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消費文化としてのJリーグの行方
…若者文化としてのスポーツ観戦に関する仮説検討一

梅津顕一郎事

A Study 00 the “J" League's Future as Coosumptioo Culture 
-Through Studyiog a Hypothesis 00 Sports Watchiog as a Part of Youth Culture-

Ken.ト.刷糊糊卿網刷剛必

This paper is a study on the sports culture within the field of youth culture. 

The aim of the paper is to form a paradigm of sports culture studies as a criti-

cal theory of consumption culture， through summing up the so-called “J 

League Boom" and showing a hypothesis on its future. 

Past studies on sports culture from the “communication theory" viewpoint， 

have covered the process of generation， exchange and reproduction of the rnean-

ing through the interaction between players and audience. But in this paper ，the 

paradigrn of discussion is further expanded to include social communication， 

and consumption culture with paticular ernphasis on the phenornenon of fash-

lOn. 

The discussion proceeds as follows: 

(1) This paper sums up the “J League Boorn" and shows i ts fea tures as conω 

sumption culture and youth culture. 

(2) 1 t explains a hypothesis tha t the recen t cooling down of the "J League 

Boorn" rneans a detachment phenomenon of the masses frorn a closed soccer 

maniacs' world. 

(3) It shows that “otaku占ピーthesophisticated transforrnation from fanatics' 

communication style， has been advanced in the consumption culture of 

the1980's. 

(4) It studies cultural and social functions of watching sports (games). 
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はじめに

本稿は，スポーツ文化を対象とした若者文化研

究の一試論である。具体的には，いわゆるJリー

グブームについての消費文化的な位置づけ，ある

いは将来の行方に引いての仮説提訴の作業を通じ

て，消費文化論的なスポーツ文化研究のための枠

組みを模紫する.

スポーツ観戦の社会的・文化的な機能について

は，これまでさまざまな観点からの分析が試みら
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れてきた.そのシンボル性あるいは記号性という

観点からは，既にM.R.ボ…ル，あるいはJ.1)…

ヴァ一等の研究1) によって，祝祭空間の拡張と

日常化，あるいは意味の創造と共有・雄認等が指

摘されている.これらの視点はいずれもプレイヤー

の文化的シンボル性に着目したものであり，プレー

ヤーとスベクテータ}の相互作用を通じた社会的・

文化的な「意味Jの創造，共有，伝播に焦点を当

てたものであるといえる，

本稿が目指すものも，このようなコミュニケ…

ション論的な分析視点からの議論である.ただし

記号を媒介とした意味の生成，交換，再生産の過

程について，プレーヤ}とスペクテ…ターの相互

作用の範囲を越えて，社会的コミュニケ}ション

としてより拡大した枠組み，すなわち消費文化や

流行現象のレベルを視野に置いて捉えてゆきたい.

以下の展開を示そう.先ずはじめに俗に苦う

rJ.リーグブームJについて概括したうえで，そ

の消費文化・若者文化としての特色をあぶり出す.

次いで消費文化論の観点から，近年のJ.リーグ

ブームの鎮静化を，蛸讃化するマニアックな世界

と一般大衆との識離現象という瞥定仮説として捉

える"さらに.80年代に腔盛を見た「消費記号論J
について.1970年代以降の我が聞における消費文

化の流れに即しながら コミュニケーション論的

批判検討を施し，マニアたちのコミュニケーショ

ンスタイルのオタク化が， 80年代以降の消費文化

の連続にあることを示唆し，その問題点について

あぶり出す.最後に関頭で触れたスポ…ツ観戦の

文化的・社会的機能の問題に照らし合わせながら

検討を進める.

2.いわゆる rJ.リーグブームjについて

周知のように， J.リーグ人気は'93年の閉幕沈

年からいきなり爆発した.当時スタジアムは多く

の観客で埋め尽くされ，試合は連日のように中継

された.さらにはイエ口一カード，サボーターな

どのサッカ}用語が新鮮な響きをもって広く浸透

し，流行語にまでなるなど，まさにJ.リーグは社

会現象であったと替っていい.

しかしながら近年のメディア風景におけるのサッ

カ…の退潮現象には著しいものがある. TV視聴

率や観客動員数の実体(図.参照)を見るかぎり，

それは単にメディアがJ.リ}グを取り上げる機

会が少なくなったというのではなく，明らかな悶

民規模での人気後退，民衆ばなれを意味している.

もはや93年のJ.リーグ元年に世間を接見した

大プ…ムは，わずか3年にして急速に終鵜へと向

かっている感すらある(一端滞ち着いた現象と見

る向きもあるが). 

Jリーグ全体
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図.1993年開幕以来のJ.リーグ全体の観衆推移

1996年5月20日現在.J.リーグデータセンターによる

一方J.リ…グは， r地域スポ}ツJという従来

にない新機軸を打ち出しており，その意味では相

撲，プロ野球等，基本的に都市部に拠点をおく他

のプ口スポーツとは一線を71いている.プロ化に

あたっての理念も，あくまで「スポーツを通じた

地域づくりと青少年の育成Jと「サッカ]を核と

したマルチスポ}ツクラブJにあり，若者をタ}

ゲットとした消費文化の立ちょげではなかった.

さらに言えば，プ口化することですら当初からの

積極的目標だったわけではない.むしろサッカ}

競技をめぐる囲内事情が「プロ化せざるを得ない

状況J2) にあったことが大きい.

具体的には1.レベルアップのために従来の

日本リーグを活気あるメジャ…スポーツとして再
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生する必要であったこと 3) 2.実際問題として

のプ口契約選手の出現と既成事実化4)と，さら

にスポーツ全体に共通する課題として， 3.学校

スポーツあるいは企業スポ…ツの限界5)と新た

なスポーツの場の形成の必要性といったテ…マが，

当時日本におけるサッカ…競技の具体的問題とし

て避けられない状沈にあり，これらに対する本格

的受け皿作りとしてプロ化は「当然の帰結」であっ

た.

また，サッカーをプロ化するにあたっては，常

に困難きが付きまとったという.例えばJ.リ…グ

戦略の…つである地域重視のマ…ケテイングにし

ても，地域スポーツの場が脱・学校化しつつある

現在，たしかに地域への「貢献Jには違いないが，

それ以上にJ.リーグ側のニーズとして，スタジア

ム，グラウンドの確保という急、務に応えるため公

共施設を利用せざるをえない，という事情も大き

かった.その結果，当然公共の楠祉に還元すべき

要素を. J.リーグは地元地域から求められること

となる.

このように競技力の向上，施設，組織づくりな

どさまざまな課題を抱えながら，限られた状況の

中で競技力アップのための支援体制と，地に足つ

いたスポーツ文化の創造という 2つの理念にむけ

て，プランを現実化せざるを得なかったのが実情

であった.結果，ぎりぎりの選択として採択され

たのが「サッカーを機軸にしたマルチスポ…ツク

ラブ作り」というヨーロッパ(具体的にはドイツ)

的な方法によるプロ化であり むしろ消費文化と

してのJ.リーグブームは その本来的意闘を脇え

た「思わぬ波及効果Jであったと考えるのが妥当

のようである.

3.若者消費文化としてのJ.リ…グブーム

3-1 若者消費文化としてのJ.リーグブーム

しかし本来意図されたものではなかったにせよ，

J.リ…グプ…ムは若者層を主たるターゲットのひ

とつとしたり，メディアが強力な後押しをするな

ど，明かに若者消費文化，あるいはメディア文化

の…環として捉えるべき部分を含み持っていた.

とりわけこの時期，若者層の聞でF.l，プ口レス

ブーム (UWF.FMW)など 一連のスポーツ

観戦プ…ムが続いた.それらは前記特徴において

共通し，あたかもJ.リ…グまで連続しているかの

ようにもみえる.

3張本・杉山を擁したメキシコオリンピック銅メ

ダルを頂点に，日本リーグ(東京オリンピック時

のコーチであったクラマーの置土産であった)が

結成されたにもかかわらず その後人気下降気味

であったサッカ…が，何故1993年のJ.リ…グ閉幕

と共に燥発的なブームを迎えたのか.その背景と

して，時期的タイミングの問題が挙げられる.当

時野球はNOMO，イチ口…設場以前であり(わ

ずかに長嶋巨人復活がシーズン前の話題となった

が，ペナントレース優勝は前年に続きヤクルトス

ワローズであった) 人気的には長期低落傾向に

あった.また前記F.lも この時期になるとその

爆発的人気に除りがみられるようになってきたた.

このように考えれば.93年当時何かしらの新しい

スポ…ツがブ…ムになりうるタイミングにあった

ことは確かである.しかし それでもなお何故J.

リーク'だったのか，という疑問は残る.

当時J.リーグの聴力については様々指摘された

が，そのおおよそをまとめてみると，

(1) 競技特性が若者に受け入れられたこと

(2) ポストパプルの新時代に相応しい新しい文

化性

の2点に集約される.以下 この 2つのポイン

トについて検討合加る.

(1)競技特性について.例えば，当時よく言わ

れたのは，野球との対比であった.日く，野球は

ダサイ，サッカーがトレンヂイ.プレイヤーの個

性，パフォーマンスから，マーケテイング戦略に

るまで，明かにJ.リーグは野球の優位にあるか

のごとく語られた.それらの雷説の幾つかを拾っ

てみると，プレイヤーによるパフォーマンスにつ

いては，ゲ…ムのテンポや間において，野球にく

らべ遥にスピーデイー 且つエキサイテイングで

あり，若者向きとされた.これは攻・守の役割交
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代を基本とする野球に比べ 両者の連続性を持つ

サッカーの方が緊張感ある動きの連続が可能であ

るという競技特性が，スピーヂィ…な時代感覚に

マッチしていると見られた点が大きい.さらにい

えば選手遣の側性あふれるキャラクターも当時J.

リ…グの大きなく売り〉であった.ゴン中山，カ

ズ三浦.彼等がTVコマ}シヤルを飾らなかった

日は無かった.加えてプロ野球に無い海外からの

ピッグネ}ムの招致も目を引いた.

(2)ポストバブルの新時代に相応しい新しい文

化性について.

一般に1980年代に花開いた消費文化は， 90年代

を迎え，大きく転換したとされている.70年代は，

60年代の遺産としての「他人並みJ指向がまだ生

きていた時代であり，生産…消費のシステムは大

最生産・大量消費であった.人々は他人と同じも

のを買い，消費することで「他人並み」の幸せを

実感する.このような同一化要求に根差した消費

のスタイルは70年代後半の不況を乗り切る頃から

都市部を中心に大きく変貌をとげ， 80年代に入る

と新しい消費文化のスタイルにとって変られるこ

ととなる.すなわちポスト議厚長大型消費文化の

誕生である.この時代の主役は大学生を中心とし

た若者であった.ここでは消費は「他人並みJで

はなく他人との「違いJ，すなわち個性を表現す

る手段とされた.

そうした中，消費を文化記号的現象としてとら

えようとする議論(=消費記号論)や，消費者の

感性をいかにキャッチするかに主眼を置いた感性

マーケティング，あるいは消費者の個別指向に滞

日した分衆論，新大衆論など，新しい若者消費文

化をあとづける議論がアカデミズム・ジャーナリ

ズム・マ…ケテイングの境界を越えて花開くこと

となった 6)ここでは消費は文化記号的現象とし

てとらえられ，消費を通じた個性の演出は，いわ

ゆる記号的差異化，つまりより格好いいもの(当

時の醤葉で替えば「ナウイ」もの)を求め，他人

に差をつける行為としてとらえられた耐

しかしながらバブル経済の崩壊に始まる90年代

前半には，こうした消費文化の基本閑式は変更を

余儀なくされる.格好いいものは日変わりメニュー

のごとく入れ変わり， rダサイJ-rナウイJの

単純二元論的図式はもはや成立が難しくなってく

る.何が時代の覇者なのか見えない時代が到来す

る一方で，消費における倒別化，あるいは地方や

地域の見直しなどが議論されるようになってくる.

個別化・脱中心化・加速度的変化.これらはポ

スト重厚長大型消費文化を論じるにあたって既に

80年代に替われてきたことであるが，実のところ

全てが「ダサイJ-rナウイJという 2元図式の

元に還元されえるような単純な構図がそこにはあっ

た.しかし90年代以降，もはやそのような 2元図

式自体が陳腐なものとなってしまい，個別化にせ

よ，脱中心化にせよ，新しい枠組みにもとづく議

論が求められているのである.

こうした中で，スピード感とテンションの高さ，

そして個性，さらには地域麓視(即ち脱中央集権

化)といった， J.リ…グのセ…ルスポイントを列

記してみると，いずれもこの時期の文化状況にとっ

て待望久しかった，ポスト重厚長大型消費文化と

してのスタイルに他ならないことがわかる.これ

はスポーツ以外でも 当時のメヂイア文化などに

共通するコンセブトである.例えばテンションの

高いスピーデイ}さについて言えば，当時のTV

ドラマにおいても目まぐるしい速さのドラスティッ

クなスト…リ…展開を売り物とするものが相次い

で盛場し，ちょっとしたブ…ムとなった7)

F.lにせよ，プロレスブーム (UWF，FMW) 

にせよ.1980年代後半から90年代前半にかけての

スポーツ観戦ブームには，時代が加速度を増す中

で，常にその時点において新しいもの(=格好い

いもの)を求めることが要求されてきた.結果，

時代の覇者が従来図式においてはもはや見えなく

なりつつある時期に登場したのがJ.リーグであり，

その意味では，これらと単に時期的に連続してい

るだけではなく，文化的脈絡においても同じ流れ

にあると首える.

3…2 ファンのニ極化とヂィスコミュニケーション

では J.リーグの消費文化としての側面に藩
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目した場合，近年の観客動員数， TV視聴率の低

下はどう解釈できるであろうか.実は，前述した

一連のスポ}ツ観戦ブームには一つの共通点があ

る.それは一度大ブームを経た後，ファン層が熱

狂的マニア集団と冷めた一般大衆とに 2極化し，

両者がずイスコミュニケーション状態となること

である.マニア的な集団は 一般人とはかけ離れ

たところで文化的に蛸壷化し オタク化する.例

えば1980年代前半に新日プ口(新日本プ口レス)

を中心にブームを迎えたプロレスは， 80年代後半，

前回日明率いる新星UWFの旗揚げで再びプ…ム

を迎えた.しかし1988年以降 プロレス中継は地

上波TV放送のゴールデンタイム枠から撤退し，

現在はBSや深夜の中継に限られている.その一

方で現在でも東京ドーム等の大会場での興業には，

主催者発表で全国から 5万人以上もの観客がつめ

かけ，熱狂的声援をおくる.

世間一般のファンは感心を失い，一部の熱柾的

なファンのみが残る.このよつなブアンの二極化

は，スポーツ観戦に限ったことではない.素人バ

ンドブームやコミケット，ゲーマ}等，いわゆる

「おたくJたちの生息する若者文化に広く共通す

るスタイルであると言ってよい.

表.1993年開幕以来のチーム別観衆推移

93サントリー 93NICOS 94サントリー 94NICOS 95サントリー95NICOS 96(1…15節)

腐島アントラ…ズ 13，898 14，134 14，792 18，832 15，773 22，509 14，921 

ジニにフユナイテッド市開 19，730 20，817 25，926 18，599 16，265 14，572 14，508 

柏レイソル 18，118 14，086 12，334 

補和レッドダイヤモンズ 9，149 13，770 20，631 16，320 16，387 22，732 27，098 

ヴェルテ.ィ川崎 20，558 29，913 30，385 19，467 22，060 19，608 19，213 

横浜マリノス 18，182 15，379 15，407 24，195 18，949 17，702 15，242 

横浜フリューゲルス 13，204 17，724 21，791 17，085 14，897 16，707 16，058 

ベルマーレ平城 17，678 17，993 15，795 16，427 14，904 

清水エスパルス 16，124 20，800 16，543 22，910 18，468 21，026 14，275 

ジュピ口岩田 14，278 14，716 17，037 17，589 13，930 

名古腫グランパスエイト 20，284 19，453 18，329 25，355 21，413 21，513 21，964 

京都パープルサンガ 8，932 

ガンバ大阪 20，828 22，315 22，821 21，914 15，760 10，860 7，427 

セレッソ大阪 11，706 12，488 7，555 

サンブレッチェ広鳥 16，819 16，468 17，585 16，816 11，509 11，868 10，636 

アビスパ福岡 12，681 

合計平均 16，876 19，077 119，679 19，517 16，724 17，120 14，634 

1996年5月20日現在 J.リーグデータセンタ…による
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同様の現象がJ.リーグにも訪れつつあると考え

ることはできないであろうか.J.リーグ全体を見

るかぎりでは，例年を頂点に観響数は確実に減少

していると脅えるが，各チームの観客動員数を比

較してみると，必ずしも一律に減っているわけで

はないことがわかる.中には浦和のように観客動

員数を大幅に増やしている球閉すらある.また観

客動員数が減っている中で，例えばベルデイは20，

000前後，広島は11，000前後といった具合に，こ

こ数シーズン安定傾向にある球団も多い.つまり

例年以降もスタジアムに訪れるマニアックな層と，

冷めた一般大衆グル…プの分離がほぼ落ち着きつ

つあると捉えられるのでではないか(表参照). 

4. ファンのこ槌化の意服するもの

4-1 若者消費文化の成熟と「おたくJ，r新人類J

このようなファンの二極化の仮説が仮に成り立

っとすれば，それが文化的に意味するものはなに

か.ここでもう少し検討を加えておきたい.

1980年代前半，マ}ケテイングや社会学(若者

論)の一部において「個性」の名の元に強調され

たのは，差異の質の如何ではなく，他者に対して

差異があること自体だった.

互いの差異を計る行為として，消費は社会的コ

ミュニケ}ションでもあった.80年代前半から中

葉にかけて，当時の若者を指し示す言葉として

「新人類Jなる用語がはやったが，一部のマーケ

テイング，とりわけ感性マーケテイングにおいて

はそれをポジティプな意味で用いることが多かっ

たベすなわち様々な流行情報にアンテナを強り

巡らし，時代の先端を行こうとする高感度人聞を

指して「新人類Jと呼んだのである.

他方，時をほぼ同じくして中森明夫は漫岡・コ

ミック・アニメ関係のマニアが，相手を互いに実

名ではなく「おたく…..Jと呼ぶことから，彼ら

を「おたくJ族と名付け，彼ら独特の自問的・非

協調的な行動様式を かなり差別的な意味も込め

ながら面白おかしく紹介している 9) rおたく」

はその後すぐに日の目を見ることはなかったが，

連続幼女誘拐殺人事件(之m忠M事f件牛)をきつかけに，

はなはだネガテイプなト.恥恥恥いいい蜘山山…….脚阿側ω叩叩剛綱綱

1贈脅炎していくこととなる.いわゆる「おたくパッ

シング」である.パッシングの具体的タ}ゲット

については，ある時は趣味の情報に対する極端に

マニアックな態度であったり，また別の場合には

ファッションスタイルであったり，まちまちな面

も多々あったが，その本質は，こうした彼らの行

動全てが格好感い口ダサイものであるという前提

であり，そこへ先の rM事件J以降犯罪的異常性

というニュワンスがついて回るようになった.

こうして消費文化の覇権をめぐる「勝ち組(口

ナウイ)としての新人類J，r負け組(ロダサイ)

としてのおたくJという単純2分法が君臨するこ

ととなる.

そして90年代に入る頃から若者消費文化は畑熟

期に突入する.消費における個別化が強調される

一方で，アムラ…など，皆が同じものを指向する

という，ある意味では再・大衆化とも替うべき方

向性も見え隠れするようになる.80年代に幅を利

かせたくダサイーナウイ〉の 2分法は効力を失い，

他人に差を付けようとすること z 差異化は，それ

自体カツ口ワルイこととなった.ここにおいて

「新人類Jなる言葉は死語となり，一方「おたく」

もまたそのネガティプな意味あいを消失した 10) 

ここに消費の社会的コミュニケーションとしての

機能もまたその効力を失うことになる.他人がど

う思おうと，自分さえよければそれでいい.こう

したことから90年代の中心概念は消費に於ける脱・

差異化であり，ミ〕イズムの徹底であるとする声

もある 11)

4-2 差異化とミーイズムの狭間にあるスポーツ

観戦ブーム

きて，このような若者消費文化の流れを踏まえ

てみると，前述した一連のスポーツ観戦ブームは，

いずれも80年代型の差異化を中心概念とした消費

文化から， 90年代型の脱・差異化の消費文化への

移行期にあると言える.このことからファンの 2

極化現象について さらに次のような仮説が成り
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立つ.ブーム当初先行するスポーツ観戦に対し

て差異化機能を有していたものが，差異化の陳腐

化に伴い， rカッコヨサJを失う.結果，個別的

な指向性の強いマニアックなファン口「おたくJ
のみが残る.最も後発のJ.リーグはブ」ムの頂点

が93年だが，当時先行プロ球技である野球との差

異を強調する議論が横行したことなどを考えると，

この図式にあてはまると言っていい.

とするならば，マニアックなブアンのコミュニ

ケーション空間と，対-一般社会的なディスコミュ

ニケーションの問題の根本は 消費における差異

化からミ…イズムへの移行に求められよう.

4-3 80年代と90年代の連続性

問題は差異化が陳腐なものとなった後に，ぞれ

にとって代わる新たな形での社会的な距離を計る

行為=社会的コミュニケーションが見当たらない

ことである.

80年代新人類をポジティプに論ずる議論の中で

強調されたのは，彼らの情報感度の高さと差異化

のセンスの豊きであった.言い換えれば消費を通

じた社会的コミュニケーション能力の高きである.

他方「おたく J概念の中核は 彼等といわゆる

「マニアJとの違いとして，一般社会とのディス

コミュニケーション 自分違だけに通じる世界の

存在が指摘されている点である.とりわけ彼らの

現実認識におけるリアリテイ感覚の欠如，つまり

生きとし生ける生身の“他者"の存在や自己一他

者関係などを，あたかもメディアの向こう側の風

景ロ仮想現実のごとく捉える感覚が彼ら独特のも

のとして，パッシングの対象とされたのである.

このように両者は，社会的コミュニケ}ション

のあり方をめぐって大きな楚があるものとして捉

えられてきた.そして80年代にはこの両者のコミュ

ニケ…ションの違いが時代の覇権を新人鎖に向か

わせていたといえよう.しかしながら90年代，前

記のように状況は一変する.

(1) 日本におけるポストモダニズムと差異化の物

組
問
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確かにそのコミュニケーションにおいて差のあ

る新人類とおたくだが，実は消費を通じ他者との

「葉興化Jを図るという点では共通していること

に留意されたい.

80年代における文化状況を鑑みながら我が閣に

おける消費と「差異化」の議論的背景を辿ってい

くと，必然的にポストモダニスムの議論へ到達す

る.かつてJ.F.リオタ…ルはポストモダニズムに

ついて，正義，理想等“大きな物語"つまり絶

対的な妥当性をもって君臨する社会的テーマがそ

の妥当性を失う時代として捉えた.すなわち物語

に支配されること自体が陳腐なものとなるのであ

る.その意味で、ポストモダンとは，“近代の物語"

から，次の“ポスト近代の物語"へと移行するプ

口セスではなく，“大きな物語"による支配とい

う構造自体の解体・消滅過程である 12) 

日本においてポスト近代が一般に認知されるよ

うになるのは1980年代以降である.リオタールの

視点に立つならば，確かに戦後日本は“近代の大

きな物語"によって支配されてきた， といえる.

日本経済にとっての“大きな物語"とは， 1945~ 

1960年頃までは「戦後復興」であり， 1960年代は

「高度経済成長」であった.またその一方で，戦

後の精神史を語るべき一貫した物語として，明治

政府下では軽んじられてきた「精神の近代化Jが

ある.言うまでもなく，丸山真男，大塚久雄はこ

うした時代に立つ巨人であった.

80年代，ポストモダンの予調として議論された

のは，論者による違いはあるものの，しいてその

議論的骨子を要約するならばおよそ次のようなこ

とであった.かつて絶対的な妥当性を持って君臨

していた経済発展を前提とした“未来信仰の物語"

は，高度経済成長の終罵と共に効力を大きく失い，

他方戦後アメリカによってもたらされた“自曲と

民主主義の物語"もまた二度の安保闘争や，学生

運動の挫折等によって不信感をつきつけられた.

こうして70年代には“近代の大きな物語" (そ

の究極は民主主義)への不信，さらに80年代には

相対化・解体へと向かい，ポストモダン状況，す

なわち“小さな物語"乱立の時代へとむかうと考
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えられた.

このような時代の予調を消費文化の側面から支

えたものが記号消費であり，葉興化であった.す

なわち，消費における“「同一化Jの大きな物語"

を解体し.r個々の諜異Jという“小さな物語"

へと変質させると共に，社会的・文化的脈絡にあ

る様々な“物語"を引きこみ.r楚異化Jのメカ

ニズムに乗せることによって 大きな物語解体の

プロセスに一役買っと目されたのである.

しかし実状は必ずしも予見どおりであったとは

普い難い.とりわけこの時代記号消費の果たした

役割は，予見以上に肥大したものがあった.例え

ば消費を通じて差異を差し示す行為は，単なる個

性の演出にとどまらず，新たな主体性の創造とい

う過酷なテーマが課せられた点において，従来の

内省的・理性的な自我を前提とする個人主義を凌

駕せんとするものであり，またパロデイ化に見る

コードの読みかえは，単なるコピー文化の自律を

越えて戦後の日本の近代化を支えてきた「まじめ

さJの物語りを駆逐するものであった.差異化は

単に「もはや貧しくはないJという裕福さの実感

を体現する行為のレベルにはなく，また小さな物

語(=個々の差異)のレベルをも紐え，新しい時

代精神を形作る粧の重きを持って1つの大きな物

語りとなったのである 13) 

このように.70年代における近代への不信感の

興隆がそのまま物語り支配構造の解消へと結び付

くことはなかった.すなわち80年代においては，

対抗的選択肢としての「ポストモダン」物語が登

場するにすぎなかったのである.それを現実の文

化的局面から支え，後押しした消費文化もまた巨

大な「差異化の物語」となってしまった.

新人類もおたくも消費文化の中では.r差異化J
の大きな物語を軸に双子のような関係にある，と

替える.新人類概念の消滅とおたくの否定的側面

の消失は，両者を結び付ける軸としての消費文化

の変質を物語る.

すなわち，問者の覇権争いを決定づけていたダ

サイーナウイの二分法t 消費文化のなかで肥大化

した「差異化の物語Jが90年代に入ってその効力

を失い，解体されることで， r新人類Jも「おた

くJもその一応の牒史的使命を終えることとなっ

た，と解釈することが出来る.

(2) 白ミサとしての消費文化---80年代と90年代の

連続性~

では何故80年代当初には解体されなかった物語

の構造がここへきて解体を見ることとなったのか.

この次なる疑問への答えのなかに， 80年代に強調

された「差異化Jのコンセプトの本質を見ること

が出来る.

そもそも「差異化Jとはなにか.またそのよう

なものが中心概念となる消費文化とはいかなるも

のなのか.周知のように， 80年代の日本の消費文

化論において，消費による倒性表現のパイプル的

存在となったのはJ.ボ…ドリヤールの議論であ

る.よく知られているように彼は，マルクス主義，

そ…ス，パタイユ等を議論のパックボーンにしな

がら，消費の文化的・記号的性質について鋭いメ

スを入れている.しかしここで留意しなければな

らないのは，本来消費が文化的・記号的性質を持

つようになるのは決して成熟した資本主義社会の

みに限った現象ではなという点である.例えばヨ…

口ッパにおいては古くから先祖伝来の骨董家具な

どが記号的価備をもっていた.また日本において

も同様の例は見い出すことができょう. G.マク

ラッケンはこれら伝統に根差した記号的価備につ

いて，古光沢の理論として焼閲している 14) し

かしこのような伝統的記号価値とボードリヤール

の議論には，決定的な違いがある.それはその記

号性の質の問題である.すなわちボードリヤ}ル

においては記号的非実体(シミュラ…クル)性15) 

こそが重要なのである.伝統的記号価値におい

ては，基本的にその記号性をめぐって具体的な意

味の脈絡が蒋在する.前出マクラッケンはこのよ

うな根拠から記号消費を通じた意味の伝搬・生成

機能の肯定的側面を強調している.他方ボードリ

ヤールの議論では，商品の記号価値を決定づける

ものが単純な差異を計るコ…ドに還元されるとい

うことが議論の根幹をなし，あらゆる記号が具体

的な意味の脈絡を消失し，本来的な記号としての
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機能を失うプ口セスが強調されているのである.

このような両者の論調の違いについて，そのい

ずれが正当か，ここで議論すべき問題ではない.

むしろ本稿にとって重要なことは， 80年代のわが

固における消費文化のパイプルとしてボードリヤ…

ルの視点が有効であったという事実である.すな

わちこの事実は，その記号的非実体化をめぐって，

明かにそれまでのものとは一線を引く消費文化が

1980年代の日本において花開いたことを物語る.

80年代における記号的差異化の議論において，

蒸異の質ではなく 差異の存在自体が強調された

理由もここにある.すなわち ここでの個性の表

現とは，記号の意味的非・実体性を前提としてお

り，まさに実体的意味としての内容を問わない個

性の表現であった.したがって社会的コミュニケ…

ションのブ口セスにおいて消費文化の成熟がもた

らしたものは，単なるコンテキストの組み替えで

はなく，記号と文化と意味を結ぶ，碁本図式の根

本的構造転換であった.

ではそのような根本的構造転換の行く手に待ち

受けるものは何か.ボードリヤ…ルは，“「白い

ミサ」状況"なる言葉で，記号消費の行き着く社

会状況に引いて言及している.彼によれば，本来

記号と意味とを結んでいる文化的諸ロードが有効

性を失い，唯…差異化コ…ドのみが文化的記号の

ヒエラルキーを決定する状況へと追い込まれる状

況の下，結局はありとあらゆる事物の社会的距離

観が消滅し，人々は文化的・社会的な意味の脈絡

を失う 16)

重要なことは，この議論においては，消費文化

の成熟過税そのものがこうした文化的疎外の渦程

として捉えられていることである.即ち，本来複

雑な記号とコードの連鎖によって作られる意味の

構図が，単純な差異を計るコードに還元されるこ

とで，あらゆる事物の意味が解体される.その行

き着く先が「白いミサ」状況なのである 17)

以上の議論を踏襲すれば， 80年代型の差異化を

中心概念とした消費文化から90年代型の脱・差異

化の消費文化への移行は，新しい消費文化への転

換ではなく，社会的コミュニケ…ション解体の連
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続的な過程として拠えられる.つまり「差異化J
の物語は，それ自体が社会的コミュニケ…ション

の解体を要素として含み持っており，このような

性格を有する消費文化が成熟すればするほど，社

会的コミュニケ}ションの解体もまた進むことと

なる.こうして「ポストモダンJの大きな物語は，

その存立基盤を自ら失って行くのである.

5.結措

以上の考察を踏まえ 2様化するファンの問題に

眼を向けるならば，ぞれはもはや単にγニアの一

般社会からの孤立を物語るだけではないことは明

らかであろう.冷めた…般大衆にとってもまた意

味の見えない，コミュニケ…ションのない世界へ

自身を追い込む過殺でしかない.問様にマニアツ

クなファン同志におけるコミュニケーション空間

においても意味の解体は進行することになる.な

ぜならそれは，記号的差異化の介在するあらゆる

物事においておこるものだから.

話をJ.リーグの問題に戻そう.栗田瑞穂は90年

代の若者，すなわち間塊ジュニア世代をJ.リー

グブームの優れた担い手として捉えている.梁田

は彼らの特徴として，無理をせず(つまり格好付

けず)倒にこだわる(つまり個別指向性を持つ)

生き方をあげ，彼らの本物志向的で堅実な消費態

度がJ.リーグブームにとっては貯都合であった

ことを指摘する.すなわち先行する新人類世代の

ようにミエをはったり無理をしない彼らにとって

J.リ}グとは，幼小期からのサッカ一体験を通

じ，ごく自然に受け入れ可能なものであり，その

意味ではポケベルやカラオケというコミュニケー

ションアイテム同様の気楽さがある，というので

ある 18) 

しかしこれはおくまで80年代の遊興化を中心概

念とした消費から90年代の個別志向の消費スタイ

ルへの変化を，断裂するものとして捉えた場合に

成立する議論であり，本稿で指摘した両者の連続

性を鑑みた場合，事態はより複雑かつ深刻である

と替わざるをえない.消費における問魂ジ‘ユニア
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の気楽さと個別指向性は，結局80年代型消費文化

の無残な末路でしかない.

リーヴァ等，多くの議論も指摘するように，ス

ポーツ観戦の持つ本来的意味は，その社会的コミュ

ニケーション性，すなわち意味の生成・確認・共

有・伝達にあり，消費を碁軸に見るかぎり，ファ

ン腐の 2極化は，これに逆行するものでしかない

のである.

逆に考えれば，消費文化としての部分があまり

に先行しすぎたJ.リ…グにとって，むしろ人気凋

務という通過儀礼を経た後に社会的コミュニケー

ション性を回復するチャンスが巡ってくるのかも

しれない.それは，消費文化以外の脈絡であり，

むしろ本来的に目指していた地域文化との接点は

こちらにあるのではないだろうか.

思えばJ.リーグブ}ム華やかなりしころ，前

出栗田をはじめ，ポストバブルのスポーツ文化誕

生への期待には多大なものがあった.残念ながら

ブーム事態はバブルなものであったが，その泡が

はじけつつある現在こそむしろ， J.リーグ構想、

の本来的膿念に立ち返り，その文化的・社会的意

義を，記号消費的なものから別のものへと再構成

する良い機会であると雷える.その場合求められ

るのは，ファンあるいはサボーターにおける文化

的・社会的意味の創造・伝達者，つまり「オピニ

オンリーダーjの存在である.現在でもなお熱心

なファンの中には，既にこのような可能性を秘め

た層も存在しているはずである.しかしそれは消

費文化の仇花としての「おたくJではなく，地域

に足のついた「何者かjであろう.あるいは若者

以外の世代かも知れない.

最後に今後の筆者自身の研究の展望について述

べておきたい.本稿において呈示されたものはあ

くまで仮説に過ぎず，今後調査研究等も交えなが

ら，より詳細な議論を展開する必要がある.具体

的には， 2極化するファンの中でもマニアックな

グループを対象に，そのコミュニケーションにお

ける記号の非・実態性について掘り起こしながら

本稿で提示した「オタクJ崩と可能性としての

「オピニオンリーダ…J崩についての実証的かっ

厳密な議論を進めてゆきたい.

注釈

1) J.Lever1983， Soccer Mαdness， The Univer~ 

sity of Chicago Pressコ亀山佳明，西山けい子訳

1995 rサッカ…狂の社会学~ブラジルの社会とスポ}

ツ-J世界思想社. M.R.Ball 1990， Professinαl 

Wrestling αs Ritual Dramα in Americαn 

Popular Culture， The Edwin Mellen Press山

江夏健一，山田奈緒子訳[プロレス社会学…アメリ

カの大衆文化と儀礼ドラマー」同文館1993等を参照

されたい.

2) 1996年6月のスポーツ産業学会パネルデイスカツ

ションドブロ化"の概念とスポ}ツ産業研究」にお

ける木之本興三氏の発雷.

3 )向上.木之本によれば，具体的には日本リ…グ

(1965-1991)の失敗の問題が大きい.問リーグにお

ける平均観答数はメキシコ五輪31ftの1968年 (7500人)

を頂点に以後滅少の一途をたrった.

4 )向上.プロ契約選手の既成事実化のはじまりは，

1986年のシーズンから，奥寺，木村が「スペシャル

ライセンスプレイヤーJとして登録されたことに端

を発している.

5 )問上.例えば大卒者以外は監督・コーチになれな

いなど，サッカー競技者の企業内での所在はこれま

で決して充分なものとはいえなかった.

6 )とりわけ星野克美らの消費記号論は，アカデミズ

ムとジャーナリズム，マ}ケティングとを結ぶ識論

であると替える.詳しくは星野克業1984r消費人類

学j東洋経済新報社.1985 r消費の記号論j講談社，

鹿野克英他 1985r記号化社会の消費jホルトサウン

ダースジャパンを参照されたい.

7) r人間失格J.r高校教師J.r家なき子Jなどの…連

の野島儒二作品などはその典型である.

8)具体的にはアクロス編集室が1985年に立て続けに

縮んだ『感性差別化社会へ向けて新人類が行く1.

Iいま，超大衆の時代J(いずれも PARCO出版)

などが挙げられる.

9 )中森は，ロリコンマニア雑誌、「漫闘ブリッコJ(現
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在は隣刊)1983年6月号掲載の“「おたくJの研究-

1~街には「おたく J がいっぱい"において，コミケッ

トに集まる砦いアニメマニア遼がお立いに相手を実

名ではなく. iおたくJと呼ぴ合う点に注目し，彼ら

独特の自問的・非協調的な行動様式を面白おかしく

紹介している.この中森による「おたく Jの概念は

概めてネガテイブなト}ンに満ちていた.掲載され

た雑誌の性格上，読者膳のほとんどが彼の替う「お

たく Jであったにもかかわらず，中森は極めて辛棟

なパッシングを展開している.結果「おたく Jたち

の反撃にあうこととなり，また彼の議論を「差別的J

とする大塚英志との聞に論争が起こるなどのおまけ

までついた.

10) 営台真司は，今日の若者逮のコミュニケ…ション

スタイル，とりわけ制服少女速に見るそれを，オタ

ク型コミュニケ…ションスタイルの一般化として捉

えている.彼の議論のポイントは次のとおりである.

プルセラ女子高生世代(団塊ジュニア)には，イ託統

的な道徳価値は通用しない.何故なら彼等はそのフィ

クション性を知っているからだ.その背景としては，

親(大人)の権威の不在が挙げられる. しかしなが

らそれは教育やしつけをめぐる親や教師の個人とし

ての責任を越えたところにある.つまり親の権威を

支える社会的価値の不在， さらにまたその背景とし

ての日本型社会の道徳価値をささえるコミュニテイ

(世間)の崩壊という時代性があるのであり， これは

個々の行為主体の問題ではなく，社会システムの問

題なのである.さらに言うなら， これは「大きな物

語Jの不在，すなわち世界的ポストモダン状況と，

内省的自我の不在という特殊日本的事情によるので

ある，と.詳しくは官台真司1994r制服少女たちの

選択j集英社参照.

11)この議論として前出官台真司1994の他に，宮台真

司伯1992rポッブコミュニケーション全審JPARCO 

などがある.

12) J. -F. Lyotard1979. La condition Postmod欄

erne， paris， Les editions de Minuit =小林康夫

訳1986rポストモダンの条件~知・社会・誘時ゲ…

ム ~J 風の蕎報.

13)これは当時，星野克美など当時の消費記号論や，

稲増龍夫のメディア文化論などの論調のなかで主体

性の議論がいわば当為命題的な論調で重視されてい

た点からも明らかである.

14) G.McCracken 1988 Culture αnd Consump-

tion: Neω Approαches to the Symbolic Chαr-

αcter of Consumer Goods αnd Actiuities， 

lndiana University press =小池和子訳『文化と

消費とシンボルとj草書房.

15) J. Baudrillard 1981， Simulαcres et simulα『

tion.日ditionsGalilee =竹原あき子訳， 1984 rシ
ミュラクルとシミュレーションj法政大学出版局.

16)一一 1970，Le societe de consommαtion， ses 

mythees，ses structures， Editions Dennoel口今

村仁司・坂原史訳1979，r消費社会の神話と構造j紀

伊国屋審庖.

17) ibid. 

18)菓田房糖、 1994fJ.リ…グ胤~趨・消費社会の経済

学--Jウエッジ参照.その他， J.リーグプ…ム全盛

時にJ.リーグの応援歌的な役割を果たしたものとし

ては，玉木正之編1993fJ. リーグからの風~ iJの理

念J を支持せよ ~J 集英社文庫，通商産業省サ}ピ

ス産業課編 1994fJ.リーグに続けプロスポ…ツぜジ

ネススポ…ツj産業団体連合会などがある.


