱却――暴力が発動する文脈②
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ダイ：リーダーみたいな子が、たまたまおれがしばく１週間くらい前に、遊んでる時にメールで、み

んなでおんのにやで。一緒におんのに、メールでタイマンはれみたいなん言うてきて。で、別にそ

んときケンカとか自信なかったし、「なんで？」みたいな。メールで返して。とにかくいいからタ

イマンはってみたいな。俺からしたら意味分からへんやん。「無理。」みたいな言うたら、「もう

ええからはって」みたいな。でもう、「無理」みたいな言うて、そんとき終わってんけど。その１

週間くらいに、言うたらもうおれがしばこうってなったから、タイマンはれやとか言うたら、「い

やや」とか言い出すねん。「いやいや、こないだ言うてたやん」と。「一週間前、俺にタイマンは

れって言うたんじゃないん？」、「イヤ、あれは冗談」みたいな。めっちゃ、その子めっちゃ、口

だけの子やってん。けど、もうそんなん、おれイライラおさまらへんから、「もういいからタイマ

ンはれ」言うたら、「いや、俺負けるからええわ」みたいに言って。そんなん関係ないやん。とり

あえずタイマンはれ、ま、タイマンはれっていうか、しばかすからみたいな。で、マンションの階

段におったんけど、下まで降りてきて、みたいになって。で、おろして。で、降りてきてすぐにも

うしばいて。そんときその子、目の下のここ（くまができるとこを指差して）の骨と鼻の骨折れて。

それで終わったんかな。

＊：それ二人でやったの？みんな見てたの？

ダイ：女の子もみんな見てて、おれは全然まだまだいく気やったけど、周りがきもちわるがて、なん

かもうホンマに辞めよう、みたいになって。危ないみたいになって、とめに入ってきてん。で、最

初は男友達はふざけてやめろってって言うてたけど、結構最後のほうなったらガチなって止められ

て。もう、危ないみたいな。その子めっちゃ鼻血バァー出して、顔面ぐちゃぐちゃなってたから。

ほんまにやめとこみたいになって。で、女の子もめっちゃ気持ち悪がって、それ見た瞬間、おれも

うあかんわー、思って辞めた。さすがにこれ以上やったらあかんなーと思って。



ダイのいじめとそこからの脱却した経験から
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n 暴力が発動した背景

l母親からの度重なる暴力

l（背景にある貧困・孤立に起因する母親の精神疾患）

l同級生からのいじめ（暴力・毀損）

l「女の子」からのいじめが一番つらかった

n 暴力が発動した文脈

l「リーダーみたいな子」との「タイマン」

lダイをけしかけた「周りの子」

lオーディエンス（「女の子もみんな見てて」）がいる舞台

n ギリガン, J., 佐藤和夫訳, 『男が暴力をふるうのはなぜか』大月書店。

l「暴力的な行動の基本にある心理的な動機や原因は、恥や屈辱の感情をぬぐい

去りたい、取り除きたいという願望なのだ」（p.58）
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ヤンキー文化（研究）
の
今後



労働者階級の文化と産業構造――Willis『ハマータウンの野郎ども』
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n 『ハマータウンの〈野郎ども〉』の背景（〜1970年代）

l学校教育の普遍化と肉体労働の興隆

l（職業の選択の際に彼らにとって）「ほんとうに重要なのはむ

しろ職場の独特の雰囲気であって、それは反学校の文化のなか

で習い覚えた男性的な自意識やその表現法、仲間で打ち興じる

「憂さ晴らし」などが許容される雰囲気でなければならない」

（ウィリス, 1977=1996, p.246）

n 脱工業化後の〈野郎ども〉（1980年代〜）

l肉体労働の大幅縮小

l若者の失業率の上昇

lサービス産業の増加（労働の女性化と低賃金化）

l「男性的工場労働の再編成は、第一の産業革命において農業労

働からの再編成と同程度のスケール」（Willis 2004, p.183）



日本の産業構造は？――戦後日本型循環モデルの破綻
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15 

40  

本田由紀, 2014, 『社会を結びなおす』岩波書店



『地元を生きる――沖縄的共同性の社会学』打越論文（p.263）から
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上地：正直、この年（三〇歳前後）で、（建築現場や地元での先

輩からの厳しい仕打ちは）きついっす。時々、自分（の存在

が）なんなんだろって思います。

これは沖縄で生まれ育った元暴走族の上地という男性が、建築

現場からの仕事帰りに私と二人きりの「現場号（建築現場の移動

で用いるワンボックスカー）」で嘆いた言葉である。上地は現場

でパシリとして扱われており、暴力的な仕打ちを受けていた。ま

たこの日も仕事を終えて帰路についた途端、地元のしーじゃ〔先

輩〕から送迎のお願いが三件も立て続けに入った。しーじゃたち

は免許や移動手段をもっていないため、現場号の運転手である上

地は送迎役として適任だった。彼は帰宅後にシャワーも浴びない

ままに、着替えを済ませて、しーじゃたちの家へ向かい、その日

寝床についたのは深夜の一時を超えていた。三〇代になってもパ

シリであり続ける彼は、その仕打ちそのもののきつさに加えて、

その状況が終わる見通しが立たないこと、つまり「終わらないパ

シリ」という現状に嫌気がさしていた。

打越正行, 2020a, 「排除Ⅰ―不安定層の男たち」『地元を生きる』ナカニシヤ出版。



沖縄特有の産業構造と暴力
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n 戦後日本の製造業

l 大手の製造業が主導、下請け企業が支える

l 見込み生産方式

l 日本的経営と日本型福祉の体制

l 学校経由の仕事への移行

n 沖縄の建築業

l 本土の大手ゼネコン⇒下請けである中小零細

が中心

l 受注生産方式

l 不安定な雇用（日当等）＝日本型福祉の外部

l 地元の関係（しーじゃ・うっとぅ）経由の移

行

l 2000年代以降の変化（打越 2020a）

l 現場の小規模化

l 少子化
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出典：下記論文に掲載された図1をもとに知念が再作成

打越正行, 2020b, 「沖縄のヤンキーの若者と地元」『平和
研究』第54号, pp.71-90.



まとめ――〈ヤンチャな子ら〉の男性性と暴力
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n 報告の趣旨

l〈ヤンチャな子ら〉を「生まれ育った地域（地元）で、地元の産業構

造に組み込まれて生きる若者」として捉えて、彼らの生活において、

暴力がどのように存在しているのかを考察する。

n 暴力が生まれる背景

l同性愛嫌悪（異性愛の原理）・性役割分業（大黒柱の原理）という性

格を帯びた学校空間

lそれと複雑に絡まりあうピア関係

lさらにそれらをとりまく／それらの土台としてある地域の産業構造

l貧困・虐待経験のなかで育つダイ

l暴力の土壌としての沖縄の建築業（本土との関係としてある沖縄）

lなぜ暴力が生まれるのか？ その構造的要因を分析することの重要性


