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関係依存のなかの少年非行   

脚－フラット化する人間関係の陥穿－  

土 井 隆 義  

1．フラット化する今日の少年非行   

⑳万引犯と凶悪犯の差異の消失   

現在，少年非行のなかでは倒的に多数をrl了めているのは窃盗犯であり，さらに  

その窃盗犯の過半数はガ引犯である、つ、ド成1囲三には，刑法犯少年のじつに27％を  

万引少年が占めている－、統計卜、も紫刑法犯で′Jミされる少年非行の動1如ま，万引  

犯の増減による影響をもっとも人きく壕けているのである√、その意味で∴ガ引は，  

少年非行を叫・番に代表する犯罪である 

万引は，放際自転車の乗り逃げなどとともに初発嘲聞け押）1つとされ．本格的  

な犯非への人l‾はして位階づけられてきたく・韓徽な犯行ではあるものの．この段  

階で放置しておくと，徐々に蔽大事犯へと発展していきかねない犯罪と考えられ  

てきた。それほ，非行少年とLての逸脱キャリアの肛猟l．1よとみなされ，ネガティ  

ヴなパーソナリティの確立を未貿封こ防ぐために，早期発凝∵早瀾ば減持れるべき  

補噂の対象とされていたのである‘）   

しかし，今【Iでは，少なくとも非行少隼たちの主観的な鹿織の側面から見れば，  

万引のような初発型非行と，いわゆるl札悪犯騨との鳩車に，さほど大きな壁は見  

当たらなくなっている＝ 初発型非行は．i札悪犯罪への入一一はいうよりも，そのま  

まフラットに附悪犯灘とつながっているといりたほうがよい。両者の間に本質的  

な差異はなくなり，どちらへ転ぶかはその時々の状況に依存する度合が商くなっ  

ている。両者の適いは，いわば偶然によるところが大きくなっているのである。   

それは，万■引の手＝が巧妙になり，犯行が凶悪化Lているという意味ではないr  

そうではなくで，凶悪都聞のほうが稚瀦侶ヒし．紬絡的な動機によるものが増えて  

いるという意味であるィ。かつての凶悪犯灘が．非行少年としての逸脱キャリアを  

積み，ネガティヴなパーソナりティが確立された糖尿として引き起こされたもの  

だったとすれば，今日の凶悪犯罪ほ，まるで非行少年らしからぬ，むしろ未熟な  

少年による衝動的な犯行の色彩が強くなっているのである、。  

●凶悪犯における手口の稚拙化   

昨今の少年による凶悪犯取乱 たとえ行為の結果は盈大であっても，それは少  
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年が意図したものではなく，むしろ未熟であるがゆえに引き起こされた結果であ  

む），彼らの意識の面では初発型非打と大差がなくなっているし、かつてのような階  

層性を有する非行グループが成立しにくくなって，年長の少年たちから巧みな犯  

行手段を学んでいく揚が激減し，その手トニlが幼椎なものになってきたことで，か  

えって結果の東大な犯罪が引き起こされるようになっている。 

統計上，少年による凶悪犯罪の過半数は強盗犯によって占められているが，少  

年の強盗犯の場合，そのほとんどが路上強盗である。数年前に流行したオヤジ狩  

りはその典型であるが，絞らは言葉巧みに脅しをかけるテクニックを知らないの  

で，最初からバット等で被害者を殴って．いきなり金品を奪おうとする）また，  

被害者を恐喝するだけの力巌がないので，老人のバッグなどから強引に金品をひ  

ったくろうとして，撫理矢理ひっばられた被害者がよろけで怪我をし，結果的に  

強盗致傷となってしまっている。   

万引犯と強盗犯もまたフラットにつながっている。万引の規場を店員に発見さ  

れた少年が，パニックに陥って護身朋ナイフを振り回し，店員に怪我をさせて強  

盗犯となってしまうケースはけっこう多い。2007年10月には，大阪府寝屋川市の  

コンビニエンス・ストアで，ビールを万引しようとした少年2人が，犯行の現場  

を店員に［－一撃され，逃げようとした際に店員をナイフで刺殺Lてしまった事件が  

あった。，彼らの犯行動機はビールの人手であり，その万引を目論んだにすぎなか  

ったが，行為の結末は強盗殺人となってしまった。   

このように，昨今の少年非行は．軽微なものから重大なものまで，少なくとも  

少年の意識の上ではのっぺりと平板化してきている。あるいは，動機と結果の間  

に大きなギャップが投じているといってもよい。それを象徴するかのように，初  

発型非行の興型である万引犯と，少年凶悪犯の典型である強盗犯も，ストレート  

につながってきているのである。  

○衰退した非行サブカルチャー   

従来，非行少年たちのパーソナリティは，彼らの仲間集団が共有する非行サブ  

カルチャーの影響を大きく受け，その文化を学習することによって形成される側  

面が大きかった。そして，犯罪行動への接近を容易にする要素が非行サブカルチ  

ャーに必ず含まれていたのは，それが支配文化に対する反動として形成されたも  

のだったからである。   

支配文化の下で望ましい自己像を獲得することが困難な少年たちは，その価値  

観を反転させた独自の下位文化に同調することで，自らの肯定感を保持しようと  

してきた。だから，世間では非難される行為が，寺皮らの仲間内では賞賛の的とな  

った。しかし，現在の日本では，それまで支配文化を支えてきた価値観それ自体  

が多様化し，その影響力を弱めつつある。そのため，それに反旗を翻すことで成  

立してきた非行サブカルチャーも．その基盤を失ってきているのである。   

近年，かつてのような階層性を有する非行グループが成立しづらくなっている  

2   



という事実ほ，そこを付胎とした非行サブカルチャーの学習粍会を，現在の少年  

たちが失ってきていることを意味しているし、たとえば．かつての非行少年たちほ，  

持ち主に暴行を加えることに伴うリスクを避け，【‾安全」にバイクを盗むために，  

接点に柵二【二をして電気系純を郎【写させるなど，始動キーを佗わなくてもエンジン  

をかけるテクニックを知っていた∵非行グループのなかで，年長の少年たちから  

学んでいたからである。   

ところが，今日の少年たちは．同世代の仲間内でただ群れているだけである。  

年長の少年たちと交流することがないので，犯行の巧みな手＝を井村サブカルチ  

ャーとして学ぶ機会も逸している、、そのためハイクに凍りたいというIl的はかつ  

ての少年たちと同じであっても，エンジンのかかった状態で持ち主から暴力的に  

バイクを奪うことしか．敵いつかず，それが強盗事件の多さの－一・l別二もなっている。   

もっとも，非行グループは，たんに犯罪の巧みな手ーコを伝授する場であっただ  

けではない。それ以上に∴犯罪に許谷的な態度そのものを醸成する場でもあった。  

非行グループに加わることは，非行サブカルチャーの学習をつうじて，反社会的  

な態度や信念の確立を促すことにもつながっていた。   

いかにも非行少年らしいパーソナリティは，いきなり隕独の少年の内血に形成  

されるわけではない。仲間触卜榊〕人間関係のなかで社会的に形成されるものであ  

った。しかし，昨今の非行サブカルチャーの衰退は，まずは畔徴な犯行から始ま  

って，非行グループの空気のなかで徐々に探みへとはまっていき，・ついには凶悪  

な犯罪にも手を染めるようになるといった，逸脱キャリアの深化の結果としての  

薮大串犯を，相対的に減少きせることになっている。  

2．友だち関係に縛られた少年たち   

◎万引犯は規範を欠いた行為か   

以上のような知見からすれば，もっとも身近な犯罪である万引に対する少年た  

ちの意識を考察することは，少年非行の人＝を眺めることにとどまらず，その全  

体的な特徴を見きわめるために有効な覗き穴にもなるといえる。そこで，以下で  

は，特定非営利活動法人である全国万引犯罪防止機傾が，支那科学省と野察庁の  

協力を得て行なった少隼忠誠調査の結果（消永・川嶋200酎 を参照しつつ，そ  

の今日的な特徴を検討してみたい〔．   

本調査の概要は次のとおりであるゎ全国の小学・中学・商授から各47校が無作  

為に抽出され，各学校の小学5年・トト学2年・高校2年の男女を対象に調査贋が  

配布された。各学年の比率はおよそ小学：中学：高校＝1：2：2で，男女の比  

率は各学年ともほぼ半々であった。．調査時期は平成19年12月～平成20年3月で，  

無記名方式で実施され，総計で12，121票の有効回答数が得られている。   

近年，社会問題として少年非行がクローズアップされるたびに，その背景には  

少年の規鞄意識の低下があると考えられてきた。全国万引犯罪防止機構が，少年  
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の意識調査と同時に，全国のセルフ販売小売企業を対象に行なった調査でも，巌  

近の万引行為の背騎には犯罪意識の欠落があると考える者が，k】1答者の約8剖を  

占めて第1位となっている。   

他方，少年調査では．ガ引を絶対にやってはいけないことだと考える者が，全  

体の約88％を占めている。非行少年のなかでもっとも数が多いのは万引少年だと  

いっても．圧倒的多数の少年にとってはほとんど鍵縁の行為なのだから，これは  

当然の結果といえる。規範意識の面から問題になるのは残りの約12％である。こ  

の少年たちに，犯罪意識の欠落が見られることになるからである√。  

⑳サバイバルされる友だち関係   

ここで注月したいのは，万引は絶対にやってはいけないことだと友だちも考え  

ているだろうと思う者の割合が．自分自身がそう思う場合に比べて10ポイント以  

上も低く，約76％にすぎないという点である。自分も万引を許容すると同時に，  

友だちも許容していると思う者の割合が，全体の約11％であるのに対して，自分  

は万引を許容Lていないが，友だちは許容していると思う者の割合のほうが，全  

体の約14％と高くなっているのである。 

この調査は，あくまで意識を問うたものであって，じっさいに万引に手を染め  

た鮮験を問うたものではないt一，しかし．この数佃は，自分はガ引を恋いことだと  

考えているのに，友だちはそう考えていないだろうと二匂二いに思い込み，その友だ  

ち関係のプレッシャーから，相当数の少年がじっさいに万引に関わっているかも  

しれないことをホ唆している〔こノ   

じっさい，自分はノJ引を許容していないが，友だちは許容していると思う者の  

割合は，学年を上がるにつれて増加し，商校2年の段階では全体の約16％に達す  

る。同時に，友だちからガ引の誘いを′受けたことが現実にある者の割合も，学年  

をt二がるにつれて増加し，商校2年の段階では全体の約13％に達している。，   

たとえ友だちから万引の誘いがあったとしても，それを断ることができるなら，  

少なくとも本人にとっては問題がなかろう。しかし，少年が万引をする理由をど  

う考えるか，その意見を問うた複数回答の設問では，品物が欲しいからと答えた  

者が約76％，お金がないからと答えた者が約60％と，功利的な目的を果たすため  

の合理的な行為として万引をみている者がやはり多いものの，それと同時に，仲  

間はずれになりたくないからと答えた者も約22％，骨がやっているからと答えた  

者も約20％の数値を示している。また，友だちにやれと言われたからと答えた者  

（小学生）も約36％，友人に強要されたからと答えた者（中高生）も約19％を示  

している。彼らは，友だち関係を維持するための依存的な行為として万引をみて  

いるのである。   

個人的には万引を悪いことだと思いつつも，友だち関係を保つために場の空気  

に逆らえず，やむなく自分も万引に関わってしまう。関係を維持しなければなら  

ないという強迫観念にとらわれ，いわば「友だち地獄」をサバイバルしていくた  
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めに（土井2008），やむなく犯行に加担してしまう。この調査結果は，そういっ  

た少年たちが，少なからぬ規模で存在することを示唆しているのではないだろう  

か。  

⑳規範意識と友だち関係の相克   

少年たちのほとんどは，万引に対する犯罪意識を欠落させているわけではない。  

したがって，いくら道徳や規範に訴える教育を繰り返しても，その効果はあまり  

期待できないだろう。「万引はりっばな犯罪である」と鋭教を亜ねても，「そんな  

ことは分かっている」と反発を示すだけだろう。   

先ほどの少年調査でも，万引を発見されたらどうなると思うかという設問に対  

して，督察に通報されて取調べを受けると考えた者は全体の約78％を占める。店  

で説教されるだけと答えた者は約8％，商品を買い取れば済むと答えた者は約  

3％にすぎない。ほとんどの少年は，万引をして捕まればそれなりの社会的利親  

を受けると考えている。万引した少年を店が捕まえたら嘗察に引き渡すべきであ  

ると答えた者も，全体の約81％を占め，その理由としてもっとも多いのは，万引  

は犯罪だからという意見で，約70％を占めている〔′   

また，少年たちが万引をしてしまう理由を問うた先の設問に対しても，簡単に  

できるからと答えている者は全体の約18％にすぎず，たいした嗣を′受けないから  

と答えている者も全体の約7％にすぎない。ちなみに，店が万引を発見したら学  

校に連絡すべきであると答えた者は全体の約84％を占めるが，その理由としても  

っとも多いのは，いじめなどが背歎にあるかもしれないからという回答で，約23％  

を占めている。本人に反省させるためという回答は，約21％で第2位に甘んじて  

いる。   

このような人びとに対して，いわゆる厳罰化で臨んだとしても，その威嚇効果  

は，やはりほとんど期待できないだろう。むしろ，万引が犯罪であることを知り  

ながら， しかし手を染めざるをえない彼らの仲間内の集団力学こそ，解決を目指  

さなければならない問題である。人間関係に対する彼らの強迫観念を軽減する方  

策を，私たち大人は考えていかなければならないのである。  

3．外部への関心を欠いた人間関係   

●関係の内部へ向けられた行為   

ここで，万引犯とフラットにつながっている強盗犯の様態をみると，その多く  

は共犯事件である。万引犯だけで収まるものは，それでもまだ密やかに単独犯と  

しても行なわれているが，強盗犯にまで発展するものは，その場の勢いに任せて  

複数で行なわれるものがほとんどである。   

この事実は，彼らの犯行が外部へ向けられたものではなく，逆に内部へ向けら  

れたものであることを示唆している。彼らのまなざしは，犯行を加える相手へ向  

5   



けられているのではなく，犯行を共有する仲間へ向けられている。言い換えるな  

ら，彼らの最大の関心事は，金品の奪取もさることながら，その共同行為を通じ  

て達成される仲間関係のマネージメントなのである。   

少年非行の集団化が社会問題となり，徒党を組んでいるように見える昨今の非  

行少年たちも，仲間との関係に安心感を抱いているわけではない。集団内に自分  

の居場所を確保しようとして，グループ内でほ過剰なほどの気遣いを互いに繰り  

広げている。そのため，外部の人間に対してはほとんど無関心となってしまう。  

内部の人間関係の維持だけで完全に疲れはて，外部の人間に気を回すだけの心の  

余裕がなくなっているのである「 

最近の非行少年には，被害者に対する感受性が欠けているとよく批判されるが，  

それは他者に対して感情移入する能力が劣ってきたからではない。そ・うではなく  

て，集団内部の関係を維持することに，その能力のほとんどが動員されてしまっ  

ているからである。彼らにとって，仲間内の人間関係の維持はあまりにもエネル  

ギーを要する気苦労で過重な作業であるため，その間係の中身を吟味したり確認  

しあったりする余裕はなく，互いにつながっている時間をひたすら費やしていく  

だけで梢・一杯なのである 

しかし，互いの関係を維持するためには，何かに【－・緒にコミットしていなけれ  

ばならない。そうしなければ，つながっている時間を保つことすらできない。彼  

らの間には，非行文化という共通の養鰻がもはや存在しなくなっているため，た  

とえ関係の重さが負担だとしても，いわば物理的につながっているしか術がない。   

このとき，万引や，その延長にある強盗のような集団行為は，内部で互いにつ  

ながっている時間を費やすために恰好の共同作業の場を授伏してくれることにな  

る。彼らの犯行に，社会や大人に対する反抗といった色彩も見られなければ，金  

品が欲しいという功利的な動機もそれほど強く見られないのは，このような理朗  

にところが大きいのである。  

⑳非行少年の交遊関係の内聞化   

少年補導の叔前線にいる様々な専門家たちの話を聞いても，非行サブカルチャ  

ーによるネガティプな意味での社会化を繚ることによって，いかにも非行少年ら  

しいパーソナリティを身につけた少年たちは確実に減っている。また，その結果  

として，犯罪行為の中身も稚拙なものへと変質してきている。それにもかかわら  

ず，世間では逆に「少年犯罪の凶悪化」が叫ばれ，一般の人びとの体感治安は悪  

化の一途をたどっている。   

しかし，よく考えてみれば，少年犯罪に対して人びとが強い不安感をいだくよ  

うになったのほ，まさしく少年たちのあいだで非行サブカルチャーが伝承されな  

くなってきたからであろう。そのため，少年犯罪からいわば物語性が失われ，そ  

の行為の意味を大人かちが見通しづらくなってきたからであろう。皮肉なことに，  

その「わけのわからなさ」が，人びとの不安感を強めているのである。  
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また，かつての少年犯罪は，都市の繁華街などをその主たる舞台としていたが．  

今日のそれは，オヤジ狩川が典型的に示すように，－一一般住民に身近な郊外住宅地  

で多くが発生するようになっている。河合幹雄（2004）が指摘するように，この  

ような事実が，少年犯罪に対する人びとの不安を刺激している面もあると思われ  

る。   

かつてなら，夕刻に繁牽街をうろついたりしなければ，非行少年と出会うこと  

のなかった人びとが，昨今では，自宅近くの路地裏などで被害に合う機会が増え  

ている。そのため，少年犯罪をより身近に感じるようになり，結果として不安感  

を強めることになっている。しかし，昨今の少年犯罪がこのような近接化の傾向  
を示すようになってきたのも，じつは非行サブカルチャーの舶壊によるところが  

大きい。   

往年の非行少年たちが，夜の繁聾街へと吸い寄せられていたのは，魅力的な非  

行グループがそこに存在し，それに加わることで自分にも箔がつくと感じていた  

からである。都市の繁華街は，自らの存在を誇示してみせるための舞台であり，  

非行グループはその演技仲間たちであった。ところが，そのような非行グループ  

がもはや成立しえなくなって，非行サブカルチャーに魅惑される少年たちも減っ  

てきた。むしろ今日では，都心へと出て行くことに対して，逆に気後れを感じて  

しまう非行少年たちが増えている。   

今Llの少年たちにとって，都会の繁華街が適い世界であるかのように感じられ  

るのは．近隣の大人たちがもはや煉たい存在ではなくなり，自分たちを抑圧する  

存在とは感じられなくなっているからである。そのため，自由にふるまうために  

は近隣から経れた繁華街へ出向くしかなかった往年の非行少年たちのような動機  

づけが失われているのである。また，それと同根の現象であるが，彼らの交遊関  

係が狭い範囲で固定化し，身近なところでしか人間関係を築けなくなっているか  

らである。  

●多様性を重視する社会の到来   

かつて，児童生徒たちを齢－・的な檻のなかへ囲い込もうとする学校文化の抑虹  

力が非常に強かった時代には，児盈生徒たちの側も，それに対抗するために自分  

たちで独自の文化を形成していた。非行サブカルチャーはその典型であったが，  

このような副次文化を共有することで，彼らは1iいの強い繋がりを保持していた。  

そこでは，共通の敵に対抗して自分たちの立場を守るという共通の目的があった  

ために，自然と団結力も強まり，相互に繋がることそれ自体が関心の中心に据え  

られるようなことはなかった。   

ところが，およそユ980年代の半ばあたりから，日本社会を支えてきた価値観は  

多元化しはじめる。それと平行して，人びとの欲望も大幅に多様化していく。い  

わゆる消費資本主義社会の到来である。そして，その影響の下で，政府による教  

育政策も大きな方針転換を迫られることになる。画一化の弊害が指摘されはじめ  
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た従来の教育に代わって，「個性の重視」が新たな教育理念として学校現場に取  

り入れられるようになったのである。   

教育の中心課題に個性のあり方が据えられるようになったのは，もはや社会の  

求める人材が，画一的な大量生産を前操とLた工場労働を担うような，均質な人  

間ではなくなったからである。人びとの多種多様な欲望に基づいた商品ニーズに  

応えうるような，創造的な感性をもった人材へと移ったからである。そのため，  

抑圧的な学校文化の下で多様性を否定され，画一的な檻のなかへ囲い込まれてい  

た往年の児童生徒たちとは異なって，今日の児童生徒たちは，多様性を奨励する  

ようになった新たな学校文化のなかを生きるようになっている。   

しかし，いくら多様性が賞揚されているといっても，あらゆる可能性がそこで  

受容されるわけではない。そもそも他者の期待にそうものでなければ，その個性  

が社会的な評価を受けることはない。かつてのように画一的で明確な評価基準が  

与件として存在しなくなった代わりに，今度は具体的で身近な他者から個別の評  

価を逐一に受ける必要にさらされるようになってきている。   

Lかも，多様性が覚揚される時代には，従来のような価偶の序列性も失われて  

いく。したがって，自己の評価を下す相手も，超越的な他者ではなく．自分と対  

等な他者となってくる。仲間集団からは階層性が失われ，児童生徒たちは互いに  

対等な立場で評価を下そうとする。また，彼ら相互の関係においてだけでなく，  

教師から受ける評価についても，メンタルには対等な他者からの評価として感受  

されるようになる。こうして，児童生徒も教師も対等だという意織が広まってい  

く。この地平に，もはや大人という敵は存在しない。  

●関係性に対する依存の高まり   

かつては，学校的な価値観の下にある明示的な支配文化においても，あるいは  

それと対抗するために児童生徒たちが独自に築いていた非行サブカルチャーにお  

いても，周困の人びとから評価される者とされない者との相違は明白だった。そ  

の明確な基準が安定した与件として存在していたから，時々の人間関係の動向に  

よって個々の評価が大きく揺らぐことは少なかった。   

ところが，多様な個性のあり方が覚揚される現代では，普遍的で画一的な物差  

しによってではなく，個々の場面で具体的な承認を他者から受けることによって，  

自己の評価が定まることになる。平たく言えば，他者からのウケを狙えるか否か  

が，自己評価にあたって重要な判断材料となる。しかも，そこに客観的な評価基  

準が存在するわけではないから，他者がどのような反応を示すかは前もって予想  

しづらく，評価された結果を待って初めて判断される。自己承認を得られるか否  

かは，その場になってみなければ分からないため，具体的で身近な他者に対して，  

そして個別の人間関係に対して，自己の依存度は高いものとなっていく。   

この事情は，自己に承認を与えてくれる他者にとっても同様である。他者の側  

もまた自己に承認されることを欲しているから，それぞれが独自に個性を追求し  
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ているとはいえ，互いの個性が対立してしまう危険性は憤菰に回避される。もち  

ろん白山こは，f’】分にとって都合のよい他者を選択する＝曲がある。しかし，そ  

の事憫は他者の側も同じだから，他者から自己が選択されないかもしれない可能  

性とつねにセットになっている。そのため，自己と他者のどちらもが，いま硯在  

の繋がりを死守しようと躍起になっていかぎるをえないのである。   

しかも，自己と他者のそれぞれが独自に個性を追求しているのだから．両者の  

あいだで共有されているのは，対■立を革まない限りにおいて互いの差異を認めあ  

うという基本的な態度だけである。それ以外に姥通の地平は存在しない。，なにか  

具体的なH槽を共有することで繋が－）を雉縛しているわけではないから，相互の  

関係は傷つきやすい．。そのため，他者の反応を鋭敏に読み耽ってつねに良好な関  

係を保ち，他者から評価を得やすいように自らの個性を効果的に里示しつづける  

ことが，自己眉一定感を保っていく上で必須の営みとなる、。   

その営みをこなすために必要となるのは，他者とト1－J滑なコミュニケーションを  

′き首む能力である。しかし，コミュニケー ション能力ほど，その評価が他者の反応  

に依存するものはないし、コミュニケーションとは．その原理的な性質からして，  

けっしてI▲I」内で㍍結するものではなく，つねに他者との関係の総体だからであ  

るr。こうして，具体的で身近な他削二対するl’1己の依存度ほますます高まってい  

くことになる、、  

4．存在論的な不安に対する耐性カ   

⑳脆弱化する自己肯定感の基盤   

今【二lの非行少年たちが人間関係に安′L、感を抱けないのは，彼らの自己静定感の  

基盤がそれ以外に見当たらなくなっているからである。，身近な人びとからの承認  

を得ることなくして，不安定な自分を支えきれないと強く感じているからである。  

だから，たとえ安ノL、感の得られない人間関係であっても，むしろその関係へ強く  

依存し．その維持のために躍起になってしまう。傷つきやすく脆弱な自己の基盤  

を′射），その計走感を少しでも増すために，人間関係を巧みにマネージメントし，  

仲間内での孤iまを避けようとする（コ   

あるカウンセラーによると，20口約三6りに25故の行年が秋葉原で起こした無差  

別殺傷劉件から後，我が子もあんな事件を起こすのではないかと心配する中高生  

の観たちからの教育相談が激増したという。ところが迎に，当の中高生たちには，  

「あんなふうに自分も裁きれる側になを）たい」と告白してくる事例が多く見られ  

るようになっているという。〉推察するに，その生徒たちは，理想的な人間関係か  

らの脱落感を，事件を起こした青年と共有しているのではないだろうか。   

彼らの抱く脱落感は，現実に友だちがいるか密かとはあまり関係がない。理想  

的な関係に対する主観的な憧れのほうが，現実の関係をつねに上回ってしまうか  

らである。その憤れは，自己承認に対する彼らの渇望感に由来している。無垢な  
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被害者として周囲の身近な人々から同情を集めることで，自己の存在感を得たい  

と望んでいるのである。だから彼らは，友人や知人にではなく、まったく無関係  

な赤の他人に殺してもらいたいと訴える。仲間内では，誰も傷つけたくないし，  

誰にも傷つけられたくない。身近な人間関係に葛藤を持ち込みたくないのは，そ  

こが自己承認を得るための唯一の場となっているからである。   

しかし，彼らのその自己承認欲求が満たされることはおそらくないだろう。彼  

らの関心対象はつねに自分自身であり，心底では互いに相手と向き合っていない  

からである。自己破壊的な願望を彼らが抱くのは，その代償としてである。だか  

ら，人生を悲観してといった単純なものではなく，自滅的なハプニングを通して  

自分の存在を誇示し，その生の濃密さを実感したいという，ひりひりするような  

焦燥感の発露なのである。ここには，自らの生の希薄さに耐えきれず，その強い  

感触を求めるあまり，逆説的に自殺を日給んでしまう若者たちと通底する心性が  

読み取れる。ちなみに，20～30歳代の死因の第1位は，2002年以来ずっと連続し  

て自殺である。  

○狭小な世界を生きる若者たち   

ところで，秋葉原で事件を起こした青年は，ネットに次のように書き込んでい  

た。トー人で寝る寂しさはお前らにはわからないだろうな。ものすごい不安とか。  

彼女いる敗にも彼女いない時期があったはずなのに，みんな忘れちゃってる。勝  

ち組はみんな死んでしまえ。」この事件の解釈をめぐっては，勝ち組という単語  

が叫・－一人歩きした結果，派遣社員という彼の職歴と関連づけられて，経済格差の問  

題がクローズアップされてきた。しかし，この文脈から明らかなように，ここで  

問題とされているのは経済格差というよりも，むしろ関係格差である。彼の言う  

勝ち組とは，充実した人間関係を生きる人々のことである。   

逮捕後の取り調べで，この青年はこうも供述している。「現実の世界でもネッ  

トの世界でも孤独になった。ネットの世界の人間に自分の存在を気づかせてやろ  

うと思い，どうせやるなら大きな事件を起こそうと考えた。」静岡から東京へト  

ラックで向かった彼の犯行場所が，格差社会の元締である霞ヶ関の官庁街でもな  

く，あるいは勝ち組の象徴である六本木ヒルズでもなく，それらを通り越した秋  

葉原だった理由はおそらくここにある。青年が，自分の存在をアピールする場所  

として秋葉原を選んだのは，九・¶一一テロを起こした人間にとって，米国の世界  

貿易センタービルが世界の中心だったように，ネットの世界やアキバ糸といった  

自分の属する具体的で身近な世界にとって，秋葉原のあの交差点こそが世界の中  

心だったからだろう。   

また，この青年は，犯行前に携帯電静のアドレス帳やメールの送受信記録をす  

べて消去していた。自分が逮捕された後，友人たちが督察から事情を聴かれるの  

を防ぐための配慮だったという。一方ではなんの落ち度もない人々を17人も殺傷  

しておきながら，他方では「周囲に迷惑をかけたくなかった」と過剰に気遣う彼   
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の意識の溶射こは．これまで考察してきた即行少卑亮ちのガ引やオヤジ狩りと共  

通する心惟が透けて見える 

非行少隼たちは、人入社会への反抗を′片すために，あるいはオヤジに憎慈をむ  

けて、万引をしたり狩りをしているわけではなかった。仲間との人間関係をうま  

く転がしていくための共同作業として，自分たちとは異なった種族であるオヤジ  

たちを襲っているにすぎなかった、）狩りという表現が端的に示しているように．  

オヤジは単なる樺物であF）物体であったしノ だから，そこに自分たちの感情がぶつ  

けられることもなかった、「  

⑳不気味な自分と出会ったとき   

非行少年たちと同様に，秋葉膜で事件を起こした青年の内面世弾も，【1常の人  

間関係の内部で閉じ切っていたようである。彼の犯行は，その内部の人々に自分  

の存在を訴えるための手段であi），格差社会に対する異議りlしl㌢てなどではなか  

ったり 秋葉原の通行人たちは．恨みや妬みの対象ですらなく，犯行のための道具  

であり物体にすぎなかった。オヤジ狩りの標的とされるオヤジと同様に，自らの  

閥係の外部にあったt、だから，犯行場所が秋柴原でなければならなかったのに対  

して，犯行相手についてはまったく撫関心で，「殺すのは推でもよかった」ので  

はないだろうか 

この育隼には親との確執があったといわれているが，それでも本人は「中学時  

代までは串せだった」と語っている．ニ〕「巨学時代には同級生公認の彼女もいたし，  

中学卒某時の成繊は学年で山㍉ 二位を争うほどだりたという（，また，ソフトテニ  

スで活躍するスポーツマンでもあったらしい（ノ その他に「負けっばなLの人生」  

が訪れるのは．進学率の高さで有名な地元の高校に入学してから後である。   

留年は，犯行の一三か別軋 小中学校の同級生に「死にたい」と漏らしていた。  

ネット掲示板で自分の評価を問われた時も，「撫価値です，ゴミ以下です」とレ  

スを返している。中学までは絵に描いたような條寄生だっただけに，その後，自  

分の望むようには進学できず，また剃持した定職にもつけず．そのような不本意  

な自分はとうてい母け入れがたい存在だったのだろう。その輿様に低まった自己  

肯定感を粗め合わせようとして，彼の‖」承認欲求は過剰に商まっていったので  

はないだろうか。   

おそそ40年前，この曹年と同じく曹森県から上二京し，連続射殺馴午を起こLた  

永山H‡j尖は，極貧にあえいだ過去の自分の属性からの脱却を望み，それを阻害す  

る他者の視線から逃れようともがいていた。それとは逆に，この骨牢は，優等生  

だった過去の自分の属性への回帰を望み，それを支えてくれる他者の視線を獲得  

しようともがいている。社会の発展から置き去りにされた不満から，成熟した社  

会から落ち溢れた不安へく一．近代化が終了し，多様性の時代の到来とともに，生き  

づらさの内実も変化してきたのである。  
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⑳異質な他者と触れ合う機会を   

秋薬原の青年は，「中学生になった頃には親の力が足りなくなって，捨てられ  

た」とネットに書き込んでいた、。かつての若者たちは，永山則夫の例ほど極端で  

はないにせよ，思春期の訪れとともに親の価値観と衝突し，いったんは自分から  

親を捨てようとしたものである。しかし今日では，少なからぬ数の若者たちが，  

思春期を過ぎても親との依存的な関係を断ち切れずにいるようである。   

中学生から反抗期が消えたと言われて久しいが，これは精神的に成熟する契機  

を見失ったことを示唆しており，けっして望ましいことではない。では，今日の  

少年たちに，自己肯定感の基盤の脆弱さに耐えて，その存在論的な不安のなかに  

踏み留まり，それに押し治されないだけの耐性力を身に付けさせるにはどうした  

らよいのだろうか。不安感の強さから友だちと依存的な関係に陥ってしまうこと  

なく，周囲に流されない自律的な態度を身に付けさせるにはどうしたらよいのだ  

ろうか。   

昨今の少年たちのように，同質的な仲間だけで狭小な世界を生きていると，異  

質な他者の視点から自分を見つめ直し，その存在を相対化してみることが園殊に  

なってしまう。だとすれば，自分にとって異質なものを排除するのではなく，む  

しろそれを積極的に取り込み，その異質さと折り合いをつけて生きていくことが，  

そして異種混交の人間関係を紡いでいくことが，不安定な仁1分に対する耐性力の  

滴養へとつながるはずである〔、   

しかし，青少年による凶悪犯罪が社会問題となるたびに，我が子も犯罪者にな  

るかもしれないと恐怖する観たちは，カウンセラーへの相談が激増したという先  

ほどの事例も示唆するように，むしろ子どもを安全圏内へと開い込んで純粋培発  

しようとしている。親たちによるその過剰な介入こそが，じつは存在論的な不安  

に対する耐性力を我が子から奪っているのではないだろうか。   

先ほど参照した少年調査でも，万引に許容的な態度を示す少年たちは，親が厳  

しく指導することに対して約40％が反対であり，その理由としてもっとも多いの  

は，家庭に居場所がなくなるからで，約70％を占めている。ささいな葛藤も忌避  

しようとする今日の「友だち地獄」が，対等になった親子間にも広がっているの  

である。   

子どもにとって，親はもっとも身近にいる異質な他者のはずである。ところが  

現在の観たちは，子どもたちにとって自己の鏡像のような相手になってしまって  

いる。その結果，子どもたちを狭窄的な人間関係に埋没させてしまっている。そ  

れでは，異質な他者がそこに入り込む余地を，彼らに確保してやることはできな  

いだろう。   

いま私たち大人が考えるべきなのは，安全性の確保を求めて自分たちの生活圏  

を物理的・心理的なゲートで外部から閉ざすことではなく，むしろそのゲートを  

異質な世界へ向けて開放していく方策を探し出すことではないだろうか。けっし  

て即効性のある試みとはいえないが，その道程こそ，少年たちを人間関係への強   
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迫観念から解放し，ひいては過剰な関係依存から生じている諸々の少年非行を減  

らすための礎となるのではないだろうか、、  
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