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現代女子高校生のアイデンティティ形成 
 

東京都立大学大学院博士課程 
 上  間  陽  子 

 

この論文は、日本教育学会誌『教育学研究第６９巻第３号』（２００２年９月季刊）で発表されたもので

ある。現代の女子高校生問題に現場検証をふまえてとりくんだ貴重な論文である。 

執筆者の上間先生には、現場教師の教育実践と生徒理解の発展にとのご配慮をいただき、本誌

において掲載することができた。この論文の著作権は執筆者にある。転載等は、ご本人の了解が必

要である。（インス.編集部） 

 
（１）課題設定 
  ９０年代以降のジャーナリズムでは、いわゆる｢援助交際｣に代表される「女子高生」

問題が盛んに論じられるようになった１）。そこで問題とされたのは、ミニスカートにルーズ

ソクス、「茶髪」、「ガン黒」の「奇抜」なファッションに身をつつんだコギャル２）というサ

ブカルチャースタイルの登場である。あからさまな形でセクシャリテを誇示しようとする

コギャルは、既存の女子高校生像を揺るがす存在として、性的な奔放さを書きたてられて

きた３）。また、そうしたコギャル文化の浸透が教育実践に困難をもたらしているとし、学校

空間からコギャルを排除すべきだとする見方も見られる４）。 
こうした状況の中、宮台真司と中西新太郎は、サブカルチャーと学校の関わりについて

それぞれ次のように論及している。宮台は、家一学校一地域という既存の枠組みとは別に、

サブカルチャーとの接点として街（第四空間）が、若者にとって重要なものになっている

と指摘する。そして、学校で形成される私的グループの関係は、サブカルチャーごとに分

断され、相互に交流すら見られないものになっているとする。そのため、こうした状況に

対応する形で学校は機能限定的なものにとどめ、より柔軟なものとなるべきであるとして

いる５）。中西もまた、家と学校のみを若者の成長環境としてみる「振り子型成長」モデルで

は不十分であるとし、これにサブカルチャー領域を加えた「トライアングル型成長」モデ

ルの認識が必要であるとしている。その上で中西は、サブカルチャーが個人化という作用

を持つが故に、サブカルチャー獲得の場とは異なる空間として、学校が再構築されるべき

であるとする６）。 

 確かに現代社会における若者にとってのサブカルチャーの意味は軽視されるべきもので

はない。Ａ. ギデンズの言う「アイデンティティの再帰的プロジェクト」という概念、こう

した状況を説明するのに示唆的である 7)。ギデンズは、固定的な役割遂行のモデルが消失し

つつある後期近代において、人は自分が何者であり、どのように生活しているのか、ライ

フプランを絶えず構成しなくてはならない状況が生起すると言う。また、このような状況
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下における若者のアイデンティティ形成は、その時その時に応じた戦略的で「ポジション

取り」の様相を帯びるとＳ. ポールらは言う８）。つまり、サブカルチャーを使って自己呈示

をすることは、アイデンティティの選択と修正を行う上で重要な要素となり、周囲の人間

関係に自己をどのように位置づけるかに深く関連していくこととなる。宮台の「第四空間」

論、中西の「トライアングル型成長」モデルはこうしたアイデンティティ形成におけるサ

ブカルチャーの重要性を提起しようとする議論なのである。 
しかしながら、宮台と中西の議論では、若者がサブカルチャーを獲得する場を学校外に

見ており、さらに、個々の生徒たちにすでに獲得されているサブカルチャーによって教室

内における人間関係の形成機能が弱体化していることが強調されている。そこでは、アイ

デンティティの再帰的プロジェクトがいかなる社会的、経験的背景のもとで行われている 
のか、という論点が追究されていない。この論点について、生徒たちの具体的な振る舞

いに即して検証する必要があると筆者は考える。以上のような考えに基づいて、本稿では、

コギャルが多く通うとされる東京都内のＡ女子高校のエスノグラフィーによる調査を行っ

た９）。調査は、1997 年度は二年生を中心に６週間、1998 年度は１７回、1999 年度は 25
回の授業観察を行った。そして、水泳教室（1998）、サマーキャンプ（1997/1998）、学園祭

（1997/1998/1999）、修学旅行（1997）、卒業式（1997/1998）といった学校行事にも参加

し。また筆者は、踊りおよび料理（1997/1998）の夏期講習の講師を行い、1998 年度は、

学校紹介ビデオのインタビュアーの立場を兼任した。なお、本稿で扱う対象は、1997 年度

の二年生の一クラス（Ｓ組）である。筆者は、クラスの一員として教室に席をおき、可能

な限り生徒と同じ行動をとりながら参与観察を行った。その際に注目したのは、彼女たち

のサブカルチャー、人間関係のそれぞれが、教室の場でどのように展開しているか、とい

うことである。本稿では、それらの観察データ及び、教師、生徒に行ったインタビュー10)

や、日記、学校の卒業文集といった資料をデータとして使用する 11)。また、本文中の名前

は全て仮名である。 
 

（２）学校／クラスの状況 

 Ａ女子高校は、東京都内の私立普通科女子高校である。1930 年代に女子教育を行う学校

として創立され、現在にいたる。Ａ女子高校の特徴として、次のような事柄をあげること

が出来る。第一に、６０年代以後の高校進学の「大衆化」が進むころから合格基準ランク

が次第に下がり始め、７０年代後半に至っては、偏差値が 40 以下の｢底辺校｣となっている

ことである 12)。第二に、生徒の居住地域と学校とが離れていることも特徴の一つである。

図表①は、1997 年度の全校及びＳ組の生徒の通学地区の一覧だが、学校の所在区内の生徒

が占める割合は、学校全体で 7.6％（Ｓ組では 8.8％）であり、多くの生徒は学校から一定

程度離れた地域から通学していることがわかる。また、生徒の居住地と学校が離れている

ことに加えて、９７年度の二学年全体においては、クラス内に同じ中学校出身者が存在す

るケースは皆無である。そして第三に、Ａ女子高校は、同世代の高校生からの評判として｢遊
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んでいる｣生徒の多い「御三家」高校のうちの一校だと見なされており、事実、校内はコギ

ャル文化の花ざかりとでもいうべき状況を呈している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）コギャルになること 

  しかしながら、Ａ女子高校に入学する生徒を、単に早熟なコギャルたちの集まりだと

する見方があるならば、それは二重に誤った認識に基づいている。まず、Ａ女子高校の教

師たちが実施した無記名のアンケート調査によると、彼女たちは「自由で奔放」な印象に

反して、中学校までの「イジメられ」体験者が９割を占めていたのである 13)。そして意外

にも、高校生になってから初めて遊び出す「高校デビュー」のケース 14)が多数を占めてい

たのである。これは、Ａ女子高校の教師の多くが、生徒たちの「自信のなさ」の克服を第

一に考えており、服装指導を厳しく行うよりも、何よりもまずは、生徒たちの自己主張を

尊重しようとする態度にも象徴されている。 

 こうした雰囲気のもとで、入学以降、生徒が徐々に変化する様子を、教師は次のように

述べている。教師「一年生は、入学して大

体最初びっくりしちゃうのよね。学校に来

て、ほら、茶髪、ピアスは当たり前って感

じでしょう。何なんだここはって言うのが

あるみたい。」（1997 年６月 17 日） 

 入学当初は、Ａ女子高校の先輩を見て驚

いていた－年生も、ゴールデンウイークを

超える頃から、髪の毛を染めるなど外見を変化させはじめ、夏休み以後は、「みんなバケて、

ひっさつデビューがあらわれた。びっくりした。」と生徒の作文 15)に描かれるように、段階

的な変化を遂げていくのである。 

 続いて、彼女たちの変化は、外見だけにとどまるものではなく、かつては優勢だった真

面目で貞淑な女性像、すなわち「学校の要求する女らしさ」16)と距離をとれるかどうかが、

重要な指標となることがあげられる。一年生の生徒は、中学時代と現在の変化を次のよう

に述べる。 

 千里「中学校の時、先生とかってうちらみたいな子に最初あてるじゃん。わかんないじ

ゃん。英語とか、で、絶対間違える。」 
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 美香「間違えるって言うか、黙っちゃわない？」 

 千里「そうそう。絶対間違えるからそれで他の子に聞いて（正解がわかって）そうです

ね、ってなる。それさ―、ここ（＝Ａ女子高校）来たらないよね。『バカ』って言われ

ても、『なんだ、てめえもバカじゃん』って言えるのが、いいっていうか。」（1997 年７

月 18 日） 

 このように中学校時代まで彼女たちは、低学力故に萎縮し、「真面目」であることを価値

あるものとして受けいれざるを得なかった。ところが、Ａ女子高校に入学したあとは、「真

面目な子」として親や教師や他の生徒に見られる努力をするのではなく、勉強の出来ない

自分や他人を、明るく茶化すことのできる、新しいアイデンティティを選択／表明してい

くわけである。つまり、彼女たちのコギャルとしての振る舞いは、ほとんど「無」の状態

から出発し、中学までの低学力や人間関係での否定的な思い出を忘れ、新しく生まれ変わ

りを試みる、アイデンティティの再帰的プロジェクトの日々を、やや過剰な形で実践して

いることを意味している。そして、このプロジェクトは、先ほどＡ女子高校の特徴として

述べたように、周囲に出身中学校の友人・知人がほとんどいないという、地理的にも人間

関係的にも匿名性の高い空間から出発することが好条件を与えている。通常、｢地元」との

接点がないことは、孤立した不安定な状態を想像させるものだが、彼女たちにとって、地

元と学校の空間的隔たりは、中学校までの「弱い」自分を知られることがないという有利

な条件を提供している。こうした条件に支えられることで彼女たちは、まず容易に操作す

ることが可能な、髪型、ピアス、制服などのアレンジを行い、コギャルという「型」を身

につけることに専心していく。 

 

（４）グループとヒエラルキー 

     ―〈トップ〉〈コギャル〉〈オタク〉 

 ところで、コギャルになることには、二つの重要な課題がある。一つは、コギャル文化

を調達する課題であり、いま一つは、コギャルという「型」をそれなりに身につけたこと

を誰かに承認してもらう課題である。というのも、「型」を身につけることは、個々の生徒

が単独で身体を飾り、自力で「変身」を目指すのみでは十分ではないからである。それは、

「コギャルになっているのだ」ということを認めてくれる、いわば、自らのアイデンティ

ティを裏書きする他者の存在を必要とすることである 17)。こうした課題を追求するために、

彼女たちは教室内に形成される、三、四人から成る小グループを母体とした人間関係を積

極的に利用していく。このようにして形成された小グループ同士は、コギャル文化を「い

つ」「どのように」体得したか／しなかったのかということを、相互に評価する視線を持っ

ている。そして、この評価によって各小グループは、〈トップ〉（３人）、〈コギャル〉（５グ

ループ計 16 人）、〈オタク〉（２グループ計 15 人）と〈コギャル〉によばれる、三層のいず

れかに色分けされ、ヒエラルキー的な秩序をなしていくようになる 18)。 

①〈オタク〉の女の子たち 



 5 

 まず、クラスには、コギャルらしさを追求しない、あるいはうまく出来ないために「居

心地の悪そうな」一群がいる。この層は、〈オタク〉とよばれ、下層に位置づけられている。

この層には、ピアスをしている者や、髪の毛を染めている者は少数であり、制服も学校指

定のシャツ・ネクタイを着用するなど、周囲に比べて地味な服装をしている。つまり、校

則違反の程度が弱いことで〈オタク〉は特徴づけられているのである。こうした、進学希

望や、または保護者との対立を避けるために真面目であろうとするタイプのほかに、コギ

ャル的な「型」を身につける努力をしているが、うまくいかないタイプもいる。とりわけ

後者は、「(ルーズソックスが)三足千円の（安物）ね。)といった手厳しい評価で攻撃され

がちである。そのため〈オタク〉は、自らのグループの編成理由を、サブカルチャーの一

致にあるのではなく、｢何かホッとするというかんじで集まっている｣と述べる。 

②〈コギャル〉の〈排除〉の行為 

 こうした〈オタク〉に対して、〈コギャル〉は〈排除〉していることを様々な形で示そう

とする。中でも、もっとも頻繁なく〈無視する〉という行為は、座席近くの〈オタク〉に、

〈笑いかける〉〈声をかける〉〈視線を配る〉ことを一切行わないように努めるものである。

より積極的には、「ねえ、この子名前、何？」と別の友人に唐突に問いかけ、名前を知らな

いことを、〈オタク〉本人並びに〈コギャル〉仲間の前で呈示するといった行為を取ること

もある。つまり〈コギャル〉は、自分が〈コギャル〉の一員であることを仲間に示すため

に、あえて〈無視する〉ことで〈オタク〉との区別を行っているのである。また、その〈排

除〉の強烈な形として、趣味への攻撃がある。 

（弥生に、教室後方 19）の席からカオルが大声で呼びかける。） 

 カオル「弥生一Ｖ６のコンサート行ったんだって―？ 超
ちょう

うらやましい―。」（弥生は居

心地悪そうにしている。）（1997 年５月７日）ここで話題にされているＶ６は｢ジヤニーズ系

アイドル 20）グループであり、弥生をはじめとする〈オタク〉には熱心なフアンが多い。そ

して休み時間になると、ポラロイド写真を見せあい、アイドルの話に興じるのである。し

かしながら、こうした趣味（及びその表現方法）を持っていることが、〈コギャル〉の〈排

除〉の動機をいっそう強めるものとなっている。教室には、性的な魅力や経験を豊富に持

つことを大人っぽいと見なすような雰囲気が強く見られる。そのため、アイドルを仮想の

恋人のように語り、生身の異性と関係を持とうとしない〈オタク〉は、クラスの生徒集団

の規範に従わない存在に映り、攻撃が正当化されやすい。その上、中学校まで異性関係の

形成が未熟という点で、〈コギャル〉と〈オタク〉の間には実のところ、大した違いはない

のである。そのような事情があるため〈コギャル〉は、〈オタク〉が自分とは異なった世界

の住民であることをはっきりさせたいという衝動にかられるのである。こうした〈排除〉

が行われることによって、〈オタク〉と〈コギャル〉の集団間の分割が際立ってくるのであ

る。 

③〈トップ〉の女の子たち 

 上記で見てきた〈オタク〉以外の女の子は、コギャルらしい制服の改造やアレンジを行
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なっており、一見したところ皆、順調にコギャル化を果たしつつあるように見える。しか

しその中には、〈トップ〉とよばれる別格の三人が存在している。 

 〈トップ〉は他の女の子と比べて、次のような特徴を持つ。まずクラスを超えたグルー

プに所属していたり、学校外に友人を持っており、教室内では決まった小グループに所属

していない。そして高校入学以前に盛り場に通い、異性とつきあいを持ち、すでに何らか

のデビュー課題をクリアしている。また、規定の制服のスカートを短くするといった改造

だけではなく、他校の制服（ネクタイ／リボン／スカート）を様々に組み合わせて使用す

る事や、学校外の友人が多く写っているプリクラや写真 21)を持ち歩くことなどからも、他

の女の子より豊富な人間関係資本を持つことを窺わせている。さらには、街から直にファ

ッションやメイクを仕入れているため、流行の取り入れがメディアよりも時間的に早いと

認識されている。 

 留美「今、流行ってるのがあるじゃないですか－、アムロ 22）がやってるの。」 

 筆者「アムロがやってるのって、今の歌のメイク？ アイシャドウぽってりの？ タヌキ

みたいなヤツ？」 

 留美「そうそれ―。クラスの子がやってたの。ずっと前。みんながかわいい―とかって

言っていて、留美はえ―って思ったんだけど、この前テレビ見てたら、アムロがやっ

てるよ―、びっくりだよ。」 

 香奈「早いんだよね。みんなよりも流行に。みんながやる前にやってるよね。そういう

のあるよ」（1997 年７月 18 日） 

 こうしたことを背景にして、〈トップ〉は、「強い」ないしは「優れている」と見なされ、

クラスでのコギャル文化の供給源の位置に立つことになる。そして何より、派手でお金の

かかった学校外生活は、〈トップ〉自身のさりげない会話を通して、教室内に知れ渡るもの

となる。 

 亜美「日サロ（日焼けサロン）とか疲れるよ、いい加減。超暇じゃん。私、中でいつつ

もばたばた暴れちゃうよ。」（1997 年５月７日） 

 咲「(コギャル特集番組への出演依頼は、)花ちゃんから電話きて、『暇？（テレビに）出 

て』って。」（1997 年 10月 29 日） 

 教室内では、女子高校生向けのファッション雑誌を媒介にしながら、制服や私服の着こ

なしを探求し、読者参加のスナップ写真のコーナーに、Ａ女子高校の生徒が掲載されてい

ないか確認する〈コギャル〉たちの姿が見られる。そして、それらから流行を摂取して、

ベランダで肌を焼くなどの地道な努力が見られる。こうした〈コギャル〉に対し〈トップ〉

は、日焼けサロン通いが「疲れ」を覚えるほど日常的だと誇示している。そして、テレビ

番組出演 23)が、カリスマ女子高生として名高かった｢福永花子｣24)との交流によって実現可

能であることを示すのである。このようにして学校外での生活が知れ渡ることで、〈トップ〉

と他の女の子との違いが浮き彫りとなるのである。 

④〈コギャル〉の〈追従〉の行為 
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 〈トップ>の派手な生活が教室内に持ち込まれることに対して、各層の反応は異なってい

る。〈オタク〉の多くが、〈トップ〉との関わりを持とうとしないのに対し 25〉、〈コギヤル〉

は〈トップ〉に憧れの感情を示し、率先して〈追従〉しようとする。 

 亜美「夕子、（髪型）可愛い。」 

 夕子「え-、うれしい。」（亜美から髪にカールを付けるやり方を教えてもらい、亜美と同

じ髪型になっている夕子と亜美の会話）(1997 年５月８日) 

 〈追従〉の仕方は、上記で見たように、ヘアスタイルやメイクや制服の着こなしの模倣

と多岐にわたるが、中でも話題に上がるのは異性関係の話である。そもそも学校生活に同

年代の異性が存在しないＡ女子高校では、お互いの異性関係資本は不透明なものである。

そのため、異性をめぐる現実的な競争は起こらず、その代わり「おしゃべり」によって、

性体験の有無や、より詳細な性行為の内容までも真偽ない交ぜに話すことが可能になる。 

 亜美「昨日うちにモトカレ(昔の恋人)来てて。」 

 理恵「アキラ？」 

 亜美「そう、家の外に出たらいてさ―、『お前 起きてた～』って言うから、「起きていた」

って。でさ、「俺オンナ引っかけられなくて、もうたまってて、マジ、朝とか立っちゃ

ってヤりて－よ」とかゆ－の。私ヤんないよって言ったの。」 

 理恵「ヤっちやったの？」 

 亜美「え－本当にヤってないヤってない。昨日忙しくってき、だから、今度ねって。あ

はっ（笑)、だから今度ヤんだよ、だから。」 

 理恵「忙しくない時に？」（爆笑）（1997 年５月８日） 

 

 ここでの〈トップ〉亜美と〈コギャル〉理恵の会話は、その内容がクラス全体に伝わる

ことが意識されて行われたものである。このような会話が多少の誇張を含むとしても 26)、

〈トップ>と〈コギャル〉双方ともに、異性についての会話に興じるのは、きわめて重要な

意味を持つ。〈コギャル〉にとっては、きわどい性の話題についていくことで、周囲の憧れ 

である〈トップ〉の理解者だと自分を呈示し、より有利にポジションを確保する事が出来 

るからである。他方で〈トップ〉にとっても、 〈ギャル〉をパートナーとして、周囲の聴

衆たちに性的経験をアピールすることは重要である。というのも、異性関係資本の少ない

〈コギャル〉たちの中では、そうした性的経験の豊富さが直ちに大人の証であるかのよう

な空気があるため、〈トップ〉はそれに乗じることで自己呈示を楽しむことが出来るからで

ある。しかしながらその一方で、あまりの奔放さは、「だれとでもセックスする女」という

ネガティブなイメージがつきまとうものでもある。だからこそ〈トップ〉は、性生活の危

険や不安や葛藤をカラッと表現し、〈コギャル〉の熱心なうなずきを確認することで、自分

こそが異性をコントロールしているはずであるという安心感を得ようとするのである。こ

うして、〈トップ〉と〈コギャル〉のそれぞれの戦略は異なりながらも、両者は相補的な関

係性を持つことになる。 
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 これまで見てきたように、〈コギャル〉はこなれたコギャルとして振る舞うために、

〈トップ>からスタイルを調達し、交流し、不慣れな形で「遊んでいる」ことを呈示す

る。それと同時に、折にふれて〈オタク〉を排除し、自分は〈オタク〉ではなく格が上

だと呈示する。こうした〈コギャル〉の境界線実践が繰り返きれることによって、教室

全体の日常的雰囲気が形作られることになる。 

 

 （５）〈トップ〉と〈コギャル〉の差異と同化のメカニズム 

 それでは、教室内における〈コギヤル〉の実践の背景を、いくつかのデータから考察

しようと思う。図表②は、各層の女の子たちの主な家計従事者の職業である。クラス全

員の階層を把握したものとはなっていない（34 人中不明７人）ものの、各層のおおよ

その傾向はわかるものとなっている 27)。 

 まず、〈トップ〉（３人）はいずれもホワイトカラーおよび専門･管理の子女である。続く 

〈コギャル〉（16 人）において最も多いのは、ブルーカラー（５人）、続いて自営（４人）

である。一方、〈オタク〉（15 人）は、ホワイトカラーおよび専門･管理が７人で、ブルーカ

ラーは１人である。つまり、〈トップ〉がいずれも高階層であり、〈コギャル〉及び〈オタ

ク〉の階層が多岐にわたることがわかるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて、〈コギャル〉の日常生活を分析するために、〈コギャル〉の一人であるちはるの

日記を素材にして見てみよう 28)。ちはるは、1997 年の１月から 10 月までの約１０ヶ月間、

学校の長期休暇を除いてほぼ毎日、手帳に行動を記録している。これをもとにして、休日

と、放課後のそれぞれの行動を、「家」、「友人宅／たまり場」、「カラオケ」、「買い物」、「(異

性との)飲み会／コンパ」、「イベント」、「不明」の７つに分類し、傾向を見たのが図表③で

ある。 

まずここからわかるのは、〈コギャル〉がほとんど毎日遊んでいるということである。中

でも平日の放課後、家で過ごしたのはわずか３日（２％）であり、これに対し、休日に家

で過ごしたのは３７日（48％）である。続いて、行動の種類を見ると、「友人宅／たまり場」

で過ごすことが大部分を占めており、平日で 91 日（62％）、休日で 23 日（30％）となって

いる。そのため遊んでいるとは言っても、「イベント」（新宿、渋谷などの繁華街へ遊びに
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行くこと）は２日（３％）のみであり、それ以外は最寄り駅での買い物やカラオケをする

ことが目を引くくらいだ。つまり、新しい出会いの機会は少なく、全般的にお金をかけて 

いない毎日がわかるのである。これは、コギャルの代表としてテレビに出演し、身体を着

飾るためにお金をかけて遊んでいることを教室内の会話から窺わせる〈トップ〉とは明ら

かに異なった特徴であると言える。〈コギャル〉の遊びは、学校の行き帰りの「ついで」 

の時間に限られており、遊びに対する熱心さや執着が、〈トップ〉に比べると弱いものとな

っている。すなわち、高校入学以前にコギャル化を果たしている〈トップ〉と、高校デビ

ュー組の〈コギャル〉の両者のデビューの時期の差違や、コギャル文化の「使い方」の習

熟の違いは、一種の経済的・文化的な資本の相異を反映しているように見えるのである。

つまり、高階層の女の子はコギャル文化の卓越した使い手として、ゆとりのある〈トップ〉

という位置にあり、その一方で有利な後ろだてを持たない女の子たちは、コギャル文化を

獲得し、生徒集団でのポジション取りに日々汲々としている〈コギャル〉という位置にな

っているのである。要するに、コギャル文化というサブカルチャーが学校に持ち込まれ実 

践されることは、ウィリスが分析したような、労働者階級の若者が「マッチョな」サブカ

ルチャーによって学校を「異化」するという方向性 29)を直ちに示すものではないだろう。

むしろそれは、生徒たちの経済的、文化的背景の格差を、生徒集団内部でのポジション取

りの有利さや不利さに転換するような形で息づいているようにすら見えるのである。もっ

とも、このような〈トップ〉との違いは、階層的な差異を反映しているものとして〈コギ

ャル〉に意識されることはほとんどないように見える。このことは、〈コギャル〉たちが基

本的な居場所探しに執着していること、そしてそうした努力の方向性が、コギャル化＝性
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的成熟によって再生するという、親や自分自身の持つ階層的な背景とは異なる次元に向か

っていることに起因しているのかも知れない。こうした〈コギャル〉たちにとって制服は、

過去の否定的な体験から自分を守りつつ、性的成熟をアピールするものであるため、その

こだわりはかなり強いものとなっている 30)。だからこそそこにおける彼女たちの関心は、

コギャル化の違いがどのように生まれるかよりも、個人的なセンスや努力の問題として考

えられているのである。 

 いずれにせよ、〈コギャル〉の当面の意識は、遊びのため街の中に居場所を開拓・確保す

ることにはない。彼女たちの目的は、あくまで学校の中にいながらにして、〈トップ〉の持

ち込む化粧ポーチの中身や、ヘアスタイルや、異性とのつきあいを模倣し、「型」を整え生

まれ変わること、それ自体に集中している。かくして学校を舞台とした模倣の繰り返しに

よって、街の中に居場所を持たない、多数の「学校内コギャル」が誕生していくのである。 

 

（６）〈コギャル〉の再編一親密な関係性？ 

 図表④は、一学期（４月末）、二学期（11 月上旬）、三学期（１月下旬）の教室で形成さ

れたグループ構成である。作表は、昼食時間のグループ観察をもとに行ったが、1998 年及 

び卒業後に、複数の生徒へインタビューを行い確認している。また図表においては、前学

期と比較してグループを変えた女の子を矢印（↑）、「グループ落ち」と〈コギャル〉にい

われる、グループから外れた女の子を矢印（↓）で示している。 

 これを見ると、〈コギャル〉のグループ構成が、〈オタク〉とは異なった特徴を持ってい

ることがわかる。まず〈オタク〉は、グループへの所属が安定している。三学期に二つの

グループに分化していることが確認できたが、これは、進学希望か否かという進路選択の

事情とほぼ対応しており、サブカルチャーを介したポジション取りとは異なる次元の論理

を持っていることがわかる。一方で〈コギャル〉は、席替えなどの偶然の要素によってグ

ループが変動していることが特徴として挙げられる。このような両者の相異からも、〈コギ

ャル〉の友人関係がポジション取りの論理に深く組み込まれていることがわかるのである。 
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ながら、こうした〈トップ〉と〈コギャル〉に見られるコギャル文化の供給―獲得関係は、

ポジション取りやヒエラルキーの強化をもたらすことのみにつきるものではない。注目さ

れるのは、このようなせめぎあいが繰り返される過程で、二学期になると〈トップ〉を取

り込む形で、強い勢力をもったグループ（以下では８人組と称する）が形成されていった

ことである。この８人組は、コギャル文化資本を持つ〈トップ〉と、持たない二つの〈コ

ギャル〉グループが、境界線実践を行う中で親しくなり、グループとして行動を取り始め

るようになっていったものである。このようにして形成された８人組は、授業時間、休み

時間を問わず、クラス全体の雰囲気を支配していくようになる。特徴的な二つの事例につ

いて見てみよう。 

 教師「ちはるさん、席ついてください！」 

 ちはる「なに、もう､」（ちはる、怒りながら席を移動。夕子が突然ちはると教師との会

話に大声で割り込む。 

 夕子「授業すすめて下さい！」 

 教師「進めます。だから、ちゃんとして下さい！」(ちはるは自分の座席に座りながら隣

の席の〈コギヤル>昌枝に、｢昌枝が悪いんだよ。」と言いながら教師の配布したプリン

トを投げつけるふりをする。｣ 

 カオル「ちはるを怒らさないで。とばっちりがくるから！」 

 教師「聞こえませんが、なんていったんですか！」（教師は声を荒立ててカオルに言う） 
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 カオル「ちはるを怒らさないで。とばっちりがくるから！」（教師よりも大きな声で怒鳴

る）（1997 年 10月 30 日） 

 ８人粗の「反抗」は、教師の「席につく」、「私語をやめる」「化粧をしない」という基本

的な授業規律の注意に対して現れることが多い。しかしながら、このようなやりとりは、〈教

師の管理〉→〈生徒との感覚のズレ〉→〈反抗･秩序の動揺〉という図式につきるものでは

ない。というのも６月頃までの教師への「反抗」は、「無視する」にとどまるか、あるいは

個別的なものにすぎなかった。しかしここでは、８人粗のメンバーが、真面目な態度を装

いながら教師の注意を撹乱し、チームプレーとして組織的に「反抗」を行なっているのが

わかる。そして休み時間になると｢ムカつくよね｣と教師の批判をしたり、｢怒っちゃって手

ぇ震えてんの（笑)」と教師の真似をする場面も見られるのである。つまり彼女たちは、教

師への「反抗」を通じて「ウチら意識」とでもいうべきグループの一体感を強めようとし

ていると考えられる。その意味では、ここにみたような教師とのやりとりは、お互いの結

束を固めるための資源として活用されていると見なすことが出来よう。 

 さらにこうした集団的な授業への関わりは、授業妨害という形態だけではなく、授業へ

の参加としても行われている。 

  （国語の時間の「思い出に残る少年」について書くという課題） 

  教師「思い出に残る男の子について書くんだぞ。」 

  玲奈「いっぱいいてわかんない～。」 

 （夕子は、玲奈のモトカレの名前をつぶやいている。その横で〈オタク）は、教師に対

して思い出に残る男の子がいないと告げている。この発言を受けて、教師は課題の一

部を変更しようとする。〉 

  教師「どうしてもいない子は、そうだな、『思い出に残る少女』にしようかな。」 

  玲奈「そんなのつまんない。」 

  （つまんない、つまんない、と他のメンバーが騒ぐ。）（1997 年 10月 24 日） 

 ここでは、教師の投げかけた課題が、玲奈によって「思い出に残るつき合った男の子た

ち」と読み替えられている。そして、お互いの異性関係をよく知っている親密な間がらで

あること、メンバーの誰もが「思い出に残る」ような異性との経験を持っていることが周

囲に知らされている。こうした行為によって、性的成熟を目指す価値志向が授業の文脈に

浮かび上がり、〈オタク〉を萎縮させると同時に、小グループで閉じたその他の〈コギャル〉

との対立構図も暗に浮かび上がってくるものとなっている。このようにグループの論理で

授業をコントロールしようとし、他の生徒を圧倒する８人組は、教師にとってかなりやっ

かいな存在になっていく。かくして教師たちは、８人組を｢専制政治｣と称するようになっ

ていく。 

 しかしながら、「反抗」することや、授業の文脈を読み替えることを通して形成された同

志的関係を経る中で、８人粗のあいだの関係そのものは、次第に友情を発展させるような

方向へと変化していく。以前なら単にポジション取りの手段に過ぎなかった異性関係をめ
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ぐる会話も、相手の身を案じる態度に変化していくのである。一例をあげると、９月末に

起こったあるメンバーのトラブルは、性的なひけらかしといった性格から悩みをうち明け

るものへと変化し、もはや大っぴらに話されるものではなくなる。休み時間になると、８

人組は、仲間の相談にのるために目配せをして教室の外やベランダへ連れだって出ていく

ようになる。つまり８人組はこうした行為によって、他の女の子たちに対して、｢人には言

えないような何かが起こっている｣ことを示しながらも、事柄の経緯自体は８人組内部の秘

密として外部に漏らさなくなる。このような積極的なチームワークや互いの気遣い、そし

て限られたメンバーの中での自己開示といった〈友情の誇示〉には、単なる〈排除〉や〈追

従〉に基づくポジション取りの論理も超えた関係性を見ることが出来るだろう。その一方

で、８人粗のような結束力を示す姿は、他の小グループに属する〈コギャル〉たちには確

認できないものとなった。 

 こうした〈コギャル〉の一部において形成された８人粗の関係が質的変化を遂げている

ことは、卒業文集にも窺える。図表⑤は、卒業文集の自由作文に描かれた内容を、「友達」、

「教師／学校」、「行事／委員会活動／部活動」、「自分の将来や家族とのこと」、「暖昧／記

述なし」の５項目に分類したものである 31)。 

 これを見ると、８人組を形成した〈コギャル〉４人 32)と〈オタク〉９人だけが、高校生

活の思い出として友人と過ごした時間のことや、友人のおかげで高校生活をおくることが

出来たなどの感謝の言葉を述べていることがわかる。学年全員の生徒の目に触れる卒業文 

 

集というメディアで友人関係を表明することは、当の友人や他の人が、その関係を認めて

くれるかどうかが試されることでもある。そうした中で８人組は、友人関係を確かに承認

されると思うことが出来たのであろう。その一方、８人組以外の〈コギャル〉の中で友人

関係に触れているものは、３月末に完全にグループから外れた女の子のみであるが、その

内容は「クラスになじめなくて学校に行くのがやで休むようになった。クラスの人がやだ

とかではなく、私は学校から逃げていたと思う。そんな自分がすごく私は嫌いだった。」と

いう記述である。ここからも、〈コギャル〉がグループ形成に執着し、ポジション取りに明

け暮れながらも、最終的に学校卒業時には、特定の友人を表明できなかったことがわかる

のである。 

（７）結論 

 本稿で明らかになったのは以下のことである。まず、〈コギャル〉は消費社会的な資質を

あらかじめ備えていて、単にそれを学校に持ち込んでくるわけではないということである。
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むしろ〈コギャル〉の多くは、学校という枠のなかで、メディアや〈トップ〉のサブカル

チャーを流用しながら、再帰的プロジェクトを通して誕生しているということである。そ

の意味では、学校こそが、サブカルチャーが生成し、機能し、そして獲得される主要なア

イデンティティ獲得・修正の舞台であるといえる。また、宮台や中西が言うように、全て

の生徒がサブカルチャー世界への参入をあらかじめ果たしているのではなく、学校という

ある特定の場で枠づけられることによって初めて、サブカルチャー世界に参入することが

可能になるという生徒たちも存在しているのである。とりわけ、本調査において焦点をあ

てた、Ａ女子高校の大半を占める〈コギャル〉たちこそ、そのような場を求めている存在

なのである。 

 さらに、彼女たちのサブカルチャーの獲得は、ポジション取りの論理だけにつきるもの

ではない。二学期以降において、８人組が登場したのは、こうした日常生活の帰結として

きわめて象徴的なものであった。彼女たちの動向は、一見したところ深刻な「荒れ」を思

わせるものであったが、しかし反面では人間関係の一つの到達点を示している。それは、

消費社会下でのアイデンティティ形成における、サブカルチャーを介したポジション取り

と友情関係の成立が入り交しった、模索の姿を感じさせるものであった。 

 以上、本稿ではコギャルたちの再帰的プロジェクトに注目することで、彼女たちがコギ

ャル文化を使いながら過去を清算し、友情関係を成立させる様を見てきた。しかしながら

その一方、卒業後、コギャル文化と連結する労働市場を欠いた中で社会に出ていった彼女

たちの中には、ジェンダー、または学校序列に伴う「困難」を経験しているものもいる。

今後の課題は、卒業後の彼女たちがどのように人間関係、価値観、自己アイデンティティ

を形成しているのか、事柄の推移を丹念に追うことにあると考える。そうすることで、い

ま一度、彼女たちのコギャル文化を使った再帰的プロジェクトの持つ社会的意味を考察し

たい。 

注 

１）圓田の整理によれば、1997 年はジャーナリズムにおいて女子高生問題が最も多く語られたという。圓

田浩二｢誰が誰に何を売るのか？｣ 

関西学院大学出版会、2001 年、132 頁。 

２）大宅壮一文庫所蔵データによると、コギャルという言葉が最初に紙面に出たのは、「ＳＰＡ！」1993

年６月号である。なお、コギヤルとは、特定のファッションをし、「派手に遊んでいる高校生」をさし

ている言葉だが、援助交際をしている少女達と混同されて使用されることも多い。 

３）「女子高校生問題」の言説の整理は、平塚眞樹「｢女の子たちの今｣と「歴史」の問題」「教育」１０月

号、1997 年を参照。 

４）長尾誠夫「コギャルがあざ笑う戦後教育」「諸君」１月号、1998 年。 

５）宮台真司「制服少女たちの選択」講談社、１９９４年、同「終わりなき日常を生きろ」筑摩書房、1995

年、宮台真司・藤井誠二「学校的日常を生き抜け」1998 年。 

６）中西新太郎「思春期の危機を生きる子どもたち」はるか書房、2001 年、同「情報消費型社会と知の構
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造」旬報社、1998 年、229-234 頁。 

７）A. Giddens、 Modernity and Self-Identity(Stanford、 1991)、 p.32-33 

８）S. ホールによるアグルトンの引用。 Stephen J. Ball、 MegMaguire and SheilaMacraw、 Choice、 

Pathways、 Transitions Post-16(RoutledgeFalmer2000)、 p.68 

９）エスノグラフイ-の手法を取り入れたサプカルチヤー研究として、宮崎あゆみによる 91 年度の女子高

校の調査がある。宮崎あゆみ｢ジェンダー･サブカルチャーのダイナミクス｣「教育社会学研究」東洋館

出版社、1993 年、同｢ジエンダーサブカルチャー｣「教育のエスノグラフィー」嵯峨野書院、1998 年。

宮崎の調査では、生徒たちの私的グループが、学校の要求する「貞淑さ」や「真面目さ」をめぐる差

異化／対抗戦略に応して分化しており、サブカルチャーを身につけたくヤンキー〉グループが生徒集

団内部で下位に押しやられ、ジェンダー秩序が形成されることが明らかにされた。しかしながら後述

するように筆者の調査の知見においては、サブカルチャーを身につけた集団が生徒集団内部で上位に

なっており、宮崎の知見とは違いを見せる。これは、宮崎の調査校と筆者の調査校の学校ランクの差

違および、９０年代後半のコギャル文化の隆盛といった時代状況の違いを反映していると考えられる。 

１０）調査者がどのような役割でフィールドにコミットしたのかは、参与観察によるデータ収集の到達点

と限界とを知るために重要である。佐藤郁哉「フィールドワーク」新曜社、１９９２年、145 頁。当

初の頃筆者の立場は、多くの生徒に「教育実習生」のような教師に近い立場として認知されたが、調

査の進行過程で、授業課題を行うことや逸脱行動に口を出さないことにより「取材」にきている「お

姉さん」という立場に移行し、電話などで悩み相談にのることになったり、イジメ事件に介入するな

どしている。しかしその一方で、こうした立場は、後述する〈コギャル〉の女の子に有利なものであ

ると警戒されたため、〈オタク〉の女の子へのインタビューは困難を極めるものとなった。 

１１）Gerald. D. Suttles、 UrbanEthnography Situational and Normative Accounts、 Annual Review of 

Sociology、 Volume 2(1976)。 

１２）「首都圏高校受験案内」晶文社、1965-2001 年。 

１３）私学助成金の署名運動に伴うアンケート調査 の一項目で、クラスごとに担任が集計した結果による。

担任教師へのインタビュー（1997 年 10 月 10 日）において８組の結果を確認したところ、「イジメら

れ」体験者が９割、「イジメ」体験者が６割という結果であった。 

１４）中西が指摘しているように、子どもの成長過程は、自己を確立する課題と、消費文化を生きるとい

う作業に二重化されており、後者については、小学校高学年から中学校にかけて始まるという。中西

新太郎「思春期の危機を生きる子どもたち」はるか書房、2001 年、１２７頁。そのため、「高校デビ

ュー」と言う言葉が生徒たちにかわされる時には、高校以前はそうした作業を行っていなかったこと

を含んだ否定的なニュアンスを持つのである。 

１５）卒業記念文集、1999 年発刊。 

１６）木村涼子「学校文化とジェンダー」勁草書房、1999 年、５２頁。 

１７)R. D. Laing、 Self and Others(Tavistok1969)。 R. D.レイン「自己と他者」みすず書房、1998 年、

110 頁。レインによれば、アイデンティティとは、自己が物語る自己に関する 説 話
ストーリー

だが、人は誰しも

それを承認する他者の存在なしには確からしいアイデンティティを獲得することは出来ないとしてい
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る。 

１８）本稿では、再帰的プロジェクトの中心にいて、教室内の多数派の〈コギヤル〉によってなされてい

た三層それぞれの呼び方に倣って使用しているが、それぞれの層の自らの呼び方は異なっている。〈トッ

プ〉は「ギャル」と、〈オタク〉は「大人しい子」とそれぞれ自称している。 

１９）５月頃の教室空間で生徒たちの座る場所は、〈トップ〉が個々バラバラに点在しているのに対し、教

室前方付近を〈オタク>の子が占め、後方の座席を〈コギヤル〉のグループが占めていた。 

２０）芸能界のジャニーズ事務所に所属しているタレントを総称して、「ジャニーズ系」と言う。ここで話

題になっているＶ６とは、歌手、俳優、バラエティー番組の司会などをしている男性６人のアイドルグ

ループである。 

２１）「プリクラ」とは、プリントクラブの略称で、人気キャラクターやタレントのフレーム（プリクラの

周辺の絵柄のこと）の中に写真が収まったシールである。また「写真」とは、休日や放課後、または幼

少の頃の写真を手帳ファイルに収集しているものである。これらは、手帳などに「友人」の数や「思い

出」として収集されている。 

２２）安室奈美恵、歌手。一時期までコギヤルファッションのリーダー的存在とされており、彼女のファ

ッションを真似るものは、アムラーと称された。 

２３）1997 年度はメディアがコギヤルに注目していたこともあり、テレビに出演する八女子高校の生徒が

クラスの中で話題になることがしばしばあった。筆者が直接確認できただけで、８組では３人の生徒が

テレビに出演している。 

２４）福永花子は、1997 年、1998 年頃に流行した「キティちゃん」人形や、髪の毛や腕につける「花」の

ブームの火付け役とされた、コギャルに影響力をもつ「カリスマ女子高生」である。「超コギャル読本」

宝島社、1998 年、１８頁。福永の私生活は、高校生をターゲットとした雑誌で紹介ざれ羨望を集め、Ａ

女子高校でも〈コギャル〉を中心に、彼女の私生活が話題とされた。 

２５）それだけではなく、〈オタク〉は、〈トップ〉と〈コギャル〉をほとんど区別しておらず、〈コギャル

>内で低い位置に置かれている女の子を〈トップ〉（強い子）と見なすなど、コギャルたちの位置関係に

ついての知識をほとんど持っていない。 

２６）インタビューによれば、理恵はこの当時つきあって３ケ月になる恋人と将来は結婚したいと考える

ような「一途」な恋愛をしており、別れた恋人とセックスをする発想を持っているわけではなかった。 

２７）電話でのインタビュー調査（2001 年７月－８月実施）による。なお、不明者７人は、連絡不通（４

人)、インタビュー拒否（２人)、階層項目のインタビュー拒否（１人）となっている。 

２８）ラポール形成後の 10 月末に、1995 年 11 月～1997 年 10 月の期間の日記のコピーを入手した。日記

は時期によって記述のスタイルが異なっており、1995 年（中学時代）から高校一年生にかけては、特別

な出来事のみ記述されたものになっているが、1997 年１月～10 月にかけては、見開き１週間の手帳に毎

日の行動と短い感想を記録したものになっている。ちはるはこの日記をグループメンバーには公表する

こともあり、彼女のライフヒストリーを支える資源として活用している。 

２９）P. Willis、 Leasrning to Labour(Ashgate1977)。 P.ウィリス「ハマータウンの野郎ども」筑摩書

房、1996 年、159 頁。 
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３０）例えば、「修学旅行先では私服着用」のきまりに対して、〈コギヤル〉は、「制服がいい。」と教師に

交渉し続けたかかなわなかった。そして、旅行先での私服着用時に明らかになったのは、衣服にあわせて

足下までコーディネートしていた〈トップ〉に対し、〈コギャル〉の多くは、ローファーなどの制服着用時

の皮靴を合わせており、全体のハランスを考えたものではなかった。制服を脱いた途端に、学校外で居場

所を持ち遊んでいる〈トップ〉と、遊んでいない〈コギャル〉の差異か一挙に顕在化するのである。 

３１）卒業文集 1999 年発刊。自由作文のため、執筆の内容や分量は執筆者によって違いがあるが、本稿で

は、グループごとの傾向に注目している。 

３２）退学理由の中には、異性関係が元になっているケースもある。ここからは、再帰的プロジェクトが

彼女たちを学校に引きつけつつも、同時に離れきせもする指向性を内包している、両義的な性格を持つこ

とが窺える。 
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