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序章  

 

1. 問題設定――新しいテレビ視聴の登場とメディア・イベント論再構築の必要性 

パブリック・ビューイング（Public Viewing, Öffentliches Anschauen）と呼ばれるテレビ番組の

大規模な集団視聴イベントが世界各地で見られるようになった。パブリック・ビューイングとは，

サッカーワールドカップやオリンピック，大統領演説，コンサートといった巨大なイベントに関

連して，道路や広場，公民館といった公の場で開催されるテレビ番組の中継イベントの名称

である。各家庭へのテレビ受像機の普及が完了した状況において，自宅のリビングでも見ら

れるテレビ番組を，あえて家庭の外で見知らぬ人々と共に視聴するという集合行為は，いか

に成り立っているのだろうか。この疑問が，本研究の出発点である。 

本研究の背景には，テレビ放送の役割の再検討，および，いわゆるメディア・イベント論の

再検討が求められる状況がある。 

メディア・イベントとは，通常のテレビ放送の編成が変更され特別枠で伝えられるイベント

であり，テレビ放送研究のジャンルの一つとしてDayan, D.とKatz, E.（1992=1996）によって提

唱された概念である。この概念は世界で検討され，類型化され，放送番組に限らないものと

して定義が拡大され，多くの事例研究がなされてきた。 

パブリック・ビューイングは公共空間で展開される華々しい出来事としてこの数年の間に多

くの研究者を惹きつけてきた。ところが，この集団テレビ視聴イベントはテレビ放送の新しい

受容のあり方として注目を集めているものの，イベント主催者側の経済的利益やイベント開

催へと至る企業戦略に着目した研究が多くなされ，その社会的意義の考察・検証や，メディ

ア・イベント論内での位置付けについては考察の余地を残している。 

パブリック・ビューイングは，そこに集まる人々の能動的関与抜きには成立し得ず，視聴者

はマス・メディアが中継する映像をイベント化する重要な行為主体となる。したがって，このイ

ベントの役割を考えるためにはオーディエンス分析が不可欠であり，参加者である人々の参

加プロセス解読を中心にパブリック・ビューイングという現象を読み解いていく必要がある。 

本論文では，テレビ受像機が普及した日本において行われた 2002年のサッカーワールド

カップ日韓共催大会，2006 年のサッカーワールドカップドイツ大会それぞれに際して日独で

行われたパブリック・ビューイングを研究対象として取り上げる。両国内におけるイベントの開

催状況を概観し，社会状況とパブリック・ビューイングをめぐるインパクトの違いを踏まえた上

で，日独パブリック・ビューイングの参加者に対してインタビュー調査を行い，日独比較分析

の結果から日独それぞれの参加モデルを抽出する。このパブリック・ビューイング参加プロセ

スモデルの抽出によって，家庭の外で行われるテレビ番組の集団視聴現象をメディア・イベ

ント論内に位置付け，家庭内でのテレビ視聴が前提とされてきたメディア・イベント論の再構

築を目指す。 
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2. 研究の位置付けと意義――「真正な社会」を前提としたメディア・イベント論 

さて，本研究が狭義の研究領域として依拠する「メディア・イベント」論は，後述するように，

人類学における儀礼理論と，Mosse,G.,L.の政治思想，とりわけ政治的祭祀に向かう大衆運

動に関する詳細な歴史研究に深く影響を受けている。マス・メディアによって報道される大規

模なイベントを，人々にとっての単なる一時の楽しみや，企業による利潤追求とだけ見るので

はなく，人々の日常生活との関係によってその社会的役割や影響を説明しようとされてきた

のである。 

ところが，「メディア・イベント」というアイデアは，本来多様な事例研究の可能性を内包して

いるにもかかわらず，コミュニティの統合の機能を持つとされる「通過儀礼」，およびナチズム

に集約された大衆文化運動論を基盤としているためか，しばしば「政治や産業の生み出した

イデオロギーの中に人々が動員される」，という構図によって説明されてきた。メディア・イベ

ント研究においては，テレビ番組の視聴者である人々が，マス・メディアの作り出した「儀礼」

に 1点集約的に動員されることで，社会が再構築される様子が捉えられてきたのである。 

「メディア・イベント」が内包する多様な解釈の可能性を探るための事例の一つとして，筆

者は「パブリック・ビューイング」という新たなテレビ番組の視聴形態を取り上げ，定性的調査

を行うが，その方法論の背景にあるのは，従来未開社会やマイノリティ，サブ・グループの調

査に用いられてきたエスノグラフィック・リサーチを，都市空間での出来事やマス・コミュニケ

ーションのオーディエンス調査に応用するアイデアである。 

硬直化したメディア・イベント研究の現状を打破する鍵は人類学にあると筆者は考える。こ

こで，人類学が社会科学にもたらした社会様式の区別について触れたい。 

 筆者は，人類学から社会科学への最も重要な貢献として，社会を「真正性」の基準によって

区別する Lévi-Strauss, C. （1958=1980）の社会の想像方法を取り上げる。真正性とは，顔の

見える諸個人の交流の中で想像される社会関係である。Lévi-Strauss は，単一の基準や神

の目線からメディアを通じて全体を体系的に想像する「非真正な社会」に対し，具体的な諸

個人の繋がりを延長していくことでおぼろげに想像される明確な境界のない「真正な社会」の

存在を明らかにしたのである。 

 「非真正な社会」は「真正な社会」よりもずっと後になってから登場したにもかかわらず，現

在の社会の想像の仕方を支配してしまったかのようである。メディア・イベントに関する様々

な研究も，そうした危険を告発する一面を持っている。Dayan と Katz（1992=1996）は，ロイヤ

ル・ウエディングや宇宙飛行士の月面着陸のテレビ生中継が家庭のリビングの中に侵入する

ことで，人々が日常生活をいったん棚上げして，マス・メディアの作り上げた祭日を祝う様子

を注意深く描き出している。あるいは，研究領域の範疇を拡大して議論の深化を試みた日本

のメディア・イベント史研究では，ラジオ体操や青少年向け文化行事，高校野球といったマ

ス・メディアが作り出したイベントが参加者たちをメディアの儀礼に動員しながら国家戦略と結

びつく一大イベントへと展開していく様子が，たとえば津金澤ら（1996）の事例研究によって

明らかになっている。 

メディア・イベントの事例研究はあたかも「非真正な社会」がマス・メディアの介入する巨大

なイベントを通じて現れていることを意味しているかのように見える。しかし実際には，先行研
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究はメディア・イベントをめぐり「真正な社会」が立ち現れる可能性を否定するものではなかっ

たし，現に議論の余地を残している。逆説的ではあるが，真正な社会を想像することで初め

て，現代社会の新たな一面を垣間見ることができる。すなわち，参加者が主催者によって 1

点に集約され，主催者に媒介されることで結びつくのではなく，参加者間の関係が水平に広

がっていくマス・コミュニケーションのあり方が，現代においてもまだどこかに―本論文ではこ

れをパブリック・ビューイングの中に見出すのだが―発見できる可能性が残っている。この点

が Lévi-Strauss から社会科学へのもっとも重要な贈り物でありメディア・イベント研究をも貫く

まなざしなのである。 

 メディア・イベントにおいては，テレビ視聴者あるいはイベント参加者のアイデンティティ形

成がしばしば問題になる。小田（2006）は，人と人とのつながりのスタイルや人々のアイデン

ティティ形成もまた，「真正な社会」「非真正な社会」という二つの社会の想像の仕方で異なっ

てくると指摘している（小田：2006, pp.26-31）。 

まず非真正な想像の仕方では，国民国家や民族集団といった固定された概念に直接諸

個人が結びつけられ，固定された概念のアイデンティティを受け入れた後に，全体に媒介さ

れる形で他者との社会関係が形成される。人と人との相互作用を抜きにして，全体と個人が

いきなり結びつけられるのである。固定された全体に諸個人が結びつけられ，全体を通じて

間接的に人と人が関係することは，Anderson, B. （1983=1997）が明らかにしたように，ネイシ

ョンという『想像の共同体』特有の想像の仕方である。ネイションに集約される人々のマス・メ

ディアへの関与のあり方は，後段で詳しく検討する通り，マス・メディアが介在する出来事の

参加者にとっての機能という面で，一つの結論とされていたといえる。第 5 章で詳しく検討す

る 1936 年のベルリン・オリンピックは，マス・メディアの介在するスポーツ・イベントが，1 点の

権力によって掌握され，ファシズムへと向かっていった 1例として解釈できる。 

 これに対し，真正な想像の仕方は，人と人は顔の見えるつながりの中で流動的に関係する。

人と人とが具体的なつながりを延長していくことで集団が形成されるため，真正な社会では

はっきりとした集団の境界がない。また，全体を通して諸個人が統制されないために，人々

のアイデンティティは均質に形成され得ない。 

 社会の真正さの水準は，人員数で決まるのではない。たとえば国民国家の中の民族集団

のように，小規模でも非真正な社会の想像の仕方は存在する。また国民国家以前の民族の

まとまりのように，人と人との関係を延長してその集団の全体像を想像するような，真正な社

会の想像の仕方も存在すると考えられる。 

これは，ある社会運動を単一の性格を持つ固定された全体と捉えることをやめ，個々の構

成員の共通する体験によって共有された意識を通じて集団を想像する方法を現代の新しい

集合行為に見出す「集合的アイデンティティ」の概念を定義づけたMelucci, A.（1989 =1997）

の主張にも通じる。さらに，後に明らかになるように，真正な社会の想像の仕方によって，「自

己アイデンティティ」もが議題にあがることになる。 

 マス・メディアが隅々にまで普及した社会では，マス・メディアによって諸個人が「ネイション」

という全体に結びつけられ，非真正な様式でつながっていくように思われる。そのようなマス・

メディアの機能はすでに暴露されており，人々の日常生活においても，あるいは非日常的な
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出来事においても，マス・メディアが固定された送り手のもとへと諸個人を結びつける媒体と

なった例は枚挙に暇がない。 

 しかし，Lévi-Strauss はインタビューの中で，マス・コミュニケーションが行き渡った社会にも

多様性が可能性として残されているとし，若者のサブ・カルチャーを例に挙げながら次のよう

に述べている。少々長いが，引用してみたい。 

 

（...）とくに理解しておかなければならないのは，マス・コミュニケーションの諸手段の出

現が一方向にのみ働きかけるのではないということです。ある意味でそれらの手段が文

化や諸モデルを均一化しようとする傾向をもつことはたしかにその通りでしょう。しかし他

方では，そのおかげで，自分を目立たせようと望む人間の集団が，他の人間の集団に

対して自分を目立たせることが非常に容易になるのです。（...）今日の若者が，自分自

身の文化であり，その両親の文化とくらべてまったく異質のものであるような文化を自分

たちのために作りあげることができるとすれば，彼らにそれができるのはマス・コミュニケ

ーションのおかげによるところが非常に大きいのです。（...）人類のうちに最大級の多様

性が存在するようになり，手段はさまざまに異なるにしても，その多様性の度合いはつね

に変らずに保持されるはずだということ，昔の諸民族が地理的に互いに非常に離れて

いたために，かつて諸民族間に存在していた差異が，未来の社会がたとえ非常に均質

の文明に属するものになったとしても，今度はもはや垂直な断絶ではなくて，世代間の，

あるいは社会の中の機能集団の間の水平な断絶によって未来の社会において再び現

れるにちがいないということは，考えられないことではありません（...）。しかし，ある一つ

の方向，あるいは他の方向に，避けがたい未来が定まっているとは思えないのです。

（Lévi-Strauss：1958=1980, pp.284-286） 

 

 若者のサブ・カルチャーをメインストリームに対するカウンター・カルチャーと読み替え，

Lévi-Strauss が用いたブリコラージュという比喩1を支配的文化に対する抵抗のための戦略と

捉え直していったのがカルチュラル・スタディーズである。「真正な社会関係のネットワークに

おいてこそ，直接に顔を知らない者も，不透明な固有性を失うことなく（匿名の者としてでは

なく），ネットワークの一員として想像され，繋がっていくことができる」のである（小田：2006, 

p.238）。 

ここで重要なことは，小田（2006）が指摘するように，若者たちの営みを，真正さの水準とい

う観点から切り離さないことである。サブ・カルチャーが商品化され，固定されたものに諸個

人が繋がるようになれば，それは小規模な集団が支持する集合行為であったとしても非真正

な様式に支配されることになる。 

 小田（2004）は文化人類学とカルチュラル・スタディーズが共通に問題としてきたマイノリティ

によるアイデンティティの政治について，どちらも支配的権力による否定的アイデンティティ

                                                  
1
 「器用仕事」と訳される。持ち合わせの雑多な材料や道具を間に合わせで使って，目下その場

で必要なものを作り上げることを指す。理論や計画に基づいてものを作る「エンジニアリング」と対

照的な概念である。「弱者の技」としての戦略と読み替えたのは Certeau, M.である。 
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の押し付けが先に存在することを前提としていると指摘している（小田：2004, pp.28-29）。参

加者の実践を支配的文化への抵抗と捉えることが「非真正な社会」の様式を前提にしている

という指摘は，本論が狭義の領域としてしばしば立ち返るメディア・イベント論がこれまで取り

続けていた世界の想像の仕方，つまり Lévi-Strauss のいうところの非真正な社会の中で人々

がイベントに参加するという前提に気付かせてくれるという意味で非常に重要な指摘である。

換言すれば，ある集合行為を権力への抵抗であるとみなすことも，権力によって支配された

動員とみなすことも，結局は非真正な様式を前提として社会を想像した結果生まれる解釈で

ある。そこには，人々が相互作用によってその場を構成し，行動しているという可能性は含ま

れていない。 

しかしパブリック・ビューイングのように多様な人々が参加するテレビ番組の集団視聴行為

は，固定された支配的価値観への抵抗として，あるいはマス・メディアによって結びつけられ

支配された人々の動員として必ずしも機能するのではないと筆者は予想する。 

もちろん，パブリック・ビューイングを考える際に，マス・メディア，とりわけテレビ放送の存在

を度外視することはできない。コンテンツの放映権が，国境を越えて高額に取り引きされてい

ることも忘れてはならない。日の照る屋外でも明瞭な映像を映し続けることのできる，高度な

テクノロジーを有した巨大スクリーンが開発されたことも，念頭に置かなければならない。こう

した技術や資本がイベントの背景にあることは間違いない。 

それでもなお，再三指摘されてきた，マス・メディアが報道し，主催し，事件化する国際的

な話題としてのメディア・イベントという構図の中には発見されていないメディア・イベントの新

たな役割が，オーディエンスへの調査から明らかになるのではないかという見込みのもとで，

本研究は始まったのである。 

本論文は従来のメディア・イベント論の枠組みを押し広げることで，パブリック・ビューイン

グ現象を，マス・メディアを契機としながらも諸個人が人と人との間を延長しながら全体をはっ

きりとした境界なく想像し，場を構成していく実践の現場として捉えなおし，そのことによって

メディア・イベント論そのものの再構築を試みるものである。 

 

3. 研究方法――グラウンデッド・セオリー・アプローチによる調査と分析 

 集合行為を全体に結びつけられ固定されたものと捉えるのではなく，諸個人が相互作用の

中で個々に行動することで構成されるものと考える余地を持つために，本研究ではオーディ

エンスの語りを重視する聞き取りを中心とした定性的な調査手法を用いる。後段で述べるよう

に，パブリック・ビューイングの参加者に関する研究では，質問票を用いた定量的な社会調

査がすでに行われている。定量的な調査は，パブリック・ビューイングの参加者の実践を解

明するにあたって，目に見える要素を改めて確認するのに有効である。たとえば参加人数や

参加者の年齢層の解明は，参加者の実態を知る基本的な知識となりうる。 

しかし人々がパブリック・ビューイング参加へ至ったプロセスや，その後の思考の変遷，本

人も気づいていなかったような考えや，隠れた経験を明らかにするためには，調査者による

長期間にわたる参加者自身への接触と聞き取りといった定性的な調査が必要である。という

のも，定性的な調査を行うことで，調査対象者から，これまで明らかではなかった経験や研究



6 

上の問題となりうる回答を引き出すことができるだけでなく，各人が集合行為への参加に際し

て持っている可能性のある多様性を多様性のまま理解することができると考えるからである。 

パブリック・ビューイングは，自宅でも見られるテレビ番組をあえて外に出て他人と視聴す

るという，一見不合理な集合行為である。パブリック・ビューイングの社会的意義が未だ明ら

かでない状態で，その参加者の参加行為について理解するために，1 人 1 人のパブリック・

ビューイング体験者と信頼関係を構築した上で長時間にわたる聞取りによって情報を得る，

定性的なインタビュー調査を用いたい。 

 具体的なインタビュー調査方法ならびに分析方法については第 3 章で詳しく述べるが，こ

こで，本研究の用いる方法について簡単に説明したい。 

本研究では，パブリック・ビューイングをメディア・イベント論更新のための事例として取り上

げるが，メディア・イベントにどのような社会的機能が内包されているかは調査前の段階では

未知数であった。パブリック・ビューイングは，第 2 章で紹介する通り，戦後ナショナリズムの

表出がタブー視されてきた日独においても，公共の場で若者たちが国旗を振るといった状

況を招いた。この状況をめぐってスポーツ・マネジメント論者の絶賛や，批評家たちによる若

者批判があったものの，実際にはこうした論考は目に見えるものを目に見えるままに捉えたも

のや，あらかじめ答えが想定された大量のアンケートによって，可視化されていた現状をあら

ためて正確にまとめなおしたものが大半である。そこで，日常生活とパブリック・ビューイング

を連続的に捉え，人々の可視化されていない隠れた経験を可視化し，日独を比較しながら

理論生成するプロセスを，調査者である筆者自身が当然理解していないという前提に立って

行う社会調査として，インタビューを用いたグラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded 

Theory Approach ; GTA）を本研究の方法として用いるという考えに至った。 

GTA は，質的なデータを分析することで，新たな概念の生成を目指す研究手法である。

1960 年代，シカゴ学派を中心とするアメリカの社会学で問題となっていた，社会調査と理論

とのギャップを埋める試みとして， Strauss, A.と Glaser, B. G.によって『データ対話型理論の

発見』の中で提唱された（Glaser & Strauss：1967=1996）。このアプローチは，研究対象となる

現場で何が起きているのかを，研究者自身が理解していないという前提から始まる。したが

って，調査者は現場を経験した人々の声に耳を傾け，インタビューの語りの中で起きている

ことに注意を払う必要がある。さらに得られたデータを検討し，コーディングのプロセスにお

いてコードの分類や統合を繰り返すことで，それまで存在するとも考えられていなかった新た

な経験を言語化していく。その結果として，研究対象に関する新しい理論が生成される。 

 本研究はこの方法を用い，各人に1年程度を費やした深層インタビュー調査および個別性

の確認から始まる一連の分析によって，これまで議題にのぼらなかった問題やテーマそのも

のを浮かび上がらせる。この調査方法は妥当性を重視したサンプリングによって実施される

ため，本調査は日独のオーディエンスのパブリック・ビューイング体験一般について代表性

を持つものではない。つまり，本論文で示す日独パブリック・ビューイング参加者への聞き取

り調査によって，日独のパブリック・ビューイング一般や若者一般について明らかにしようとす

るものではないということである。 

本論文では，あくまで，これまで捉えられていなかった日独パブリック・ビューイング参加者
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の参加プロセスを，メディア・イベントにおける見過ごされてきたテーマとしての体験プロセス

モデルとして提示し，その帰結として，メディア・イベント論の課題そのものを問い直すことを

目指す。本研究で行う一連のインタビュー調査，および分析の妥当性を示すべく，第 3 章で

はGTAという調査方法の検討，第 4章ではコーディングの際に行う抽象化のプロセスを図化

することで，調査の信頼性担保のための，GTAを用いた分析プロセスの可視化を行う。 

 

4. なぜ日独比較か？――日独パブリック・ビューイングの概要と特徴 

家庭でも見られるテレビ番組を集団視聴するパブリック・ビューイングは，21世紀以降世界

各地で見られる現象である。中でも 2002 年の日韓共催ワールドカップは，日韓両国で大規

模なパブリック・ビューイングが行われ，このイベントが広く認知されるきっかけとなった。 

パブリック・ビューイングではしばしば参加者の集合的アイデンティティ形成が議論になる

が，参加者の語りからアイデンティティに関する発言を分析する際に，各人が所属している

社会がどのような社会であるかという点を考慮しなければならない。パブリック・ビューイング

を立体的に解明するためには国際的な比較が役立つと考えられるが，その意味で，メディ

ア・イベントの定義にも当てはまるサッカーワールドカップの中継イベントをめぐって，2002 年

の日本でのパブリック・ビューイング参加者と 2006 年のドイツでのパブリック・ビューイング参

加者に聞き取り調査を行うことは次のような共通点を踏まえた上でのことである。 

日本とドイツは(A)第二次世界大戦敗戦国であるという社会的文脈を有し，(B)国旗国歌が

タブー視される傾向があり，(C)戦後，ナショナル・アイデンティティの表明に抵抗感が共有さ

れてきた。また，両国は(D)2002年と 2006年にワールドカップの開催国となり，(E)テレビ番組

を家庭で見られる社会環境であり，その上で(F)テレビ中継イベントとしてのパブリック・ビュー

イングが 2002 年と 2006年にそれぞれ両国で行われ，両国で広い認識が得られた初めての

出来事となった。こうした両国での状況が，日本とドイツの参加者にインタビューを行うことが

好適であると考えた理由である。 

また，日本とドイツではパブリック・ビューイングが盛んであるが，日本ではスタジアム等の

閉鎖された空間で行われるのに対し，ドイツでは対照的に広場（公道）で行われることが多く，

パブリック・ビューイングの意義や機能を比較するうえで興味深い結果が期待される。制度的

諸問題の検討は本論文の射程ではないが，第 2 章で触れる通り，具体的なパブリック・ビュ

ーイングの開催経緯が日独で大幅に異なっていたことは，パブリック・ビューイングをめぐる

両国での評価の違いに影響を与えている可能性があることをあらかじめ述べておきたい。 

 

5. 論文の構成 

 本論文は次のように構成される。 

第 1章では，パブリック・ビューイングを理解するために，重要となる幾つかのキーワードに

ついて概念定義を試みる。その上で，改めて本論文の立場について述べる。本研究が依拠

するメディア・イベント論は，テレビ放送とイベントに関するひとつのジャンルであり，その社会

的役割として常に特定の結果，すなわち国民国家といった 1 点に集約される集団としてのア

イデンティティ形成を想定するものではない。本論文はこれまでたびたび指摘されてきたメデ
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ィア・イベントの社会的インパクトとして，マス・メディアのイデオロギーによって支配された一

元的な社会統合という可能性を否定しないが，グラウンデット・セオリー・アプローチを用いて

人々の具体的な体験に迫ることで，日独パブリック・ビューイングにおける若者たちの実践を

可視化し，メディア・イベント論に内在する課題を提示したい。 

第 2章では，2006年サッカーワールドカップドイツ大会および 2002年のサッカーワールド

カップ日韓大会において，パブリック・ビューイングがどのように展開し，またどのように語られ

てきたのかについて，それぞれ概観する。ドイツにおいて，パブリック・ビューイングはFIFAと

市当局において，2002 年秋から既に計画が練られ，公式イベントとして大々的に行われた。

ドイツにおけるパブリック・ビューイング開催の構造と，幾つかの都市の事例を紹介し，このイ

ベントが「外国人と上手くやることができた」ことを引き合いに，ドイツにおいて好意的に受け

入れられていった経緯を紹介する。2002 年の日本におけるパブリック・ビューイングは，ドイ

ツの例に対し，FIFA 公式イベントとして体系的に行われておらず，イベント主催者である

FIFAと放映権保有者である広告代理店，および会場提供者である地方自治体 3者の「黙認」

の中，日本全国で草の根的に起こった運動として開催された側面を含んでおり，その全体像

は曖昧である。本論文においては具体的な例として，入場無料かつボランタリーに行われた

豊田スタジアムでのパブリック・ビューイングを取り上げ，関係者の証言にあたることで当時の

状況を紹介する。当時の日本におけるパブリック・ビューイングについては先行研究がそれ

ほど多くないが，無邪気に国旗を振る日本の若者たちを「ぷちナショナリズム」という言葉で

揶揄し，批判する動きがあったことがドイツの状況とは対照的であった。 

第3章では，2002年および 2006年において日独で行われたパブリック・ビューイング参加

者へのインタビュー調査および分析を行うにあたって，本論文が用いた方法論および手順

について述べる。本論文では，2002 年と 2006 年にそれぞれ日本とドイツにおいて行われた

パブリック・ビューイングに参加した日本人とドイツ人の 20 代の若者それぞれ 5 名ずつに 1

年程度をかけてインタビュー調査を行った。GTA に基づいたサンプリングおよび分析につい

て説明し，本論文が用いた方法論の枠組みを提示する。 

第 4章では，日独 10名の参加者へのインタビュー調査について，3段階の図化および要

約の提示と解釈を示し，プロセスを開示しながら分析を行う。具体的には，10 名のパブリッ

ク・ビューイング体験プロセスをそれぞれ検討することで，日独インフォーマントで異なる体験

モデルを抽出した。 

第 5章では，メディア・イベント研究の新たな争点と展開について検討する。前章で検出さ

れた二つの体験モデルは，これまでメディア・イベント研究が示してきた 1 点へ集約されるオ

ーディエンス像とは異なる体験プロセスがパブリック・ビューイング体験に潜んでいる可能性

を示唆している。このことを受け，メディア・イベント研究およびパブリック・ビューイングの「1

点への集約」の役割を強調する事例研究においてしばしば引用される，世界で初めてテレ

ビ中継されたスポーツ・イベントであるナチスドイツ体制下で行われたベルリン・オリンピックを

詳細に眺め，このイベントにおいて見られた様々な関連行事とオーディエンスの能動的参加

について再評価を行う。さらにスポーツと体操運動との違いについて触れ，体操運動の儀礼

的側面を検討する。その上で，第 4 章で提出された日独インフォーマントの参加プロセスで
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明らかになった三つのカテゴリー，すなわちサッカーファンでないこと，「私は私だ」という自

己アイデンティティの問題，さらに集合的アイデンティティの確認とそこからの解放という問題

に対する解釈を試みる。これらの検討を通じて，「真正な社会」像を前提としたメディア・イベ

ント論について言及し，パブリック・ビューイングをメディア・イベント論の中にあらためて位置

付ける。 
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第 1章 パブリック・ビューイングを構成するものは何か 

 

1. 本章のねらい――パブリック・ビューイングを読み解くために 

 2002 年と 2006 年に，日独で爆発的に広まった両国のパブリック・ビューイングについて詳

しく見ていく前に，本章ではパブリック・ビューイングを読み解くための前提となる幾つかのキ

ーワード，および第5章の解釈においては出現しないものの，事前に検討しておいた方が良

いと思われるタームについて，概念定義および概念の検討を加える。 

 本論文が扱うパブリック・ビューイングは，テレビ放送される番組を視聴するイベントであり，

放送主体が視聴者に向けて放送するコンテンツがイベントとして再構成されたものである。こ

のことから，パブリック・ビューイングは，(1)テレビ番組のコンテンツ，(2)イベントの主催者，(3)

テレビ番組の視聴者でありイベントの参加者であるオーディエンスという主に三つの構成要

素からそれぞれ捉えることができると考えられる。後段で示す通り，これまでパブリック・ビュ

ーイングは，主に(1)テレビ番組のコンテンツおよび(2)のイベントの主催者を重視したアプロ

ーチによって語られてきた。本論文では(3)のオーディエンスを重視するが，その理由につい

てここで述べておきたい。 

まず，パブリック・ビューイングを，(1)テレビ番組のコンテンツによって主に構成される出来

事と捉えることで起こる問題は，このイベントが既に日独において2002年および2006年以降

も国際的なスポーツ・イベントに際して定期的に開催される一般的な行事となっていることか

らも明らかである。つまり，パブリック・ビューイングは，後に明らかになるように，放送されるコ

ンテンツのファンのみならず，様々な関心を持つ人々が入り交じった集まりであると考えるこ

とができる。 

 しばしばパブリック・ビューイングへの参加者は「ファン」と呼ばれ，たとえばサッカーの試合

中継を視聴するパブリック・ビューイングを語る際には「サッカーの歴史」といったテーマが浮

上する。ところが後段で述べるように，特にサッカーが人々に受け入れられてきた歴史のある

ドイツにおいても，2006 年のパブリック・ビューイングにやってきた人々の中には，それまで

サッカーの試合にそれほど興味を持たなかった人々が存在したのである。 

 次に(2)イベントの主催者についてである。次章で詳しく述べるとおり，これまで 2006 年ドイ

ツにおけるパブリック・ビューイングについては，主催者を詳細に検討することでその「効果」

が強調されてきた。ここでいう「効果」とは，イベント主催者にとっての最大の効果である集客

率の高さや経済的利益を指している。ところが実際には，このイベントの社会的インパクトや，

なぜコンテンツに興味を持たない人々が参加するのかといった問題がブラックボックス化さ

れており，主催者の検討が必ずしもパブリック・ビューイングの全貌を解明してきたわけでは

ない。たとえば私企業によって運営され，スタジアムが会場となる場合があった日本だけでな

く，公道や広場が柵などによって仕切られ入場の際にはボディチェックが行われたドイツの

パブリック・ビューイングの会場の例をとってみても，すべてのパブリック・ビューイング会場は
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主催者によるコントロール下にあったと言える。さらにいえば，主催者の検討からイベントの

社会的インパクトの大きさを説明することは，ともすればオーディエンスの能動性を無視して

しまう。 

 最終的に，本論文が重視するのは，テレビ番組の視聴者でありイベントの参加者としての

オーディエンスである。パブリック・ビューイングはオーディエンスの存在を抜きにしてはイベ

ントとして成立しないが，人々はたいていの場合自宅でも視聴可能な番組をわざわざ見知ら

ぬ人々とともに視聴する。パブリック・ビューイングに関して最も不明なのはこの点であり，社

会的インパクトもまた，サッカーファンでない人々を巻き込んで構成されたパブリック・ビュー

イング参加者を重視した視座によって説明できると考えられる。 

以上から，本論文では 2002年と 2006年のサッカーワールドカップに際して日独両国で開

催されたパブリック・ビューイングを読み解くために，テレビ番組の視聴者でありイベントの参

加者であるオーディエンスを重視する立場をとる。 

 

2. 本論文で用いる概念の検討 

 本論で多用する幾つかの用語について，ひとまず概念定義を試みたい。ここでは調査を

行いながら実際にインフォーマントや予備調査協力者たちから質問を受ける際など調査に

必要となった概念や，そうした概念の説明に役立つと思われる用語を挙げてある。 

 

2-1. メディア（Media） 

 メディアは「媒介」を意味する Medium の複数形で，一般的にはマス・コミュニケーションの

ための媒体という特定の意味で使われることがある。「メディア」という用語を単独で使用する

場合には，本論では複数の主体を媒介する媒体全般を指す。 

 

2-2. イベント（Events） 

 イベントとは，一定期間，仮設空間において，共通の参加目的のもとに人が集う催しを意味

する。 

本論で扱うイベントは，専ら，放送局が中継者として，あるいは主催者として介入するイベ

ント事業である。本論では，テレビ中継されるイベントの中でも，イベント先行型のスポーツ・

イベントに焦点を当てる。 

 

2-2-1. 日本におけるテレビ局とイベントの関係 

日本では，テレビ局が「イベント事業部」といった名前の部局を内包し，公開番組の企画運

営やスポーツ・イベントの主催・中継，芸術展やキャンペーンイベントの開催などを行ってい

る。テレビ局が興行を主催し，独立した部局を持ちながら放送番組の制作部局と連携してい

くスタイルは，日本のテレビ局に特有のスタイルと言ってよい。 

 民間企業である一般放送事業者はもとより，公共放送局である日本放送協会(以下 NHK)

がイベントを行う拠り所としているのは，放送法第 2 章「日本放送協会」のうち，「目的」にあた

る第 7条および「業務」にあたる第 9条である。該当箇所を抜粋すると次のようになる。 
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第 7 条  協会は，公共の福祉のために，あまねく日本全国において受信できるように豊

かで，かつ，良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送さ

せるとともに，放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い，あわせて国際放送

及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 

 

第 9条  協会は，第 7条の目的を達成するため，次の業務を行う。 

2  協会は，前項の業務のほか，第 7 条の目的を達成するため，次の業務を行うことが

できる。 

5  前項の業務に附帯する業務を行うこと。（下線筆者） 

 

このうち第 9条第 2項第 5号が，テレビ局がイベント事業を行う法的根拠とされている部分

である。また，この箇所は日本放送協会定款・総則の第 3 条および第 4 条（23 年改正）に該

当する。 

イベント事業の法的根拠については，1925年 5月 25日に施行された旧放送法では，第 2

条第 6 項および第 7 項に該当していた。旧放送法第 2 条第 6 項および第 7 項は，1988 年

の法改正によって現在の第 9条第 2項第 5号に統合された。 

日本において放送局がイベント事業部を内包し，イベント事業を展開し続けてきた背景に

は，視聴者サービスの提供という目的意識と，経営課題への対策という 2 側面がある2。まず

視聴者サービスの提供という側面を見てみると，NHKは 1950年代からベルリンフィルやイタ

リアオペラの招致を行っている。生の演奏を聞く機会を，フレーミングされたイベントとして提

供するという点では，イベント開催によってテレビ局が国内の文化創造の一役を担っていると

言える。さらに，後述するような「イベント先行型」イベントの場合は，放送番組と連動するイベ

ントの開催によって放送ソフトを確保することが可能となるほか，「放送先行型」イベントの場

合は，放送だけでは飽き足らない視聴者に対してフォローアップが可能となる。 

また，日本の各テレビ局は開局当初から，時代ごとに発生する経営課題に呼応しながらイ

ベントを実施してきた。たとえばテレビ放送開始直後には，放送の普及が経営課題であった。

そのため，スタジオの中で制作されていた番組を公開するほか，街頭テレビ事業を行うなど

して放送の認知度を高め，テレビ受像機を普及させてきた。後に教育番組やカラー放送が

始まると，芸術分野を中心に海外の情報をテレビで見られるようになり，海外招聘事業が本

格化する。平成の多チャンネル時代になると，放送権料が高騰するようなスポーツ大会をイ

ベントに共催として開催することで，より安価に放送権を確保しようとする動きが活発になる。

そういった事情から，現在では多くのイベントに放送局が主催者の中に名を連ねている。特

に民間放送ではテレビ放送における広告収入が他メディアの台頭によって減少傾向にある

ため，放送外収入によって経営維持を図る向きが大きい。イベントを主催することは日本の

                                                  
2
 大曽根聡子, 名古屋大学法学部特殊講義 放送・新メディア論Ⅱ, 2011年 1月 19日講義ノート

より。 



13 

テレビ局経営における一つの柱となっているのである。 

 ここで注目したいのが，日本における放送局と，放送局が介入するイベント事業の間に存

在するギャップである。 

 そもそも，日本におけるマス・メディアのイベント事業は，新聞社によって行われてきたとい

う歴史がある。津金澤ら（1996, 1998, 2002）は Dayan と Katzのメディア・イベント論を受けて，

近現代日本におけるメディア・イベントのあり方を複数の事例研究によって提示した。とりわ

けマス・メディアとしてのテレビが存在しなかった 19世紀後半から 20世紀初頭の日本におい

て，新聞社が，プロ野球から健康優良児コンテストに至る数々のイベントを開催していたので

ある。 

新聞社が実施主体となるイベント事業は現在も存在しているが，少なくともマス・メディアに

よるイベントの歴史において，新聞社がその牽引役となった理由は次の二つが考えられる。

一つ目は，新聞紙という媒体の制作と活字コンテンツの制作は新聞社によって統括されてい

るため，新聞社がイベント事業を行うことは，新聞紙の販売促進に繋がる点である。媒体とし

ての新聞紙が売れることは，直接的に新聞社の利益に結びつく。つまり，イベント事業の主

催は媒体の販売促進になると同時にコンテンツにもなり得るのである。さらに，コンテンツとし

てのイベント事業は，イベントの定着による広告収入枠の拡大といったように，他企業を巻き

込んだ営業戦略の中で大きな位置を占めるようになる。二つ目は，Meyrowitz, J.（1985=2003）

が指摘したように，印刷メディアは地理的に拘束されたターゲティング・メディアであるという

点である。この点で，特定の場所において展開されるイベント事業と新聞社による主催であ

ることとは，一方向へと集約していくメディアとしての特徴を共有していると言うことができる。 

 戦後，日本において放送局が次々と誕生していった際，テレビ局の部門にイベント事業が

組み込まれたのも，新聞社とほとんど同じような事情を挙げることができる。つまり，当時は，

テレビ局が視聴者に直接テレビ受像機を販売しなければならなかった状況があり，さらに日

本においては民間放送局が，各地域に依拠した放送局として全国に乱立していったのであ

る。 

ところが，テレビ受像機の販売が電気屋や家電量販店で行われるようになり，テレビ放送

局が全国ネットで繋がれたことで，テレビ局内のイベント事業を取り巻く環境は大きく変化す

ることになる。そもそも，放送は情報を拡散させる性質を持ち，公共の電波を使用することか

らも，コンテンツもまた最大公約数的な性格を持つに至るものである。しかし，イベント事業あ

るいは興行は，特定の人々を囲い込んで行く性質を持つため，放送とは方針が根本的に異

なっている。利益を追求する民間放送局によって放送され，その放送番組を放送局のイベン

ト部門が視聴イベント化するという過程においては，Silverstone, R.（1999=2003）の言葉を借

りれば，メディアによる画一化の力と断片化の力が入り乱れているのである。 

 

2-2-2. ドイツにおけるテレビ局とイベントの関係 

 ドイツではテレビ局が各地域においてイベント事業を独自に開催するのではなく，たとえば

サッカーワールドカップやユーロカップの場合は，FIFA（Fédération Internationale de Football 

Association；国際サッカー連盟）や UEFA（Union of European Football Associations；欧州サ
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ッカー連盟）といったイベントの主催団体が，テレビ放送の権利保有団体である Infront 社（ミ

ュンヒェン市）に放送権利を与える。ドイツでの公式パブリック・ビューイングは，あくまでも主

催団体であるFIFAがマーケティングを行う形をとりつつ，一方で Infront社が放送権利を，他

方で会場を開催地の市当局がそれぞれ融通し，FIFA・Infront・市当局 3 者の合意関係の中

でイベントが開催される（Schulke, H., J.：2006）。テレビ局は Infront社との合意の元で放送を

許可される存在であり，パブリック・ビューイングといったテレビ番組の二次利用にあたるイベ

ント開催そのものに関与することはない。テレビ局が介入するイベントにおいて，自局内の一

部署が主催とマーケティングを兼ねてイベントの中継者にもなり主催者にもなるという構図は

一般には考えにくい。 

 日本のテレビ局が内包するイベント事業部のような存在がドイツで見られない理由の一つ

に，世界で初めてテレビ中継された 1936 年のベルリン・オリンピックにおいて，イベントの宣

伝やテレビ中継がナチ政権によって支配されていたことへの反省と，帰結としての歴史的な

断絶が考えられる。ドイツでは過去の反省から，テレビ放送が政治的権力やポピュリズムと接

することがないよう注意が払われてきた。したがってドイツでは日本のように地域新聞社を母

体に戦前と地続きで民間放送局が開局されることもなく，1980 年代までは公共放送のみが

存在していた。サッカーワールドカップの放送権を獲得するのも，ドイツ統一後登場したペイ

TV の「スカイ・ドイチュラント（Sky Deutschland，旧「プレミア（Premiere）」）というチャンネルを

除けば，公共放送であるドイツ公共放送連盟（Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, 以下略称 ARD）とドイツ第 2 テレビ

（Zweites Deutsches Fernsehen, 以下略称 ZDF）という二つの公共放送団体に放送権を与え

てきたという現状がある。 

以上述べたように放送主体とイベント主催者が交わる可能性がないのがドイツのパブリッ

ク・ビューイングの特徴であり，Dayan と Katzはこのような状況をメディア・イベントが展開され

る社会として想定していたと考えられる。 

 

2-2-3. テレビ局の関与するイベントの形式とコンテンツの種類 

 ところで，テレビ放送が介入するイベントには幾つかのパターンがある。ここで，イベント事

業の形式とコンテンツについて，豊富な事例が見られる日本の放送局のイベントを参照しな

がらその種類について触れておきたい3。 

イベントの形式は大別して 3通りに分けることができる。 

第 1 に，「イベント・放送一体型」である。収録に際して公開を前提とした番組作りがなされ，

番組観覧などがイベント形式で行われる。NHK のど自慢，紅白歌合戦，ラジオ体操などがこ

れに該当する。「イベント・放送一体型」形式のイベントは，テレビカメラだけでなく来場者の

目線をも意識した，公開ならではの演出が少なからず反映されると考えられる。番組の制作

者とイベント事業の主催者，そしてオーディエンスが同時刻，同じ場所に関わることで成立す

                                                  
3
 大曽根聡子, 名古屋大学法学部特殊講義 放送・新メディア論Ⅱ, 2011年 1月 19日講義ノート

より。 
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る形式であると言える。 

第 2 に，「イベント先行型」が挙げられる。この形式では，放送番組よりもイベントが先行し

て開催され，それによって多くの関連番組が制作・放送される。美術展やコンサート，放送局

が主催するフィギュアスケートやゴルフなどのスポーツ・イベントも「イベント先行型」に該当す

る。この形式は良質なコンテンツ確保に繋がるため，日本の場合は放送局だけでなく，新聞

社もまた 1900年前後から数多くの「イベント先行型」イベントを開催してきた。 

第 3に，「放送先行型」がある。これは，大河ドラマなどの大型番組の放送前後に展開され

るイベントの企画が挙げられる。この形式のイベントは，放送だけでは満足しきれない視聴者

の知的関心や好奇心に応えるかたちで開催される。「放送先行型」イベントが拠り所とする強

力なコンテンツをめぐっては，地域でイベントが行われるに留まらず，テレビ局の枠を越えて

地域の観光地化や活性化にも繋がっていくこともある。また，「放送先行型」イベントは，イベ

ントを開催することでさらに放送番組の視聴者を維持・獲得する狙いもあるため，放送番組の

コンテンツを主軸にした展開がなされていると考えられる。 

さらに，放送局が関与するイベントの内容については，主に子供を対象とした教育的なイ

ベント，撮影現場などの施設見学，防災や地上デジタル化などのためのキャンペーン，災害

時の義援金募集などの福祉的イベント，美術展や博覧会，コンサートや伝統芸能がある。 

 以上から，テレビ局が関与するイベントの形式およびコンテンツには様々な組み合わせが

考えられる。本論では，テレビ中継されるイベントとして，日独の放送局とイベントの関係に合

致する「イベント先行型」のスポーツ・イベントに焦点を当てたい。 

 

2-2-4. イベントの仮設性 

 最後に，イベントの持つ「仮設性」について触れておきたい。 

「仮設」という言葉は一般的に建築デザインの領域で用いられるが，これはイベント事業と

無関係ではない。建築物の場合，「仮設」でないものは，常に一定の場に建設されている「常

設」であるとされる。建築基準法第85条で定められるところによると，仮設建築物とは次のよう

なものを指す。 

 

1 非常災害があった場合の応急仮設建築物。地方公共団体または日本赤十字社が

災害救助のために建てるもの，被災者がみずから使用するために建築するものな

ど。 

2 災害があった場合に建設する駐車場，郵便局，官庁署など公益上必要なもの。 

3 工事を施工するために現場に設ける事務所，下小屋，材料置場など。 

4 仮設興行物，博覧会建築物，仮設店舗など。（下線筆者） 

 

本論で扱うパブリック・ビューイングの舞台となるのは当然 4の仮設建築物であるが，イベント

の仮設性を説明するためには，建築物としての仮設舞台が帯びる性質としての仮設性，す

なわち非日常とエフェメラル（ephemeral；短命）についてさらに説明する必要があるだろう。 

たとえば西ら（1997）は日本において神社の境内で行われてきた能や歌舞伎の舞台が祭



16 

礼の時にだけ組み立てられる仮設である事例を調査し，その理由について，祭礼の非日常

性をたびたび強調している。神楽では演者が現世から離れて一時的な変身を遂げるため，

一時的な舞台が必要だというのである（西：1997, pp.152-153）。こうした伝統芸能のための仮

設舞台は，それらが仮設であるがゆえに実物が残されておらず，史料から推測することしか

できないが，西らによると鎌倉初期にはすでに現代に引き継がれる臨時の能の仮設舞台が

存在していたと考えられるという（西：1997, pp.114-127）。 

さらに，仮設建築物が帯びる性質として，Kronenburg, R.（1995=2000, p.12）は「エフェメラ

ル（短命）」であることを挙げている。イベントの舞台となる短命な建築物は，ある出来事や人

物を永久に思い出すことを目指した記念碑4と同一の文化事象を扱いながらも正反対の存在

である。恒久的に特定の場所に残り続け，場合によっては観光地となってあらたなイベントを

引き起こすかもしれない記念碑に比べ，仮設建築物はあまりにも短命であり，伝統芸能の仮

設舞台ですら過去の現物を再現することは難しいほどである。「ものづくりの分野では，場所

の意味を獲得する方法は，ある恒久的なものを建てること」であるため，エフェメラルな建築

は常設建築物と比べて低級であると思われがちであると Kronenburg（1995=2000, p.161）は

指摘する。 

仮設的な建築物，およびそこで行われる祭などの文化行事は，その短命さを帯びており，

その意味で文化の仮設性と呼ぶことができるだろう。記号学の領域では，山口（1999, p.5）が

次のように述べている。 

  

（...）文化とはもともと仮設的・仮構的（エフェメラル）な部分から積み上げられてきたもの

なのである。恒常的で安定していると思われていたものが行き詰った時にすべきことは，

この文化の仮設的な部分，つまりシステムの外側で辺境性と先端性を両立させてきたエ

フェメラルな部分にもう１度立ち返ることではないだろうか。 

 

 山口はここで「仮設性」を「恒常性」と対比させている。これを受けて，室井（ 2000,  

pp.18-19）は次のような考察を加えている。 

 

（...）山口が言う仮設性＝エフェメラリティとは，戦後日本が作り上げて来た疑似―恒常

的なシステムの「儚さ」＝エフェメラリティと表裏一体なのである。エフェメラリティとは

元々たった一日しか生きられない蜉蝣の命を指した言葉であるし，単なる仮設建築物な

らば，むしろ”Temporal Construction”とかの言葉の方が適しているだろう。つまり，儚くも

消え去った過去のシステムを惜しむのではなく，その「儚さ」こそを文化的想像力の源と

見る逆転した視点を取ることによって，山口はもう一度文化の中にダイナミズムを取り戻

そうとしているのである。その際，従来軽視され，低く見られてきた仮設的で一時的な文

化現象―たとえば，マンガ，見世物，小屋掛け芝居など―や，近代化の潮流の中で正

史に登録されることなく消えていった社会的「敗者」に目を向けるのは，いかにも「中心

                                                  
4
 モニュメントmonument という言葉は，「思い出させる」を意味するラテン語monereに由来する。 
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―周縁」理論を唱えた山口らしい観点である。 

 

 仮設建築によって作られた舞台で，一定時間のみ，その場限りの出来事として開催される

パブリック・ビューイングは，まさに短命という意味で仮設性を持っている。ところがパブリック・

ビューイングのようなイベントは，「スタジアムへサッカーの試合を直接見に行けなかったファ

ンたちが仕方なく行くものだ」というような，地位が確立し安定した視聴行為の下等なバリエ

ーションのように捉えられがちだと思われる。パブリック・ビューイングというイベントには，マ

ス・メディアによってどこでも視聴可能なテレビ番組の放映という恒久的なように見える出来

事を反転させた，非日常とエフェメラル（短命）によって形作られる仮設性が包含されている

のである。 

 

2-3. メディア・イベント（Media Events） 

 社会的に注目されるイベントは，しばしばテレビ放送の通常の編成が変更され，特別枠で

伝えられる。メディア・放送主体がテレビでこうした行事を放送することによって「社会にとって

の何らかの中心的な価値や，集団的記憶の一面にスポットライトをあてる祭日」であり，放送

番組のジャンルの一つである（Dayan, Katz：1992=1996, pp.10-17）。本論では，DayanとKatz

の定義を踏まえ，メディア・イベントを，マス・メディアによって作り出され，伝えられることによ

って，その受容者である視聴者が集団的な記憶を作り上げるような出来事と捉える。しかし視

聴者への影響と，こうした出来事の社会的な役割については，第 4 章以降で明らかにするよ

うに， Dayan と Katzの指摘とは異なる解釈を試みる。 

 

2-3-1. 「メディア・イベント」の特徴と類型 

 Dayan と Katz によると，メディア・イベントの特徴は，(1)日常でないこと，(2)ライヴであること，

そして(3)「イベント先行型」であること，(4)事前に計画され，予告され，宣伝されるものであ

る。 

 第 1 の点は，メディア・イベントが日常を中断させる祝祭であるというメディア・イベントの定

義から導き出される。 

 第 2 は，このイベントがリアルタイムで起こっている際，生中継されるという点である。したが

ってメディア・イベントは，慣例を破り，予測できないことが起こる可能性を含んでいる。 

 第3に，DayanとKatzはメディア・イベントを「メディア（筆者注：ここではマス・メディア企業と

しての放送局が考えられる）の外部で催される」（Dayan, Katz：1992=1996, pp.18-19）としてい

る。この意味で，2-2-3 で挙げた放送局の関与するイベントの種類の中で，メディア・イベント

というジャンルは「イベント先行型」に該当する。「外部で」という言葉には，出来事がスタジオ

の外で起こるというだけでなく，それが放送組織によって生み出されないという意味合いも含

まれる。したがって，DayanとKatzはイベントの「主催者」として，メディアと協力関係にある政

府や国際的機関といった公的機関を挙げている。 

 第4に，DayanとKatzの示すメディア・イベントは，事前に計画された出来事の生放送（たと

えばケネディの葬儀）を含み，事前に計画されていない出来ごとの生放送（たとえばケネディ
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暗殺）は含まないことが挙げられる。 

この，三つ目と四つ目の特徴については，吉見（1996）が改めて定義を試みている。日本

においては放送局がイベント事業部を内包し幅広くイベント展開を行っているため，第 3 の

特徴について当てはまらない事例が数多く存在することや，あらかじめ予想されなかった事

件もまた，「集団的記憶の一面にスポットライトをあてる」場合がある。吉見は，メディア・イベ

ント研究の射程を，第1に「メディア資本によって主催されるイベント」，第2に「メディアによっ

て大規模に中継報道されるイベント」，第 3 に「メディアによってイベント化された社会的事件」

にまで拡大させた（吉見：1996, p.128）。日本においては，吉見の第 1の定義に該当するイベ

ントが数多く研究されている。しかし本論では，DayanとKatzによる四つの特徴を併せ持つ，

吉見によると第 2の定義に該当するイベントを研究対象とする。 

 さらに，Dayan と Katzは，メディア・イベントをWeber, M.の 3類型である合理性，カリスマ性，

伝統にそれぞれ対応させた(1)「政治やスポーツにおける時代を画するような競い合い」（競

技），(2)「カリスマ性を帯びた要人の派遣」（制覇），(3)「高い地位にある人々の通過儀礼」

（戴冠）の三つに類型化している（Dayan, Katz：1992=1996, p.13）。 

 政治やスポーツのイベントである競技型は，合意されたルールのもと，諸個人や対立しあう

チームが公平に競い合う形式をとる。たいていの場合，この種のイベントはオリンピックや政

党の全国大会のように数年に 1 度，決まった季節に開催されるという意味で，定期的に繰り

返される。中継するテレビ局は，競い合う両者の対立を強調しつつも，中立な立場を求めら

れる。視聴者は二つの役割を求められる。一つは，どちらか一方の側に味方することであり，

もう一つは，誰が勝ったのかを判断する判定者としての役割である。ある側を応援する態度

は，たとえばスポーツ・イベントにおいて世界の競争の中で自国が位置づけられる場合には，

単に一方に肩入れするというだけでなく，視聴者はそのチームと深く同一化することになる。

DayanとKatzは，自集団をひいきする態度をとる視聴者は自分が応援するチームのために，

テレビにメッセージを送っているが，このメッセージが伝えられるには双方向的なテレビの到

来を待たなければならないと但し書きを加えている（Dayan, Katz：1992=1996, p.186）。視聴

者は試合の勝ち負けだけでなく，ルールの美しさを意識した競技がなされたかといった点を

も判定する。このため，競技型のイベントの場合は，何よりもルールの至上性が示される。 

 戴冠型は，ロイヤル・ウエディングや大統領の葬儀といった伝統的なイベントである。競技

型と同様に厳格なルールに基づいて行われるが，そのルールは議論され合意されたルール

ではなく，伝統と習慣によって規定されたものである。戴冠型では婚礼葬儀といった通過儀

礼の神秘性が求められるため，現実の人間社会との距離が保たれ，セレモニーが汚されな

いようにしなければならない。テレビのナレーションは，視聴者がこれから始まるセレモニー

について習熟するよう，うやうやしく説明を加える。高位にある人物の通過儀礼の参列者とし

ての役割が視聴者に求められる。戴冠型メディア・イベントでは，英雄の試練や世界の再定

義といった出来事はなく，結婚や葬儀といった文字通りの地位の変化が起こるのみである。 

 制覇型は，サダトのイスラエル訪問や宇宙飛行士の月面着陸といった，自明のものと思わ

れていたルール自体が覆されるイベントである。制覇型の主役たちはカリスマ性のある英雄

であり，テレビのナレーターは課題の深刻さをサスペンスのように語る。視聴者は不可能と思
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われるような偉業への立会人となることを求められる。たとえば，われわれは宇宙飛行士たち

が自ら危険を冒して月面に着陸する瞬間を目撃する。視聴者は「われわれのために」偉業を

成し遂げ，「われわれのところへ」帰って来た宇宙飛行士たちを英雄として迎える。「犠牲的

行為に立会い，偉業達成の奇跡を目のあたりにし，疑念を忘れて英雄への正当な見返りを

要求すること，そして犠牲的行為と見返りの犠牲とのポトラッチ5の関係を受け入れること」が，

制覇型での視聴者の役割である（Dayan, Katz：1992=1996, p.189）。 

 本論ではサッカーワールドカップを事例とするため，第 1 の競技型メディア・イベントを扱う

ことになる。 

 注意しなければならないのは，Dayan と Katzがたびたび記述するように，メディア・イベント

が結果としてもたらす社会への影響は，統一性を強調する場合もあれば，多元性に繋がる

場合もあるという点である。メディア・イベントは放送とイベントに関するひとつのジャンルであ

り，常に特定の結果を生みだすものではない。DayanとKatz以降必要とされるようになったの

は，ある一定の社会からメディア・イベントを取り出し，類型化することではなく，特定のメディ

ア・イベントを検証することでそれを生みだす社会的状況とはいかなるものかを推し量ること

である。 

この要求にこたえるべく，日本においてはマス・メディア企業が主催するイベントを主とする

事例研究が進んでいったが，そこでは「非真正な社会」の想像の在り方がイデオロギー的な

背景となっていたのである。 

 

2-3-2.「メディア・イベント」と儀礼理論 

 社会科学の領域において，人文研究からの類比が行われるようになって久しい。Geertz, C.

（1983=1991）が指摘するように，人によって意図的につくられたものではない新たな現象を，

十分に理解された理論によって説明しようとする試みの結果，社会が，人文学で用いられて

きた方法論であるゲーム，ドラマ，テクストといったアナロジーによって表現されるようになっ

ている（Geertz：1983=1991, pp.32-62）6。 

本研究もまた，パブリック・ビューイングという事象を解釈するものであり，解釈のための人

                                                  
5ポトラッチとは，北米北西海岸部先住民の儀礼的贈与行為である。自らの社会的地位をコミュニ

ティにおいて承認してもらうために，富や食物の莫大な浪費によって威信を誇示し,自らの地位を

維持する。大村（2002, p.874）によると，この儀礼は諸先住民族ごとに異なった名前で呼ばれてい

るが，近年ではこの儀礼を指す語として「ポトラッチ」が広く使われている。儀礼は，財の贈与や特

権の呈示，財の破壊などを含んでおり，カナダにおいて 1884年のインディアン法によって同化を

さまたげる風習として禁止された。しかしこの法律が 1951年に改正されるとポトラッチは復活し，

現在では社会的統合の儀礼としての役割のほか，北西海岸部諸先住民のエスニシティ表象とし

ての新たな役割も果たすようになったという。 
6
 ゲーム理論による類比では，人間がルールに従って行動するものだという見方のもとで，社会

はゲームの集合と捉えられる。Wittgenstein, L. J. J.，Huizinga，von Neumann, J.，Morgenstern, O.

などが主な論者として挙げられる。演劇（ドラマ）は 2つのアプローチが存在し,一方は Turner, V., 

W.に代表される儀礼理論であり，他方は Birke, K.に代表される象徴行為論である。テクストから

の類比は，人間の行動を文章の中の文脈として意味を固定しながら読み取る方法であり，代表

的論者には Becker, A., E.が挙げられる。 
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文学的道具を必要としている。そこで，筆者はメディアに媒介されるイベントに関する研究に

おいて広く体系的に用いられてきたドラマ研究からのアプローチ，とりわけ儀礼理論に着目

する。 

文化人類学者である Van Gennep, A.（1909=1977）は，さまざまな種族の呪術的な行為を

分析し，日常から非日常，そして最後に日常へと空間を移動する行為に関する理論的枠組

みを確立した。ある領域から他の領域へ，身体的な移動を伴って通過する「具体的通過」の

手続きには，呪術的，宗教的要素が伴う。Van Gennepは以前の世界からの分離の儀礼を前

リミネール儀礼，移行段階の間に行われる儀礼をリミナール儀礼，新しい世界への加入の儀

礼を後リミネール儀礼と命名し，それぞれ分離（separation），周辺（margin）あるいは境界段

階（the luminal phase），再統合（aggregation）の 3段階に分類した（Van Gennep：

1909=1977）。 

第 1の「分離」段階では，諸個人や集団といった行為の主体が，社会構造の中に定められ

ていた以前の地位や，以前の状態から分離する。第 2 の段階では，彼は，それ以前の状態

も以後の状態も持たない文化領域に置かれ，人はこの段階を通過して第 3 の段階へ至る。

「再統合」期に到達した時点で，通過儀礼は完了する。 

Turner, V. W.（1969=1996）は，Van Gennepのいう第 2段階，つまり通過の中間に位置する

境界の段階に関する議論をさらに拡大した。リミナリティ（境界性）は，境界段階にある人間が

陥る曖昧で不確定な属性を指す。彼らは平常での状態や地位からはみ出し，どっちつかず

である。たとえば修練者たちは，境界上の存在として，かれらの地位や財産，職業を示す世

俗的なものは一切身につけず，全裸に近い装いをしている。修練者たちは指導者に服従し，

受動的で謙虚な姿勢で気まぐれな懲罰を受ける。Turnerはザンビアのンデンブ族の首長「カ

ノンゲシャ」の任命式を分析し，次のような点を明らかにした。すなわち，境界にある人間は，

(1)最高位の者が下位に，下位の者が最高位にくること，(2)性別が無いこと，(3)匿名であるこ

と，(4)従順であること，服従すること，(5)性的に禁欲であること，といった属性で特徴づけら

れるのである（Turner：1969=1996, pp.137-143）。 

集団がリミナリティを帯びる時，かれらの間に強い平等主義と仲間意識がはたらくことに

Turner は注目している。境界上では，修練者たちは儀礼を取り仕切る長老たちのもとに服従

し，修練者たち相互の関係は平等なものとなる。儀礼の第2段階で出現するこの社会の様式

を，Turner は「コムニタス」と表現した。平常の構造を維持する人々にとって，コムニタスの出

現は危険な無政府状態に見えるはずである。Turner の言葉を借りれば，コムニタスは「境界

性において社会構造の裂け目を通って割り込み，周辺性において構造の先端部に入り，劣

位性において構造の下から押し入ってくる」（Turner：1969=1996, p.175）。 

儀礼は呪術的で神聖な性格を帯びているが，そこには上述した一定の構成，すなわち匿

名性の担保や禁欲，地位の逆転，またこれらの一時的に立ち現れる制度への絶対的服従と

いった，いわば「お決まりの」構成が存在する。メディア・イベントはこうした儀礼の理論的枠

組みの中で解釈されるために，スペクタクルではなく，日常世界を棚上げして行われる一連

の儀礼，すなわち編成されたパフォーマンスとして見なされるのである。本研究では，パブリ

ック・ビューイングをメディア・イベント論の一つの事例として考察するが，その際にはここで触
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れた幾つかの用語を用いることになる。 

 

2-3-3. 「メディア・イベント」と「大衆の国民化」 

ここで，かつて家庭のリビングで受容されるものと想定されたメディア・イベントを考える上

で重要となる幾つかの先行研究を概観したい。 

Anderson（1983=1997）は，印刷技術と出版業の発展が時空間の共有をもたらし，共同体

意識の形成へと繋がったとして，国民国家がメディア空間のあり方と密接に結びついて成立

していることを指摘した。確かに出版資本主義は均質的な時空間をグローバルにもたらすが，

印刷と出版は特定の地域に依拠するという性質をも持つ。たとえば新聞という媒体は，「地方

紙」という新聞のあり方に代表されるように，地理的な刻印が押されたメディアとして現残して

いる。 

電子メディアが登場すると，上述したような，地理的に拘束された社会観は変化していくと

される。たとえば Meyrowitz（1985=2003）は，基本的に特定の場所と結びついていた印刷メ

ディア優位の中での情報フローは，テレビに代表される電子メディアの出現によって変化す

ると主張し，電子メディアの役割として(1)人々を情報的に同じ「場所」へと移動させること，(2)

情報へのアクセスの均質化，(3)全体論的な社会観の提供と社会統合の平準化，(4)私的空

間と公共空間の融合を挙げている。  

また，Thompson, J.（1993）は，電子メディアの普及によってコミュニケーション空間としての

メディア空間が肥大化し，人間同士の相互行為が結果として対面的状況から乖離していくと

する。こうした議論の極みにあるのが Baudrillard, J.のハイパーリアリティ論である。彼によると，

テレビに映し出された出来事は外的なリアリティに基盤を持たないテレビ向けの見世物であ

りイメージである。湾岸戦争終結後に発表された『湾岸戦争は起こらなかった』というショッキ

ングな表題の著書において，Baudrillard（1991=1991）は，世界中の人々が視聴者として眺

めたあの戦争はメディアによってもたらされた虚構を共有したという経験に過ぎないと指摘し

た。 

テレビを中心とした電子メディアの存在が，人々を生活領域から脱空間化させていくという

これらのシンプルなモデルは，テレビが家庭の中で視聴されることを前提として議論されてい

る。この議論をもう少し見てみたい。 

Silverstone, R.（1999=2003）は，メディアが人々の経験をどのようにして内的に構成してい

くかに着目し，人々の行為を成り立たせる三つの次元として，(1)住居と家庭（House and 

Home），(2)コミュニティ（Community），(3)グローブ（Globe）を挙げている。住居と家庭は，避

難場所・くつろぎの場所・自らを定義する場所・帰る場所であり，それとは反対の場所，すな

わち，公的なもの・非人間的なもの・外部・不慣れなものとの関係で定義される。内と外は物

理的な境界によって隔たっており，敷居や扉，カーテンなどがそれであるが，テレビもまた一

つの境界であり，家庭内に異質なものを持ち込む媒介の役割を果たしている。さらに，テレビ

視聴によって経験されるのがコミュニティであり，ここで言われるコミュニティは Anderson

（1983=1997）が指摘した想像の共同体としての国民国家に代表されるようなアイデンティティ

の帰属する場である。われわれは家庭内において，テレビのスイッチをオフにすることで，外
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部からの侵入を防ぐことができる。テレビのようなマス・メディアによって紡ぎだされる，画一化

や統合へ向かう力と，断片化や差異化に向かう力は常に相互作用しており，われわれは意

識せずに「グローブ」の次元に入り込み，またそこから出てくるということを繰り返している。い

わばテレビのスイッチのオン/オフを無意識に行いながらメディアの情報を経験している，とい

うのが，Silverstone, R.の主張である。 

 こうした先行研究に対し，本論文が注目するのは，画面のスイッチをオフすることのできな

い家庭の外でのパブリック・ビューイングである。 

 Dayan と Katz（1992=1996：p.8）は，『メディア・イベント』の冒頭で，この著書は Mosse に注

意を払って執筆されたと告白している。Mosse（1975=1996）は，ナチズムへ至る歴史認識を

覆した偉大な歴史家であり，一大センセーションとなった著書『大衆の国民化』の中で，ナチ

政権は当時のドイツのベルサイユ条約下の経済的困窮を根拠に出現したのではなく，既に

19世紀以前からドイツ地域に存在した諸々の文化運動にこそその芽があったことを暴露した。

つまり，ドイツ体操運動（Turnen, トゥルネン）をはじめとして，男子合唱団，射撃協会，モダ

ン・ダンサーたちが大衆運動の担い手となり，国民的記念碑に代表される祝祭空間において

政治的祭祀を実行していったのである。 

 Mosse（1985=1996）はナチズムに至る大衆文化運動を拾い上げる中で，『ナショナリズムと

セクシュアリティ』を執筆し，「市民的価値観（respectability, 尊敬されるに値すること）」をキー

ワードに，「道徳的」で「正常」な性意識がファシズムに繋がっていく過程をあきらかにしてい

る。この中にも大衆運動は登場する。たとえば「男らしさ」は体操運動（Turnen）やワンダーフ

ォーゲル運動（Wandervogel）によって牽引され，均整のとれた身体の鍛錬と市民的価値のあ

る精神の在り方が目指された。「正しい」「男らしさ」は同時にアンチテーゼとしての「退廃」と

いう概念に対比させられ，再発見された身体のセクシュアリティからエロティシズムが剥ぎ取

られていったのである。 

 こうした Mosse の問題意識が，のちにナチズムという 1 点に集約されていく出来事として大

衆運動を位置付けた事実を踏まえながらも，DayanとKatzは注意深く，彼らの提示する「メデ

ィア・イベント」という概念が 1 点に集約され得ない可能性を担保した。しかし，しばしば偉大

な研究が新しく提示された概念のもとで行われる事例研究にイデオロギー的な方向付けを

行ってしまうことがあるように，メディア・イベント研究の元でなされた個々の事例は，マス・メ

ディアによって集約される視聴者像を生み出し続けてきた。本論文では第 5章において改め

てMosse（1975=1996）の功績に触れるが，そこではメディアとファシズムの関係を説明する歴

史研究の意義ではなく，メディア・イベント研究への示唆が得られるはずである。 

 

2-4. パブリック・ビューイング（Public Viewing） 

パブリック・ビューイングとは，サッカーワールドカップやオリンピックといった巨大なスポー

ツ・イベントに関連して公の場で開催されるテレビ中継イベントの名称である。本論では，こ

れらの中でも，テレビ受像機の各世帯への普及がほぼ完了している社会的状況で開催され

るものを研究対象としている。 
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2-4-1. ドイツにおける「パブリック・ビューイング」 

まず，ドイツにおいてこのイベントの名称がいつ頃から一般に流布するようになったのかを

確認したい。 

南ドイツ新聞誌は 2006 年 12 月版に 2006 年の新語の定義を発表したが，これによると，

パブリック・ビューイングという概念はドイツ人のスポーツ社会学者であり元連邦スポーツ省会

議コーディネーターであった Schulke（2006）によって定義づけられたものであるという。 

ドイツにおいて，パブリック・ビューイングは「ファンマイレ（Fanmeile）」という FIFA の公式フ

ァンイベントの名称とともに 2006年に広まった。ファンマイレとは，2006年サッカーワールドカ

ップドイツ大会に際してドイツ国内に登場した，試合のテレビ中継を集団視聴するイベントで

ある。ドイツ国内の各開催都市では，ファンのために歩行者天国が用意された。ファンマイレ

という言葉は，文字通り，この歩行者天国，すなわちファンのための数マイルの道を指してい

る。各都市において，ファンマイレはさまざまな国籍・性別・年齢の人々を魅了した。とりわけ

巨大なファンマイレが開催されたのはベルリンである。歩行者天国となったブランデンブルク

門から戦勝記念塔に至る6月17日通りには間隔を置いて巨大なスクリーンが何台も取り付け

られ，人々は試合のない時にも通りを行き交い，ダンスなどで試合の日を楽しんだ。このイベ

ントは入場無料で，ビールやソーセージを食べたい人が飲食代だけ払う仕組みであった。あ

るドイツ人の学生は，2006 年には大学のゼミが 1 日休講になり，教授と学生が一緒にファン

マイレに参加したと教えてくれた。ファンマイレは，一部のファンだけが集まる 80 年代から 90

年代にかけてバーで行われてきたテレビ中継の視聴とは大きく異なるイベントであり，2006

年のドイツ流行語大賞とも言うべき「今年の言葉」で 1 位を獲得するなど，社会現象を巻き起

こしたのである。 

2006年にこうしたイベントが行われた背景には，巨大スクリーンをはじめとするテクノロジー

が可能にした出来事という側面がある。ドイツ各地で行われたパブリック・ビューイングにおい

て，スクリーンを提供したメーカーの少なくとも中心には，オフィシャルパートナーであるフィリ

ップスの存在があったことに触れておかなければならない。日中，屋外での映像視聴を可能

にする映像装置には，高度な技術が必要であることは明らかだからである。 

さて，Schulke（2007）は 2006年以来，パブリック・ビューイングに関連した著作を数多く執

筆してきた。彼は 2006年当初，2006年ワールドカップドイツ大会でのファンマイレにおいて，

懸念されていた政治的便乗者の出現やフーリガンによる破壊行動などが起こらず，外国人

観光客や負けたチームのサポーターとも友好的な雰囲気を保つことができた原因を考察し，

ファンマイレを「ファンと遊歩者（Flaneur）の統一としてのパブリック・ビューイング」と捉え朗ら

かで落ち着いたムードを説明した。 

 パブリック・ビューイングは何よりもまず，個々の試合のスタジアム入場券のみを所有してい

る外国からの何千人もの観客のために，全ての試合の公共的な中継を提供することを目的と

して開催が決定された。これに伴って，利用されていないスタジアムや広場などの空き地を

利用したイベント会場が用意され，巨大な映像スクリーンが建設されることとなったのである。

このイベントは大成功を収め，2008 年にスイスとオーストリアで行われたサッカーチャンピオ
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ンズシップ EURO 大会や 2010年のワールドカップ南アフリカ大会にも引き継がれている。 

 

2-4-2. 日本における「パブリック・ビューイング」 

他方，日本においてもサッカーワールドカップ日韓大会に関連して，2002 年の時点で「パ

ブリック・ビューイング」と呼ばれる中継視聴イベントが開催されている。 

長澤（2002, p.80）によると，日本において人々がイベント会場に集まり，集団でテレビ観戦

をする形態が確立されたのは，日本が初出場した 1998 年のワールドカップであったという。

2002 年の日韓共催ワールドカップでは，パブリック・ビューイングの規模が本来のイベントに

匹敵するほど巨大化した。ところが，日本におけるパブリック・ビューイングは，当時 FIFA が

放映権の中に二次利用権が含まれているのかを直前まで明らかにしなかったこともあり，自

治体に認可されたイベントも FIFAの主催としてではなく各自治体や各企業，団体の主催とし

て開催され，さらには無数の「私設」パブリック・ビューイングが，FIFA と広告代理店および自

治体の黙認のうちに開催されるなど，パブリック・ビューイングの乱立が起こった。2002年に，

日本では全国各地で草の根的なパブリック・ビューイング開催に向けた動きがあり，その全

体像は現在も不明のままである。 

日本においては，いわば「下からの」動きとしてパブリック・ビューイングが開催されたとも

言えるが，統一された規範はないものの，その名称と視聴形態は広く知られるようになった。

「パブリック・ビューイング」と呼ばれるイベントはその後も続いており，サッカーワールドカップ

だけでなく，たとえばオリンピックなどでも，パブリック・ビューイングが各選手の地元で行われ

ている。 

 

2-4-3. 本論で扱う狭義のパブリック・ビューイングについて 

 このように，日本とドイツにおいては「パブリック・ビューイング」という概念をめぐって，冒頭

で述べたような認識が緩やかに共有されているのみであり，日本におけるかつての街頭テレ

ビや，ヨーロッパに 2000 年代以前から存在するスポーツバーでのイベントもその射程に含ま

れる。本論で扱うパブリック・ビューイングはそれらの中でも，テレビ受像機の各世帯への普

及がほぼ完了しているという社会的背景のもとで開催されるものを取り扱う。たとえば，多くの

家庭にテレビ受像機がない環境下で，人々が一箇所に集まってテレビを視聴するといった

視聴行為は本論では扱わない。 

 

2-5. フィードバック（Feedback） 

ここでいうフィードバックとは，個人が発し，また個人に帰する，他者との間で行われるコミ

ュニケーションを指す。片岡（2002）は，本人と共に移動する「本人的生活圏」（片岡：2002, 

p.98）を土台として形成される公共的空間を，「人間の生々発達とそれによって確保される尊

厳および幸福」（片岡：2002, p.12）を目的とし，またその内容とする公共性が発信される基地

であると同時に受信される基地でもあると述べている。人はそれぞれ個人として自己の内的

な時空間を保有しているが，世界が自分ひとりだけで構成されていない限り，同時に他者と
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接点をもつ社会的な存在でもある。そのため，諸個人は生々（生生），つまり絶え間なく，自

己の欲求と他者の目線を意識することによって生まれる市民としての尊厳とをすりあわせな

がら，本人的生活圏を維持していく。メディアを介したコミュニケーションにおいても，双方向

性がいかに実現するかが問題となる。 

 

2-5-1. パブリック・ビューイングとプライベート・ビューイング 

パブリック・ビューイングという言葉は特定のイベントに付与されたものではなく，すでに普

通名詞のように，近年急速に認知され，使用され始めた名称である。しかし改めてこの名称

の意味について考えてみると，パブリック・ビューイングという視聴のあり方は，一体どういっ

た点が「パブリック」であり，また，この形容詞は，パブリック・ビューイングという視聴形態のど

ういった部分に特徴づけられた表現なのだろうかという疑問が浮かぶ。われわれがパブリッ

ク・ビューイングと言う時には，そこには，相対する視聴形態として，プライベート・ビューイン

グという家庭内で従来行われてきたテレビ視聴のあり方が想起されるはずである。たとえば

10 人家族がリビングでテレビの前に集まっている状況が大規模なプライベート・ビューイング

であり，10 人の他人同士が狭い個人営業のバーでテレビ視聴をしている状況を小規模なパ

ブリック・ビューイングであるとするように，それぞれが異なった視聴のあり方であると自然に

認識され得るという前提に立って，この疑問について考えたい。 

ここで断っておきたいのは，テレビ放送を議論する際にしばしば話題になる，放送コンテ

ンツの多様性といった文脈で，あるいは公共の電波を使用するがゆえに放送局がつねに意

識せねばならない責務といった意味で追求されてきた放送の公共性と，パブリック・ビューイ

ングにおけるパブリックという表現をめぐる考察は，異なる次元で解釈されるものであり，同一

線上に語ることはできないという点である。 

 テレビ放送，とくに放送される番組における公共性のあり方をめぐる問題のキーワードとし

て，ここでは「フィードバック」という概念を提示したい。テレビ放送において，そのあり方が公

共的であると見なされるためには，不特定多数の視聴者の関心，あるいは社会的関心事の

反映が必要とされる。しかし当然ながら番組制作者と視聴者の関心はしばしばすれ違う。こ

のため，両者は双方向コミュニケーションによって意思疎通を図り，関心事のすり合わせを行

うこと，すなわち視聴者によるコンテンツへのフィードバックが，公共性のための重要な意見と

して求められたのである。 

かつて，あるいは現在もそうであるかもしれないが，テレビというメディアが持つ最大の特

徴は，圧倒的なマス・メディアであるが故の一方向コミュニケーションであり，また一方向であ

るが故の視聴者によるフィードバックの困難さであった。そしてその困難さ故に，放送局はい

かにして多様な言説をコンテンツ内に取り込み，視聴者に関与できるかという問題が重要な

テーマとなり得ていたのである。放送されるコンテンツの中に，いかに視聴者の意見を反映

するかという問題は，放送と通信の融合の末にテレビのリモコンに 4 色のボタンが取りつけら

れ，視聴者がテレビコンテンツに直接アクセスできるようになったことで，限定された形である

にせよ，プライベート・ビューイングを前提とした視聴行為においては，一つの解決策が提示

された。 
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ところが，パブリック・ビューイングにおけるフィードバックは，テレビコンテンツに対して直

接影響を与えようとすることによってのみ成立するものではない。端的に言えば，視聴者がテ

レビ画面に向かっていくら大声で応援したとしても，チャンネルを切り替えることもできなけれ

ば，試合の行方に影響を与えることもできない。たとえば，この視聴イベントを取材に来たマ

ス・メディアが，試合会場においてパブリック・ビューイングでの応援の様子をすぐに伝え，そ

れが選手を奮い立たせるということはあり得ないことではないが，少なくとも画面に向かって

応援を繰り広げている人々は，彼ら自身のその行為が画面を飛び越えて試合会場に届き，

ゲームの行方を左右するとは考えていないだろう。つまりこの時点において，観客は放送さ

れる内容へのフィードバックを行っているわけではない。パブリック・ビューイングという視聴

行為の中で，フィードバックは，そこに居ながらにして居合わせる自分を客観視する視聴者と，

彼を取り巻く大勢の視聴者たちとの間に及んでいる。つまり，フィードバックが行われる場は

拡大され，直線的にではなく，空間的に捉えられるのである。 

 

2-5-2. フィードバック空間としてのパブリック・ビューイング 

パブリック・ビューイングという視聴形態において，コミュニケーションの双方向性，ここでい

うフィードバック構造が，どのような位相で現れるかという問題は，空間の概念を用いることで

明らかになる。すなわち，先に述べた視聴者と番組制作者との関係における，個々の送り

手・受け手の特性に依拠したコミュニケーションのあり方だけでなく，不特定多数の視聴者間

にまで至るような，空間的広がりを持ったコミュニケーションとして捉えられる。 

パブリック・ビューイングの会場は，したがって，視聴者が，放送される番組だけでなく他の

視聴者との間でも双方向のコミュニケーションを行う空間であると考えられる。 

かつて，中井（1936）はメディアに相当する概念として Mittel と Medium を挙げ，おもに知

識人と大衆とのコミュニケーションにおいて，双方が対等ではなく，個々の相違を前提とした

双方向のやり取りをMediumと，双方を対等とみなして行われる媒介をMittelと結びつけて，

コミュニケーションの異なる動態を説明しようとした。この二つの違いについては，後藤（2005）

が端的に述べている。後藤によると，Medium とは「知識人と大衆とのあいだに距離があると

考え，双方を異質なものとみなす媒介」であり，「媒介可能性の低い媒介」である（後藤：2005, 

p.4）。他方，Mittelは「知識人と大衆とを基本的に対等と考える，同質なもの相互の媒介」（後

藤：2005, p.4）である。基本的に，中井はMittelをより肯定的に捉えているようである。 

また，北田(2004)は中井のMittel概念が併せ持つ二つの要素について言及している。 

一つ目は，「人間の志向内容・メッセージ・意味・情報を『それを通して durch』伝達する装

置などではなく，人間が『それにおいて in』自然との関係性を漸進的に更新する」，「無接性

＝無媒介 Unmittelbarkeitの思想」である（北田：2004, p.54）。これは，たとえばスポーツ選手

が反復運動によって身体に知覚させる「コツ」のように，意識的な思考が介入する余地をなく

した Mittel の無媒介性を指す。ただしこうした身体知は，意図的ではないにしろ決して無反

省に行われるものではないため，「無媒介の媒介」と呼ばれるのである。 

二つ目は，「Mittel 的現実行動によって構成される集団に賭ける中井の知的態度」をあら

わす「協動性 Ko-opretationの思想」である（北田：2004, p.55）。これは，スポーツにおいて選
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手が互いにコミュニケーションを図る関係を指す。中井は，Medium 的媒介を「場所的」（中

井：1936, p.5）と呼ぶ一方で，個々人が自分を他の中の一項と認識した上で他の項と関連し

ていくというフィジカルな移動の空間性に注目している。 

つまり，Mittel 的媒介は，参加者の身体性を内包したメディア空間において(in)行われる。

これに対して，絶対的な制度のもとに諸個人が結びつく Medium 的媒介は，家庭のような私

的領域を通して(durch)行われると仮定できる。 

パブリック・ビューイングの空間は，一つの画面を共同で視聴することによって生じる周囲

の視聴者との対等な関係の中で，そこに居合わせる自己を客観視する自己へのフィードバッ

ク構造が入れ子状に存在する，Mittel 的媒介に結びついたフィードバック空間であると考え

られる。Mittel 的媒介が行われる公的空間でのイベントは，参加者の意識的また身体的な能

動性によって成立する。パブリック・ビューイングのような公共空間でのイベントが他のメディ

アと比べて持つ特徴としては，単に情報の送り手と受け手という間のメッセージの伝達だけで

なく，オーディエンスが集団で参加することで，受け手同士の間でメッセージがさらに強めら

れることである。 

この意味で，パブリック・ビューイングのパブリック性は，個々の参加者が主体となってフィ

ードバック空間を作り出すことができるという要素を持つのである。そこで，本論では，ひとま

ず，パブリック性を，パブリック・ビューイングが行われるイベント空間の相互的なフィードバッ

クと捉えたい。 

 

2-6. 空間（Space），場所（Place），位置（Position） 

テクノロジーの発展とコミュニケーションの在り方の変容は，しばしば，「空間」や「場所」と

いう概念に結びつけて語られる。筆者はここに「位置」という概念を加えたい。 

 まず，「空間」は個々の行為主体によって生み出される，ある社会的様態と捉えられる。こ

れに対し，「場所」は，地域の固有性に依拠する地理的で物理的な現場である。さらに，「位

置」は，行為主体とともに移動する，個々人が場所を認識する際の指標である。 

 

2-6-1. 移動する「位置」と行為主体 

 美学研究者である Langer, S. K.（1953=1970, p.144）は，ある場所に固有性を与える建築物

の役割について考察し，移動する建物について次のように述べている。 

 

（前略）船は常にその所在を変えながらそれにも拘わらず自己完結的な場所なのであり，

ジプシーのキャンプ，インディアンのキャンプ，もしくはサーカスのキャンプも，いくたび

その測地学的位置を変えようともこの点ではまったく同様である。文字の上ではキャンプ

はある場（place）にあるというが，文化的にはキャンプが一つの場なのである。 

 

 Langerは空間を虚と考えていたため，本論で用いる「空間」と「場所」の概念が，この文章で

は「場所」という一つの用語に二つの意味をのせて使われている。ただし，Langer が，場所を

建築物といった人工物によって文化的な固有性を帯び，地理的に特徴づけられるとしてい
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た点は注目に値する。 

Kronenburg（1995=2000, p.162）はこれを受け，場所が文化的な固有性によって縛られるも

のであるのに対し，位置が地理的・地政学的な意味において場所を認識する付属的な要素

であるとした。 

ここで彼らが前提としているのは，建築物そのものの移動であり，位置の変化であるが，本

論では場所を移動し空間を創出する個々人を行為主体と捉えるため，「位置」は建築物では

なく人間に依拠すると考える。したがって，位置は場所を認識する際の個々人の指標である

と考えることができる。位置は，不定で，一時的なものである。位置は，移動する個人に依拠

するため，連続的な時間の流れとともにあると言い換えることもできる。 

 

2-6-2. 「空間」「場所」と行為主体間の相互作用 

Giddens, A.（1990=1996）は，それまで同義語として用いられてきた「空間」と「場所」という

二つの用語が，17 世紀以降の近代社会において徐々に切り離されてきたことを指摘する。

Giddens（1990=1996, pp.32-33）によると，場所とは「社会活動を取り巻く物理的環境が地理

的に限定されていることをさす，現場（ローカル）という考え方」であり，近代において空間は

「所与の対面的相互行為の状況から位置的に隔てられた他者との関係の発達を促進するこ

とで」，場所から切り離されていった。 

既に述べた通り，中井（1936）は行為主体による相互作用との関係で「空間」と「場所」を対

比させた研究者の 1人である。 

後藤（2000）は，中井の双方向性理論が，映像メディアへの関わりや，投影機と映写機の

光の 2方向性といった中井自身の原風景によって生み出されたことを指摘する。その意味で

も，中井の理論は映像を介した双方向コミュニケーションのあり方を考える上で価値あるもの

であるのだが，とりわけ注目したいのは，中井がMediumを「場所的な媒體」（中井：1936, p.5）

としている点である。後藤（2000：p.135）が Medium 媒介について「個人，地域の固有性の保

持のために必要となる」と述べるように，Medium的媒介が行われる「場所」は，個人や地域の

持つ固有性に結びついたものであると考えられる。 

一方，「（社会）空間」は，Lefebvre, H.（1974=2000）が主張するように，個々の主体によっ

て生産される社会の様態であると捉えられる。本論では，個に依拠する「場所」に対し，それ

らの主体が作り出すある社会的様態を「空間」と見なす。 

空間は個々の行為主体によって生み出されるが，必ずしも特定の場所に結びついている

わけではない。空間は見ず知らずの個々人がめぐり合い，コミュニケーションをする舞台とな

り得る。そうした意味では，空間において人々は匿名になり，日常生活とは切り離され，脱文

脈的に関与し合うとも言える。後段で詳しく述べるが，空間の持つ透明性と均衡性は，中井

の理論を鑑みるならば，Mittel的コミュニケーションと親和性が高いと考えられる。 

 

2-7. オーディエンス（Audiences） 

本論で扱うオーディエンス（audiences）という用語は，視聴者であると同時に，参加者という

意味合いも含んでいる。オーディエンスは「ファン」とは異なる。詳しくは後段で明らかになる



29 

が，パブリック・ビューイングのオーディエンスはサッカーファンであるとは限らない。したがっ

て，本論ではパブリック・ビューイング参加者を，ファン研究ではなくオーディエンス研究の流

れに位置付けていく。 

 

2-7-1. 受け手と送り手 

 Shannon, C.と Weaver, W.（1949＝1969）の電気通信モデルの応用において，マス・コミュニ

ケーションは送り手から受け手へのメッセージの送信として捉えられてきた。このモデルにお

いては，一方を情報の伝達者とし，他方に受信者を想定する直線的な関係が前提とされて

いた。そこには送り手の発した情報が，伝達過程でよりノイズを低減された状態で正確に受

け手へ到達することを望ましいとする理解があった。第二次世界大戦後アメリカで展開され

たオーディエンス研究の多くは，受け手としてのオーディエンスに対し，送り手が発信した情

報がどのような効果を与えるのか，という「効果論」のパラダイムを共有している。 

 しかし，送り手／受け手という 2 分法は，情報をとりまく社会的・文化的な諸条件と，人間と

情報との関わりに欠かすことのできない「意味」や「価値」の存在を見失わせる。さらに言えば，

テクノロジーが発達し誰もが情報の送り手となり得る現代においては，この 2分法はもはや成

立しがたい。こうした流れの中で，カルチュラル・スタディーズ以降のメディア研究においては，

両者の重なりやその「せめぎあい」を前提にしたうえで能動的で主体的なオーディエンス像

が Hall, S.7らを中心に模索される一方，送り手を踏まえることでメディア・イベントのようなマ

ス・メディアの祭日が産業論に終始し，メディアが「産業」に読み替えられていく危険も生じ

る。 

 リモコンを取り上げられた状態でのテレビ番組の視聴イベントともいえるパブリック・ビューイ

ングにおけるオーディエンスを，能動的な行為主体である可能性を想定することから，本論

では彼らに対しインタビュー調査を実施するのである。 

 

2-7-2. ファン（fan, fandom）とオーディエンス 

 スポーツの集団視聴イベントを扱うにあたってはっきりさせておかなければならないのは，

ファンとオーディエンスが異なるという点である。 

 ファンは，「スポーツや芸能娯楽に対する熱狂的な愛好者」を意味し，一般的なオーディエ

ンスとは区別される（石田：2002, p.790）。石田（2002）によると，ファンは(1)一般的なオーディ

エンスとは異なる感受性を持ち，消費の快楽よりも差異を追い求める，(2)それぞれ独自の文

化領域をつくりあげる，(3)愛着をよせる対象ごとに組織された独特の様式，固有の感情，特

殊な用語や服装・外見などの限定コード，標準化された嗜好と距離を置くことなどによって特

徴づけられる，(4)首尾一貫した凝集的アイデンティティを持ち，メディア・テクストの解読・制

作に一般のオーディエンス以上に能動的にかかわりをもつ，といった傾向がある。 

                                                  
7
 Hallは「コード化／脱コード化（encoding/ decoding）」理論の中で，マス・メディアの送り手による

言説の生産・流通・分配（コード化）と，これに対するオーディエンスの<読み>（脱コード化）の多

様性を明らかにし，メッセージの意味をめぐる送り手と受け手の抗争が社会的なコンテクストの中

で決定されていく過程を浮かび上がらせた。 
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 本研究では，むしろ，特別にサッカーのファンではないオーディエンスによって，視聴イベ

ントが構成されている点に注目している。このため，われわれはスポーツ社会学でしばしば

論じられてきたファン研究とは異なる視座によってイベント参加者を考察することになる。 

 

2-8. 集合的アイデンティティ（collective identity） 

集合的アイデンティティ（collective identity）とは，ある集合行為の中で相互に交流する諸

個人が生み出す，その集団によって共有された「われわれ意識」である。 

 

2-8-1. アイデンティティの種類と機能 

現在広く知られているアイデンティティ概念は，エリクソンが『幼児期と社会』の中で用いた

用語に起因している。この概念は 1960年代のアメリカの公民権運動において使用されたこと

で社会学においても広まった。 

アイデンティティの概念は，次のように分類することができる。自己アイデンティティ（self 

identity），社会的アイデンティティ（social identity），集合的アイデンティティ（collective 

identity）である。 

多くの社会学者の間で共有されている通り，自己アイデンティティと社会的アイデンティテ

ィはアイデンティティ概念の大別である。 

自己アイデンティティはエゴ・アイデンティティ（自己同一性）とも呼ばれる。自己アイデン

ティティには数多くの定義があるが，一般には，私が他者とは異なる唯一無二の私であると

いう認識，「わたしはわたしだ」という感覚であると理解できる。アイデンティティの獲得には

「わたしはわたしだ」という自己定義が必要であるが，同時にアイデンティティを維持していく

ためには，自己定義を絶えず承認してくれる他者の存在が不可欠である。人は他者と関わり

ながら自己を位置付け，「わたし」という存在を明確にしていく。このため，自己アイデンティ

ティは他者との関係性おいてのみ生成され，自給することのできない財であると言える。 

他方で，社会的アイデンティティは，個人を性別や宗教といった広い社会的なグループに

繋ぎとめる。アイデンティティが他者との相互作用によって生成されるものである限り，自己ア

イデンティティも社会的アイデンティティも社会的なものであると言える。しかし Crossley N.

（2005=2008）によると，社会的アイデンティティは個人をある特定の集団に繋ぎとめるのに対

し，自己アイデンティティは他者との相違点を定めることでその集団から個人を区別しようと

する概念である。諸個人は特定の個人として社会的アイデンティティを構築しながら自分自

身をある集団内に位置づけるが，他方で，他者によってもそのような仕方で位置づけられる

こともある。 

これらに対して，集合的アイデンティティは，ある集合行為において交流する諸個人が生

み出す，「相互作用的でありなおかつ共有された定義」である（Melucci：1989=1997, p.29）。

Melucci の言う「共有された定義」とは，社会運動組織の成員が，社会運動への参加過程で

共有する意識であり，ある集団の構成員に共通する経験から派生する，その集団によって共

有された「われわれ意識」と考えることができる。 

Melucci は，現代の集合行為が多様で可変的な構成員によって成り立っていることに着眼
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した。彼が扱うのは，黒人公民権運動や学生運動，フェミニズム運動といった，階級や地域

などの旧来の境界にとらわれない，草の根的でインフォーマルな「新しい社会運動」である。

こうした社会運動を理解するためには，ある社会運動が特定の性格を持つように議論し，運

動が起こる理由を経済的利益や参加者の嗜好に求めるやり方を手放さなければならない。

なぜなら，現代のような複合社会では，テーマとなる出来事も行為者も運動形態も，動態的

に変化し続け，多様な力が働いているからである。Melucci は，現代の社会運動が日常生活

における自己実現の必要といった非政治的分野にシフトしており，固有の政治的志向を持

たないことを指摘している（Melucci：1989=1997, pp.12-13）。また，構成員は，高学歴で比較

的安定した経済生活を享受している「新中間階級」，学生・失業者・専業主婦といった労働市

場における周縁グループ，農民・職人といった「旧中間階級」までを含む（Melucci：

1989=1997, p.54）。したがって，たとえ特定の集合行為が，ある性格や性質を帯びることがあ

ったとしても，それは一時的なものであり，一つの集合行為は，社会システムの様々な領域

にシフトする可能性すら持つ。 

Melucciの「集合的アイデンティティ」を巡るアイデアは，経済的利益やファン行動の帰結と

して特定の側面のみを語られてきた現代的な集合行為の一つであるパブリック・ビューイン

グのようなマス・メディアが介在するイベントの理解を助けてくれる。Melucci によると，あらゆ

る集合行為は同一時空間の枠の中で共通の行動パターンを持つ諸個人によって成り立ち，

「連帯」，「紛争」，「社会的関係のシステムの共存性（ compatibility）の限界を侵犯

（transgression）すること」という三つの局面を含んでいる（Melucci：1989=1997, pp.18-19）。こ

の理解は，Dayan と Katz によるメディア・イベントの 3 類型，すなわち競技型，制覇型，戴冠

型に似ているだけでなく，これらの集合行為を通じて構成員が「われわれ意識」を獲得する

可能性を認めている点で類似している。 

Melucciは，集合的アイデンティティについて次のように述べている。 

 

集合的アイデンティティとは，相互に交流している諸個人によって生み出される，相互

作用的でありかつ共有された定義である。そのような人々は，自らの行為の方向性に関

心を持ち，それと同時に，その行為が起こる機会やその拘束の現場に関心を持ってい

る。（Melucci：1989=1997, p.29） 

 

彼ら（ある集合行為の構成員：筆者注）が形成する諸定義は，相互交渉や互いに影響し

あった関係の結果でもあるし，感情的な認識の結果でもある。このような意味において，

集合的アイデンティティとは決して損得勘定に基づくものではなく，また，必ずしも交渉

可能なものでもない。（Melucci：1989=1997, p.30） 

 

 Melucci は，特定の時空間に限定され起こった集合行為を議論の場に引っ張り出し，参加

者を「現代に生きる遊牧民（ノマド）」と捉えることで，彼らが「普遍的な歴史の筋書きにより導

かれているのではない」ことを宣言する（Melucci.：1989=1997, p.58）。常時特定の集団に所

属し，日常的に集合行為が繰り広げられるといったような常設的な出来事でなくとも，ある集
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合行為を通じて構成員が特定の定義を共有する可能性を含意した概念として，Melucciの言

う集合的アイデンティティは本研究にとって有意味である。 

 本論では，集合行為を通して構成員に形成されうる「われわれ意識」としての集合的アイデ

ンティティの概念を，従来のアイデンティティ区分である自己アイデンティティおよび社会的

アイデンティティの概念とは区別して用いたい。 

 

3. 本章のまとめ――本論文の立場 

 ここで今一度，パブリック・ビューイングをめぐる本論文の立場を明らかにしたい。 

 本論文では日独のパブリック・ビューイング参加者の体験プロセス可視化を試みるが，その

際にはこれまでのメディア・イベント研究で明らかになってきた社会への役割，すなわちマ

ス・メディアがもたらすイデオロギーのもとでオーディエンスを「われわれ意識」によって統一

し，一元的な社会秩序へと収束するという，非真正な社会構造のみを想定するわけではない。

むしろ，こうしたメディア・イベントの役割として想定された結果をいったん棚上げして，そこか

ら零れ落ち可視化されてこなかった人々の実践を拾い上げることでメディア・イベントの新た

な役割を見出すために，GTA という方法論を用いるのである。 

DayanとKatzは，メディア・イベントの社会的影響が，多元性に繋がる可能性を捨てている

わけではない。確かに，2002 年と 2006 年に日独それぞれで開催されたパブリック・ビューイ

ングでは，戦後ナショナリティの表明を公共の場でしにくかった日本とドイツにおいて，日本

人とドイツ人の若者たちが国旗を振る現象が起きた。目に見える表面だけを解釈するならば，

テレビ中継に向かって国旗を振る若者たちはあまりにも無邪気であり，その様子は一元的な

社会的秩序の到来を予期させる。それはあたかも『1984』において，テレスクリーンを介して

人々が統合され，ビッグ・ブラザーのもとに集まるような，ファシズムのイデオロギーに支配さ

れた危険な集会を思い起こさせるかもしれない。本論文では，メディア・イベントが内包する

このような危険性を否定するわけではない。 

既に述べてきたように，メディア・イベントはテレビ放送とイベントに関するひとつのジャン

ルであり，常に特定の結果を生みだすものではない。本研究はこの立場から，日独パブリッ

ク・ビューイングにおける若者たちの体験を可視化し，メディア・イベントをめぐって新たに浮

上する体験プロセスのモデルと，メディア・イベント論の新たな解釈の余地について検討した

い。 
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第 2章 日独パブリック・ビューイングの登場  

 

1. 本章のねらい――パブリック・ビューイングをめぐる当時の状況記述 

本章では，具体的に 2002 年と 2006 年に日独で行われたパブリック・ビューイングについ

て，そこへ至る経緯や会場の雰囲気，またいかにこのイベントが論じられたのかと言った当時

の様子を紹介する。ここでは，第 3 章以降，具体的な諸個人への調査を始めるにあたって，

パブリック・ビューイングと公共の場でお祭り騒ぎをめぐる当時の論争を中心に取り上げる。 

ところで，後に日本の例を見ていくことで明らかになるが，主催者側から代理店を通じたテ

レビ局への放映権売却をめぐって，21世紀前後には放送の二次利用，つまりパブリック・ビュ

ーイングとしてテレビ番組をイベント化することが想定されていなかったと考えられる。したが

って，たとえば 2006年ドイツのように，主催者である FIFA公認の権利ビジネスとしてパブリッ

ク・ビューイングが組織化されていった時期と，2002 年の韓国のようにスポンサー企業によっ

て開催されていった時期，さらに 2002 年の日本のように無許可状態にもかかわらず行政等

の黙認の中で非公式に開催されていった時期にずれがあり，世界的な規模で 21 世紀のパ

ブリック・ビューイングの歴史を捉えることは困難である。 

ここで明らかにできることは，あくまで 2006年のドイツと 2002年の日本におけるパブリック・

ビューイングに関する局地的かつ断片的な開催状況の概観のみである。その中でも，当時

のドイツと日本のメディアで見られた論調や，先行研究でなされた評価について概観し，

様々な記事を可能な限りまとめあげ，当時のムードの再現を試みたい。 

 

2. 転換のイベント―2006年ドイツのパブリック・ビューイング 

最初に，2006年ドイツにおけるパブリック・ビューイングを取り巻く状況についてみていきた

い。まず言えることは，2006 年はドイツの人々にとって節目の年であったということである。ワ

ールドカップ開催をめぐって，多くの雑誌，新聞には次のような記事がしばしば掲載されるこ

とになった。 

 

2006年 7月に我々はどんな珍しいものを見たのだろう？黒・赤・金のタトゥー，ショートパ

ンツ，メイクアップ，そして車にも。我々の国歌に対する我々の態度が崩壊していたこと

は周知の事実だった。それで，私たちは，ドイツ全土で何を観察したのだ？ドイツの若

者たちは，いまや歌詞を暗記して，手を胸にあて，我々の国歌を響かせているのだ。

（『FORCUS 26/2006』, p.94） 

 

小さな旗，大きな旗，フェイスペイント，帽子，全てが黒赤金だ。幸福感。（『Der Spiegel 

25/2006』, p.74） 
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黒赤金の国旗が振られるという驚きの中で，旗が振られる空間，すなわちパブリック・ビューイ

ングは多くの研究者の注目を集めた。ところが，結局のところ，ドイツにおいてはスポーツ・マ

ーケティングの範疇で，ドイツの公共空間における「黒赤金」の氾濫と言う驚くべき「変化」が

語られてきた。つまり，FIFA と広告代理店，さらに行政を中心としたイベント主催者側の「戦

略」の帰結として「ドイツの変化」が結論づけられてきたのである。ここでは，こうしたドイツに

おけるパブリック・ビューイングの開催状況，および関連する言説を紹介していきたい。 

 

2-1. サッカーワールドカップ 2006年ドイツ大会開催の経緯 

まず，こうした変化の起きたワールドカップドイツ大会がどのような経緯で開催され，国中を

あげて大量の客人を迎え入れる準備がどのように行われたのかについて述べる。 

大会誘致に向けた準備は，1992 年 11 月，つまり開催の 14 年前から既に始まっていた。

準備段階では 8企業のスポンサー8が集められ，1700万ドイツマルク（当時の相場で約 13億

866万円）が予算として計上された（Dinkel M. & Siegert A.：2007）。 

予算の準備をすませた翌年，1993 年にドイツサッカー連盟は 2006 年のワールドカップ開

催国の候補に名乗りをあげた。1993 年当時には，ドイツ国内の反応は薄く，メディアもさほど

興味を示さなかった（Zwanziger, T.：2007, p.15）。というのも，当然開催決定や開催年までは

非常に長い時間があったことに加え，90 年代のドイツは東西統一後，社会・経済・文化にお

ける模索期間であり，大量の失業者と社会不安を抱えていたからである。 

最終的に，ドイツが 2006年のワールドカップホスト国となることは，2000年 7月 6日にスイ

スのチューリッヒで決定した。ドイツでの開催は 1974年の西ドイツ大会から 32年ぶりであった。

74 年の大会において西ドイツは優勝しているため，パブリック・ビューイング会場でたびたび

歌われる「Sportfreunde Stiller」による「'54, '74, '90, 2006」という歌が示唆するように，2006年

の大会を輝かしい歴史の延長に捉えるというイメージ・キャンペーンも後に民間で広まってい

った。 

当時政権与党だったキリスト教民主同盟（CDU）の Zwanziger, T.（2007, p.16）は，こうした

状況において，ドイツサッカー連盟の動機づけを，たとえドイツが「ヨーロッパに友人を持たな

い」のだとしても，「2006 年の FIFA ワールドカップを通じて世界に対し，ドイツ人が新たな恐

怖を引き起さないということだけでなく，しっかりとした民主的な国家であることを見せたい」と

いう部分にあったと述べている。したがって，ドイツサッカー連盟が打ち出した 2006年ワール

ドカップドイツ大会の公式モットーは，「Die Welt zu Gast bei Freunden（世界中のゲストを友人

として歓迎する）」となった。 

モットーが決まると，大会の枠組みが次々と決定されていった。 

たとえばワールドカップ開催へむけた戦略会議では，随時，旗，ワッペン，歌などの大会

シンボル，さらに重要参列者が選定され，カタログが作られた（Mohrmann B.：2007）。 

また，Dinkel M.とTrosien G.（2007b）は大会資金源となるFIFAの権利ビジネスについて報

                                                  
8スポンサーとして確保されたドイツ企業は以下の 8社である。アディダス，アルビンギア保険会社，

バイエル，ドイツ鉄道，ドイチェ・テレコム，ドレスナー銀行（2008年にコメルツ銀行に吸収合併さ

れた），ルフトハンザドイツ航空，メルセデス・ベンツ。 
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告している。FIFA の権利ビジネスは大きく分けて四つの顧客を対象にしている。放送局，ラ

イセンス保持者，オフィシャルパートナー，ナショナルサプライヤーである。 

まずオフィシャルパートナーとして，15 の企業9が約 4000 万ユーロ（2004 年の相場を 1 ユ

ーロ約 135円とすると，約 54億円）を支払い，独占的に FIFA ワールドカップ 2006のマーク

やシンボルを広報手段として世界中で使用することが許可された。他方，ナショナルサプライ

ヤーは組織委員会に対して 1000～1200万ユーロ（約 13億 5000万～16億 2000万円）を支

払い，開催国であるドイツ国内でのみ商業活動を行うことができることになった10。彼らは

FIFA ブランドとエンブレムの権利を購入するが，特定の製品にのみそれを使うことを許可さ

れる11。テレビ放送局は 9 億 9800 万ユーロ（約 1347 億 3000 万円）を支払った。ドイツでは

ARD と ZDF，有料テレビの「プレミア」（現在の「スカイ・ドイチュラント」）があわせて 3 億ユー

ロ（約 405 億円）支払った。プレミアは 64 試合すべてをライヴで中継する権利を購入した。

ARD と ZDFは 64試合のうち 48試合を生放送した12。 

さらに，予想される大量の観光客のためにフランクフルト市内にボランティア組織センター

が設置された13。2004 年 10 月にはじめて本局の責任者が決定され，続いてフランクフルト，

ライプツィヒ，ハノーファー，ニュルンベルク，ケルンとボランティア・センターの詳細が決まっ

て行った。これらの事務局には，2005年 1月までの間に約 2500人のボランティアスタッフが

準備されていた。 

シュトゥットガルトのボランティアたちを例に挙げてみよう。ドイツ全土で約 1万 3000人のボ

ランティアが動員されたが，そのうち 3分の 1以上は女性で，全体の約 10％が外国人であっ

た。2004年の 10月 18日には，FIFAのウェブサイトからボランティアのオンライン申込ができ

るようになった。2006年の 2月末までに，ドイツ全土で 5万人を超す申込があった。次のステ

ップは申込者への面接であった。ボランティアはボランティア用の服，キャップ，Ｔシャツ，ジ

ャケット，雨合羽，ズボン，靴，ショルダーバックを受け取ったが，金銭は受け取らなかった。

Zwanziger R.（2007, pp.47-48）は，自由意思で集まったボランティアたちが今回のワールドカ

ップのモットーである「世界中のゲストを友人として歓迎する」を果たしたと述べている。 

こうした枠組みは，後述する公式の「FIFA ファン・フェスト（Fan Fest）」，すなわち「ファンの

ための祝祭」としてのパブリック・ビューイングが開催される土台となったと言える。ドイツにお

ける主なパブリック・ビューイングは，「ファン・フェスト」と呼ばれるFIFAの公式イベントの一環

                                                  
9
 最終的なオフィシャルパートナー企業は以下の 15社である。アディダス，アンハイザー・ブッシ

ュ，アバイア，コカ・コーラ，コンチネンタル，ドイチェ・テレコム，エミレーツ航空，富士フイルム，ジ

レット，現代自動車，マスターカード，マクドナルド，フィリップス，東芝，Yahoo!。 オフィシャルパ

ートナーの 1社であるアディダスの広告戦略の事例については，Runau J.（2007）を参照のこと。 
10

 ナショナルサプライヤー企業は以下の 6社である。ドイツ鉄道，バーデン・ヴュルテンベルグ・

エネルギー株式会社，ハンブルク・マンハイム保険会社，OBI，ODDSET，ポストバンク。ナショナ

ルサプライヤーの 1社であるバーデン・ヴュルテンベルグ・エネルギー株式会社の広告戦略につ

いては Fitterer T.（2007）を参照のこと。 
11

 これらスポンサーが得た利益については，Bolten, B.と Sauer, U.（2007）を参照のこと。 
12

 テレビ局が得た利益については，Seeberger, J.,（2007）を参照のこと。 
13

 ボランティアシステムについての一連の記述は，Zwanziger R.（2007）を参照のこと。 
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として，組織的に開催準備が行われていったのである。 

 

2-2.ファン・フェストの一環としてのパブリック・ビューイング  

2006 年のワールドカップ開催に向けて，FIFA と連携してファン・フェストを主催するドイツ

サッカー連盟によるメディア企業への接触も着々と進行していた。4250 人の報道部門代表

者，1200 人のフォトグラファー，ならびにテレビとラジオの職員 1 万 3400 人，合わせて 1 万

8500 人のジャーナリストに許可証が発行された（Dinkel & Siegert： 2007, p.27）。最終的な

FIFA 組織員会の総支出のうち，メディア関連の支出は全体の 13％を占める（Dinkel & 

Siegert：2007, p.29）。 

さらに，2006 年の大会において，試合が行われるスタジアムのために導入されたチケット

の認可システムと「ゾーン・コントロール」からも，メディア企業への配慮をうかがい知ることが

できる。このシステムにおいては，観客を含めてスタジアムへ出入りする全ての人間が IC チ

ップの入ったチケット等の入館証を持つ必要があった。12 の各開催地には認可システム・セ

ンターが設置され，これらのセンターを統括する本部はミュンヘンに置かれた。全てのスタジ

アムは，フィールドや VIP席などを含めた 8つのゾーンに区切られ，どのゾーンに入ることが

できるかは ICチップによってコントロールされていた。これら8つのゾーンのうち三つがメディ

ア関係のゾーンであり，ラジオやテレビのコメンテーター用の席が用意されたゾーン，プレス

センターやサービスセンターが揃ったメディアセンターと呼ばれるゾーン，テレビやラジオの

スタジオが備わった報道部ゾーンまで用意されていた（Steinhübl C.：2007）。 

世界中の報道関係者への招待，および試合が行われるスタジアムのメディア企業対応の

甲斐があってか，最終的に生中継番組は膨大な数の人々に視聴されることになった。

Gerhard(2006)によると，ドイツ国内において，2006 年のサッカーワールドカップでドイツナシ

ョナルチームが出場した 7 試合は，2,404 万人に視聴され，ドイツが出場しない 46 試合も

1,027万人に視聴されたという。 

最終的な生放送視聴率は次のようであった。 

 

放送主 試合 日付 視聴者数（万人） 視聴率（％） 

ZDF ドイツ対イタリア 2006年 7月 4日 2,966 84.1 

ARD イタリア対フランス 2006年 7月 9日 2,588 72.3 

ARD ドイツ対アルゼンチン 2006年 6月 30日 2,474 86.1 

ZDF ドイツ対ポルトガル 2006年 7月 8日 2,397 76.1 

ZDF ドイツ対ポーランド 2006年 6月 14日 2,388 72.5 

表 1：FIFAワールドカップ 2006生中継の視聴者数トップ 5（ドイツ国内） 

（Seeberger, J., 2007, p.154をもとに作成） 

 

2-3. 公式サービスの一環としてのパブリック・ビューイング開催までの経緯 

さて，上述してきたような大会開催のための戦略およびメディア利用，さらに外国人観光客
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向けサービスを土台としながら，FIFA 公認の様々なファン・フェストが企画されていった。中

でもパブリック・ビューイングは，文化戦略と経済的利益との結合の帰結として考え出された。 

具体的に 2006年のパブリック・ビューイングがどのように組織化されていったのかを，当時

ハンブルクのスポーツ長官でありドイツにおけるパブリック・ビューイングの構想の発案者の 1

人である Schulke（2007, pp.56-60）の記録を参照しながら確認してみよう。 

 パブリック・ビューイングの企画については，大会開催の 4 年前から既に議論が始まってい

た。2002 年秋に，スポーツ閣僚会議におけるサッカーワールドカップドイツ大会の作業チー

ムは，組織員会の事務総長である Schmidt H. R.同席の上で初めてパブリック・ビューイング

について話し合いを行い，その重要性について言及した。2002 年 11 月には，Schulke によ

って，開催都市におけるパブリック・ビューイングの素描案が提出された。 

パブリック・ビューイング開催について，最初に手を挙げたのはドルトムント市である。2003

年初めには，開催都市のひとつであるドルトムントが，パブリック・ビューイングについて準備

ができていると表明した。これを皮切りとして，2003 年春には，各開催都市はパブリック・ビュ

ーイングに関する話し合いと検討を開始した。 

同時に，放送権を持つテレビ局と FIFA との交渉も始まった。 

2003年 11月には，パブリック・ビューイングにおいて，全ての市民が無料でこのイベントに

参加できることが決定された。2004 年前半にはテレビ局や FIFA を巻き込んだ調整が続けら

れ，2004 年 7 月末には公式のパブリック・ビューイング協会がハンブルクに設置され，「スポ

ーツと経済」に関するワークショップおよびマーケティングに関する議論がハンブルクで行わ

れた。2004年11月のスポーツ閣僚会議においては，ワールドカップドイツ大会開催に際した

パブリック・ビューイングの重要性が強調されるまでになった。 

「ここはスタジアムのようだ」というパブリック・ビューイングのモットーも決定した。2005 年 8

月には連邦政府にパブリック・ビューイングおよびファン・フェストに関する経過報告書が提

出された。 

 2005 年 8 月にはいよいよ，パブリック・ビューイング会場の柵設置や安全対策，入場コント

ロール，監視カメラの設置等が決定され，いよいよパブリック・ビューイングが複数の組織の

管理下で形作られていった。2006年春には FIFAのスポンサー企業と共にパブリック・ビュー

ングを含むファン・フェストに関するキック・オフ・ミーティングが行われ，とりわけ安全対策の

内容が練り上げられた。試算の結果，全都市で合計 2000 万ユーロが都市の負担額となり，

大会組織員会が計 30万ユーロを分担することになった。 

 Schulke（2012, pp.51-56）はさらに，市当局，FIFA，組織員会とドイツサッカー連盟，国家の

スポーツ事業部門，連邦政府，警察や警備会社，そしてテレビ局にとってのパブリック・ビュ

ーイングの利益について指摘している（Schulke：2007, pp.51-56）。2006 年ドイツにおいて，

パブリック・ビューイングは，コンテンツ提供者としての放送局，公共空間を提供する市当局，

そしてマーケティングを行う FIFA と組織員会というトライアングルの中に存在していた。 

こうした経緯の末，2006 年 6 月 9 日にベルリンにおいて開幕戦が行われ，ファン・フェスト

会場は人でいっぱいになった。他の都市のパブリック・ビューイングもまた盛り上がりを見せ，

2006年 6月 27日にはベルリンで開催されたプレス会議にて，その驚くべき成功が報告され
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たのである。 

 さて，パブリック・ビューイングを含むファン・フェスト等の企画について，参加者はどの程度

認知していたのだろうか。訪問者のための様々な公式イベントがあったことについて知って

いたドイツ人（全体の 66.6％）のうち，重要だと考える公式ファンイベントについて，Pilz G. A.

（2007）の調査によると次のような順位が見られた。 

 

 

表 2：人々が重要だと考える公式コンテンツ  

（Pilz：2007, p.79をもとに作成） 

  

パブリック・ビューイングが公式ファン・フェストの目玉であったことは間違いないが，そのほ

かにも公式ファン・フェストの一環として様々な催しがドイツ国内で行われた。 

たとえば「ファン・キャンプ」は，ワールドカップ期間中，ドイツ国内のキャンプ地を大型の格

安宿泊施設として世界中からの訪問者に開放するプロジェクトである。ここにはスタッフが配

備され，数人が合い部屋になる仮設の簡易宿泊施設が大量に作られた。10代後半から 20

代後半の若者向けキャンプ地として，年齢制限が設けられるキャンプもあった。 

これらのファン・キャンプでは，宿泊以外にも大型スクリーンが鑑賞できるなど，実質的に

第 2のパブリック・ビューイングの場として機能していた。実際には，キャンプを利用する者は

外国人観光客が多いと考えられ，ドイツ国内に居住する大多数のドイツ人がこうした場を実

際に体験していたかは定かではない。 

また，「ファン大使館」は，試合が行われる 12都市に設置されたワールドカップに関連した

ファンプロジェクトのコーディネート機関である。具体的には，チケット情報の提供やホテル案

内，警察への協力要請，ワールドカップ関連イベント情報提供などがその役目である。

Schulze, B.，Delschen, A.，Delschen, V.（2007）はドルトムントの「ファン大使館」について説明

している。ドルトムント市にはドイツ1部リーグであるブンデスリーガ（Bundesliga）所属クラブの

中でも過激なファンがいるクラブチームがあるため，この地域のファン大使館は，専門職員を

雇って警察および市当局との連携も図っていた。ドルトムントのファン大使館には FIFA と直

接契約している 55人のボランティアと 6人の補助がつき，業務にあたったという。 

31.50% 

16.60% 
13.40% 13.40% 

5% 
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このように幾つかのファン・フェストが実施されたが，中でも最も大々的で画期的な出来事

が，「パブリック・ビューイング」であった。 

パブリック・ビューイングは参加無料かつ入場のための予約も不要であり，ドイツ全土で数

千万の人々が気軽に 64 試合を公共の場で楽しむことができた。露店が多数出ており，ビー

ルやソーセージを買って食べることもできた。 

 

2-4. 各都市のファン・フェストおよびパブリック・ビューイングの模様 

 ドイツ国内各都市において，パブリック・ビューングのイベントを含むファン・フェストがどの

ように展開してきたのか，具体的に見ていこう。 

2-4-1. ベルリン 

首都ベルリンは，「プレミアム都市」として提案され，「ファンマイレ（Fanmeile）」と呼ばれる

巨大なパブリック・ビューイングが開催された。ベルリンでは，ファンのために数マイルの歩行

者天国が解放されており，ファンマイレという言葉は，この歩行者天国，すなわちファンのた

めの数マイルの道を指している。歩行者天国となったブランデンブルク門から戦勝記念塔に

至る 6月 17日通りには間隔を置いて巨大なスクリーンが何台も取り付けられ，人々は試合の

ない時にも通りを行き交い，ダンスなどでファンマイレを楽しんだ。 

ブランデンブルク門前には特設ステージが作られ，スポンサー企業のうちの 1 社であるア

ディダスによって運営されたために「アディダス・パブリック・ビューイング」とも言われた。公共

放送 ZDFはブランデンブルク門から 1駅，1キロほど離れたところにあるポツダム広場のソニ

ーセンターから，この模様を中継したという（Hartmann R.：2009, pp.51-53）。 

決勝戦を夜に控えた 7月 9日には，このファンマイレのステージにドイツナショナルチーム

が登場し，ワールドカップが終わったかのようなお祭り騒ぎとなった14。 

 

2-4-2. ハンブルク 

ヨーロッパの貿易港を持つハンブルクでは，ザンクト・パウリ桟橋とバウムヴァル駅との間に

「インターナショナル・マイレ」と呼ばれるパブリック・ビューイングが設置された15。これは，ガ

ラス張りの近代建築が立ち並ぶコスモポリタン都市としてのハンブルクの性格を考慮した名

称で，夜にはライトアップされるというのがマーケティングのハイライトであった。（Hartmann 

R.：2009, pp.49-50）。 

 

2-4-3. フランクフルト（マイン） 

フランクフルトはヨーロッパの金融の中心都市であり，「マイン・ハッタン」と呼ばれる高層ビ

                                                  
14

 ベルリンのファンマイレの様子については，次の URLを参照されたい。エポックタイムズ ドイ

ツ http://www.epochtimes.de/die-deutschland-party-geht-weiter--32997.html （2013年 7月 12日 

閲覧） 
15

 ハンブルクのパブリック・ビューイングの様子については，次の URLを参照されたい。ハンブ

ルク・マーケティング会社 
http://marketing.hamburg.de/Category-view.159.0.html?no_cache=1&L=1&tx_mediadb_pi1%5Bca

t%5D=321（2013年 7月 13日 閲覧） 

http://www.epochtimes.de/die-deutschland-party-geht-weiter--32997.html
http://marketing.hamburg.de/Category-view.159.0.html?no_cache=1&L=1&tx_mediadb_pi1%5Bcat%5D=321
http://marketing.hamburg.de/Category-view.159.0.html?no_cache=1&L=1&tx_mediadb_pi1%5Bcat%5D=321
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ル群が立ち並んでいる。2006 年ワールドカップのマーケティングにおいても，この都市では

積極的な動きが多く見られた。 

まず，フランクフルトでは，巨大スクリーンがマイン川の中央に設置され，ここがメイン会場

となった。この会場は「マイン・アリーナ」と呼ばれ，スポンサー企業の一つであるマスターカ

ードの出資によって運営された。 

 さらに，フランクフルトの高層ビル群の壁を利用した「スカイ・アリーナ」プロジェクトが行われ

た。これは，ビル群の壁面に特殊な加工をし，プロジェクタを用いて中継映像を投影するもの

であり，複数のビルにサッカーの試合映像が映し出される壮大なプロジェクトであった。この

プロジェクトのために，約 60万人の観光客がフランクフルトを訪れたという（Hartmann R.：

2009, pp.50-51）。 

 

2-4-4. シュトゥットガルト 

Schrode M.（2007）は約 2000人のジャーナリストとマスコミ関係者を世界中から受け入れた

街，シュトゥットガルトの都市マーケティングについて述べる中で，パブリック・ビューイングに

も触れている。シュトゥットガルト市内では，四つの広場（宮殿広場，カールス広場，シラー広

場，マルクト広場）で巨大なパブリック・ビューイングが開催された。「四つの正方形の広場で

の多様性」をモットーに， 4週に渡るワールドカップ期間中，パブリック・ビューイングが行わ

れたのである。これらのプログラムはワールドカップ前に市長よりマスコミに次のことが発表さ

れた。中核となったのは宮殿広場である。第 4章のインタビューにおいて，インフォーマント

#10 ヤンが足しげく通ったのも，この宮殿広場のパブリック・ビューイングであった。宮殿広場

では，いわば公式イベントの FIFA ファン・フェストとしてパブリック・ビューイングが開催され

たのである16。 

三つの画面では全てのゲームが生中継され，試合が無い時間には，コンサートやプレゼ

ンテーション，スポンサー企業のイベントが行われた。シュトゥットガルトではこのような大型イ

ベントはかつて行われたことがなかった。そのため治安維持のための入場規制も必要だと判

断された。シュトゥットガルト・セキュリティ会社は，治安維持のために 23 万ユーロを申請した。

結果として，身元検査と手荷物検査を可能とするために，ファン・フェストの開催地周囲はフ

ェンスで閉鎖された。こういった変更によって，トイレの設置が後に企画の失敗部分として語

られることになった。この問題は開幕戦の日までには既に知られていたが，携帯用トイレによ

って暫定的な救済措置がとられた。準決勝のドイツ対イタリアではキャパシティの 7万人で埋

まった。祭は，スタジアムの中だけでなく，街の中でも起こったのである。 

 

2-4-5. ミュンヘン 

 ドイツ南部に位置し，ドイツの古い町並みが残る大都市バイエルン州の州都，ミュンヘンで

は，かつてミュンヘン・オリンピックが開かれたこともあり，広大なオリンピック・スタジアムがあ

                                                  
16

 宮殿広場でのパブリック・ビューイングについては，次のURLを参照されたい。シュトゥットガル

ト地域プレスサービス http://presseservice.region-stuttgart.de/detail/273845（2013年 7月 12日閲

覧） 

http://presseservice.region-stuttgart.de/detail/273845
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る。2006 年ワールドカップの際のミュンヘン市のマーケティング戦略のハイライトは，オリンピ

ック公園内の湖畔にスクリーンを設置したパブリック・ビューイングの開催と，オリンピック・スタ

ジアムでの三つのオーケストラによるコンサートであった（Hartmann R.：2009, pp.53-54）。 

 

2-4-6. ニュルンベルク 

 「ニュルンベルクはキックする」というモットーに従って，ニュルンベルクは「青いボールの夜」

というプロジェクトを行った。これは美術館などの文化施設を中心に，ニュルンベルクの街中

を青い光で照らしだすイベントで，「青い夜」という名前で現在でも行われている。この企画は

ニュルンベルクが古い都市であり，歴史ある建物が多く見られることから，観光客に街歩きを

楽しんでもらうのと同時に，芸術と文化の都市というイメージに融合したパブリック・アートとし

て考え出された。 

 ファン・フェストは街の中心部から外れたスタジアム近くの市民広場で開催され，ここでは地

元名物のワインを飲むことができた。最終的に，ニュルンベルクにはワールドカップ期間中

10万人が訪れた（Hartmann R.：2009, pp.54-55）。 

 

2-4-7. ライプツィヒ 

 旧東側のザクセン州に位置するライプツィヒでは，「ライプツィヒ・サッカー体験」というスロー

ガンのもとで 2006 年のワールドカップを迎えることになった。ファン・フェストは中心部にある

観光名所，アウグストゥス広場で行われた。「ライプツィヒ・サッカー体験」では 24のイベントが

開催され，約 10万人が訪れた（Hartmann R.：2009, p.55）。 

 

2-4-8. ケルン 

 中央駅前のケルン大聖堂で有名な街，ケルンは，「イベントの街」というスローガンを打ち立

てた。ファン・フェスト「La Ola Colonia」は，ケルン大聖堂の近くであり街の中心部に位置する

ホイマルクトとロンカリ広場の 2か所で行われた。（Hartmann R.：2009, pp.55-56）。 

 

2-4-9. ハノーファー 

 ハノーファーは2000年に万博が開催された国際都市で，ファン・フェストは街の中心部から

離れたスタジアム近くのマッシュ湖で行われた。中心部には国際都市としてのイメージを押し

出した「グローバル・ビレッジ」が置かれ，ヘレンホイザー王宮庭園では 16 カ国の花火の競

演が見られた（Hartmann R.：2009, p.56）。 

 

2-4-10. ミュンスター 

ノルトライン＝ヴェストファーレン州ミュンスターでは，「港アリーナ」でパブリック・ビューイン

グが開催された。「港アリーナ」はミュンスター港にある古い倉庫を改装して造られたいわば

仮設のアリーナで，ここで行われたパブリック・ビューイングには，計 7 万人が試合中継を観

るために訪れたという（Kellermann, G.：2007, pp.154-155）。1200の予約可能席があり，年寄

や小さな子供を連れた人が利用できた。入場は無料であったが，座りたい者は 9.9 ユーロで
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座席を予約することもできた。座席は一段高いゾーンにあり，事前に 6 ユーロ支払えば 3 杯

のフリードリンクをつけることもできる。スクリーンは会場をふたつに分断する形で中央に設置

され，両側から見られるようになっていた。「港アリーナ」でのパブリック・ビューイングは 2008

年のユーロカップ以降にも引き継がれており，もはや恒例行事となっている。 

Kellermann（2007, p.156）は，ミュンスターにおけるパブリック・ビューイングの成功要因とし

て，それが単に試合進行という情報を得る場になっただけでなく，「より限定されたゲマインシ

ャフト体験」を提供した点にあると指摘した。つまり，この会場では自由に動き回り，知り合い

や見知らぬ人々と接触することができるという，スタジアムとは正反対の構造があり，開放的

な雰囲気と安全性のバランスが優れていた点がパブリック・ビューイングを人々にとってイン

パクトのある出来事に押し上げたのである。 

 

2-4-11. デュイスブルク 

さらにSchwark, J.（2007）によると，ミュンスターにほど近い人口50万人弱の都市，デュイス

ブルクでも市のマーケティング戦略の一環としてパブリック・ビューイングが行われた。この街

では試合が行われるわけではないが，こうした街にもサッカーワールドカップは経済的な波

及効果をもたらす。デュイスブルクではMSVアリーナがパブリック・ビューイング会場として提

供され，主催者の予想を超えて，合計で 10 万人もの人々が共に試合中継を観ることになっ

た。このうち 20%にあたる人々が日帰り旅行者であったといい，このイベントが観光の目玉で

あったことが伺える（Schwark：2007, p.105）。 

 

2-5. 誰が国旗を振ったのか？ 

 2006年は，それまでにドイツ国旗と距離のあった人々も国旗を手にした年であった。たとえ

ば Tuma T.（2006）は，9歳の娘が突然国旗を欲しがったことについて驚き，その時の父娘の

会話を次のように記録している。 

 

父：なんのために旗が必要なの？ 

娘：ん，別に。今みんな持っているし。 

父：もしみんなが窓から飛び降りたら，君も後を追って飛び降りるわけ？ 

娘：違うよ。旗が一つ欲しいだけだよ。 

父：それで，どの国の旗が欲しいの？ 

娘：ドイツだよ，もちろん。 

父：僕たちがドイツ国旗を手に入れなきゃいけない合理的な理由を説明できる？ 

娘：かっこよく見えるから。それに私たち，ここに住んでるんだから。 

 

 2006年には，大量のドイツ国旗の需要が起こった。たとえばケルンの会社「Fernost Importe 

Geiss」は，ワールドカップドイツ大会のために，中国の工場で安価につくられた 10万のポリ

エステル製ドイツ国旗をプラスチックのポールと共に輸入した（『Der Spiegel 25/2006, 

p.17』）。 
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ドイツの極左政党である民主社会党(PDS)の Bonk, J.（2006）は，ドイツ中に溢れだした国

旗について，嫌悪感をあらわにしつつも，いまや，PDSのオフィスにもドイツ国旗が 3本飾ら

れていることを明らかにした（Focus 27/2006, p.52）。 

Schulke（2012, p.160）によると，2006年のサッカーワールドカップに際し，大会期間中にス

タジアムを訪れたのが 310万人であるのに対し，12の開催都市で行われたパブリック・ビュー

イングには 1800 万人，開催都市以外のドイツ国内 300 の都市で行われたパブリック・ビュー

イングには 1000万人が訪れ，ドイツ国内のパブリック・ビューイング参加者は計約 2800万に

ものぼるという。2006 年，ドイツのパブリック・ビューイングがドイツの人々に驚きをもって受け

止められた理由の一つとして，これらのイベントに参加したのが従来のサッカーファン層であ

った若い男性や中年の男性だけでなく，大勢の女性たち，そして老人がいたことが挙げられ

る（Schulke：2007, p.26）。 

Leimig R.（2006）もまた，2006年のパブリック・ビューイングに女性たちが参加したことにつ

いて取り上げている。ここではパブリック・ビューイングの参加者を「サッカーファン」として捉

えており，女性たちがサッカーというコンテンツに夢中になった帰結としてイベントに参加した

のだという論調に陥っているが，パブリック・ビューイング会場に「周縁の人々」ともいうべき女

性，学生，老人が見られ，彼らがドイツ国旗を振ったことは注目に値する。 

では実際に，大会に様々な形で参加した人々のモニタリングの結果を，Pilz（2007）を参照

しながら見てみよう 

Pilz（2007）は，2006 年のサッカーワールドカップ期間中にドイツ国内においてサッカーの

試合を何らかの形で体験した外国人観光客およびドイツ人に対して調査を行った。この調査

では 60か国 1823人が対象になっているが，ここではそのうち 60.1％の N=1098人を占める

ドイツ人についてのみ紹介する。 

まず，年齢層についてみていくと次のようになった。 

 

 

表 3：公式イベントに参加した調査対象者の年齢区分 

（Pilz：2007, p.75をもとに作成） 

 

16.30% 

44.40% 

20.30% 

12.70% 

4.10% 
2.10% 

20歳以下 21-30歳 31-40歳 41-50歳 51-60歳 61歳以上 
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 この表からは，様々なイベントに参加した人々のうち，20 代以下の若者が半数以上を占め

ていることが分かる。Pilzによれば，外国人観光客に対する調査でも，全体の半数以上は 20

代以下の若者で構成されていた。さらに，Pilzは外国人への調査を含めて，全ての回答者の

うち，73.2％が男性，26.5％が女性だったとしている（Pilz：2007, p.75）。後段で示す通り，こう

した量的調査の結果を受け，本論文において後段に示すインタビュー調査では，偶然にも

10人中 7人が男性であり 3人が女性である上，全員が 20代であった。 

もちろんパブリック・ビューイングを楽しんだのはドイツ人だけではない。フランクフルトのパ

ブリック・ビューイングには，イングランドの試合のために 10 万人のイギリス人が訪れた

（Zwanziger, T.：2007, p.20）。ドイツ鉄道のキャンペーンによってワールドカップ期間中は安

価な鉄道チケットが販売され，人々は試合開催地から試合開催地へと安く移動できるように

なっており，こうした幾つかの企業キャンペーンは，国内だけでなく国外からの観光客を呼び

込もうとして行われたと考えられる。 

 Tuma（2006）と娘との会話の続きを見てみよう。 

 

娘：（目をくりくりさせながら）じゃあ私，自分のおこずかいで旗を買うわ。 

父：そういうことでもないんだけど。 

娘：だけど？ 

父：あの，僕たち，旗を二つ買うこともできるよ。 

娘：他になんの旗がいるの？ 

父：ええと，たとえばブラジルとか。 

娘：いったいなんでブラジルなのよ？ 

 

 「外国」を持ち出すことによってドイツ国旗の巨大な波をカモフラージュさせようという傾向

はメディアにも見られた。たとえば週刊誌『FOCUS』の 2006年 26巻では，「ドイツの素晴らし

さ」という特集を組み，パブリック・ビューイングの会場がドイツの 3色で埋まっている写真を掲

載しながらも，たびたび，ドイツ以外のナショナルチームのユニフォームを着た「外国人」たち

1人 1人を同ページに掲載している。「あなたの 2006年ワールドカップ」という特集には，「外

国人」を中心にワールドカップを路上で楽しむ人々の写真がスクラップブック式に掲載されて

いる。さらに指定されたウェブサイトにアクセスすれば，彼らのワールドカップを楽しむ写真や

動画が閲覧できるとも記載されている（『FOCUS 26/2006』, pp.104-105）。つまり，ドイツの国

旗は確かに振られたが，それは他の国と同じようになされたにすぎず，ドイツの盛り上がりも

そのうちの一つであった，というわけである。 

 「外国人」と上手くやることができたというのも，ドイツの人々にとって驚きの一つであったと

は言えるかもしれない。たとえば次のような記事も見られた。 

 

2006 年の夏の太陽の下で，全てが違って見えた。外国人たちは，我々のいつもの組織

能力だけでなく，我々の開放性と親しみやすさにも夢中になったのだ。我々は最高のホ

ストであり，我々はフーリガンやスキンヘッドのナチどもが綺麗さっぱり写真の中にいな
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いことに喜びとともに気づいている。（『FOCUS 26/2006』, p.96） 

 

 政治雑誌「DER SPIEGEL」は 2006年 25号にて「ドイツ・パーティ」という見出しのもとで「ド

イツ，夏のメルヒェン」という特集を組み，ワールドカップ期間中にスタジアムの中だけでなく

路上でドイツの人々による熱狂が見られたことを伝えた。 

 

まるで他の国のように：何千万ものスタジアムの人々，路上のテレビの前でサッカーを祝

う何百万もの人々―地中海風の上機嫌，そしてのびのびと世界に開けた愛国精神。い

ったいこの雰囲気は，祭が過ぎ去っても維持されているだろうか？（『Der Spiegel 

25/2006』p.68） 

 

こうした見出しで始まった特集には，街中にドイツ国旗のモチーフが溢れ，ドイツの人々が公

共の場で陽気に過ごす様子が驚きをもって語られている。 

 

1989 年 11 月 9 日（筆者注：ベルリンの壁崩壊）以降，このような巨大なパーティは一切

無かった。当時，ドイツ人は内輪で祝ったが，今では彼らはドイツ人同士だけでなく，世

界の人々と共に祝うのだ。（『Der Spiegel 25/2006』p.69） 

 

この記述からは，ドイツの人々が国を挙げた巨大行事を行うことが過去の反省と周辺国家へ

の配慮から避けられており，統一記念式典ですら，ベルリン市内の小ぢんまりとしたイベント

にならざるを得なかったことが思い出される。こうしたイベントは，ドイツの人々が「世界の

人々と共に」祝うことで正当化され得るかのようである。 

Jütting, D. H.，Schönert D.，Reckels F.（2007）はワールドカップ期間前後の12か国37紙に

およぶ外国新聞記事を調査し，2006 年前後でのドイツに対して使われている形容詞をリスト

アップした上で，その変化を明らかにした。その結果は，次のようなものであった。 
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表 4：2006年サッカーワールドカップ前後のドイツへイメージ変化 

（Jütting，Schönert，Reckels：2007, p.140をもとに作成） 

 

ドイツに対する 2006年以前の典型的なドイツイメージの中には，ナチスドイツを思い起こさせ

る幾つかの否定的なものも含まれている。以降のイメージでは否定的なものが減り，「オープ

ンな」「ホスピタリティのある」といったそれまでには考えられなかった肯定的なイメージが出現

している。これらについて，Jütting，Schönert，Reckels（2007, p.127）は「国内の雰囲気につい

て，道路や広場での国旗を持った若者の現代的熱狂が報じられていた」としていることからも，

これらの変化がパブリック・ビューイングに連動した公共空間での若者たちの熱狂と関連して

いるとも考えられる。 

後段で述べるように，このイベントは評判の良さと認知度の高さ，さらにはワールドカップ誘

致に伴う莫大な経済的利益の下支えとして大成功を収めたと言ってよい。「ファンマイレ」とい

う言葉は 2006年のドイツ版流行語大賞ともいうべき「今年の言葉（das Wort des Jahres）」で 1

位を獲得し，このイベントの知名度と 2006年における重要性が示された17。 

                                                  
17

 Gesellschaft für deutsche Sprache Wort des Jahres (GfdS) http://www.gfds.de/index.php?id=11 

堅実な，きちんとした，気前の
よい，よく組織された，社交的

な，愛想のいい 

慈しみ深い，気軽にくつろいだ，ポ
ジテシブな，誇り高い，感動的，ヨー
ロッパの，クールな，自信のある，愛
国的，面倒見の良い，ホスピタリ

ティのある，勤勉な，自身を愛する，
公平な，朗らかな，革新的な，攻撃的
でない，責任感のある，よい感じの
する，友好的な，幸福な，成功した，
先駆的な，感受性の強い，大胆な，リ
ラックスした，目立った，情熱のあ

る，注意深い，オープンな 

機転がきかない，外国人排斥の，神経
質な，臆病な，珍しくもない，ユーモア
のない，じゃっかんインテリぶった，高
慢な，感情的に冷たい，がさつな，退
屈な，危険な，どんくさい，戦争の，ドラ
イな，融通がきかない，重い，卑劣な 

ださい，原始的な，ユーモア
のない，酷い負け組の 

以降 以前 

否定的 

肯定的 
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しかし本論が注目したいのは，このイベントが観光の目玉として経済的利益を生み出した

かどうかといった問題や，外国人観光客が持つドイツのイメージについてではない。ファンマ

イレは文字通り「ファン」である観光客を想定して設計されたかもしれないが，蓋を開けてみる

とドイツの人々がイベントに出向き，ドイツ国旗を振る光景が見られた。第二次世界大戦後，

ドイツを覆っていたタブー，すなわち公の場でドイツ国旗を振ることが，パブリック・ビューイン

グの現場で起きたのである。 

何人かのドイツ人インフォーマントが遠慮がちに述べたように，これまでドイツにおいて，あ

るいは家から外へ出る時，ましてや道路や広場といった公共の場においてドイツ国旗のモチ

ーフを身に付けることや，自宅の庭に，外から見えるように国旗を掲げることは，「ネオナチ

（Neonazis）」と呼ばれるナチス体制下のイデオロギーを帯びた国粋主義者と見られる可能性

を含んでいた。後に登場するドイツ人インフォーマント#6 ニコの言葉を借りれば，国旗を身に

付けるなどということは「うーん，たぶん，ああ，えー，たぶん，しないほうがいい…そんな感じ

(笑)」と形容するほかないような，話題にすらしにくい行為であった。 

さて，この 2006 年のサッカーワールドカップを経て起きたドイツを覆う「気分」の変化は，

Von Büdingen（2007）が取り上げるようにホスト国のコンセプトである「FIFA ワールドカップ

2006 へ向けたドイツ組織委員会との共同作業による，連邦政府の芸術・文化プログラム」，

「サービスキャンペーンおよび友好キャンペーン」，「ドイツ―理想の国」の成果なのだろうか。

2002年では 213カ国 288億人が，2006年では 200カ国 325億人が試合を観戦したと言わ

れている。各国において，各試合の視聴率は40％を記録し，代表チームの試合では80％に

達することも珍しくなかった（Mikos：2007, p.21）。スポーツのグローバル化，テレビ放送と技

術進歩が，これを可能にしたと断定してよいものだろうか。あるいは，パブリック・ビューイング

で視聴されたコンテンツはサッカーワールドカップの試合中継なのだから，Mikos（2007）が

言うように「FIFAが世界を制覇した」という結論になるのだろうか。 

筆者は，このイベントが主催者側の戦略によって数字で目に見える結果を残したことだけ

でなく，メディア研究，とりわけオーディエンス研究においても重要な意味を持つ事例である

と考える。ドイツにおけるパブリック・ビューイングに関する議論を紹介していきたい。 

 

3. ドイツにおけるパブリック・ビューイングをめぐる議論 

この映像イベントは，すぐにドイツの社会学者たちに注目された。彼らにとってまず驚きで

あったのは，若者たちを中心に見られた「ドイツ国旗」のモチーフをめぐる暗黙の了解が消え

ていき，肯定的な意味合いが生まれたことよりは，むしろドイツ国内リーグであるブンデスリー

                                                                                                                                              

(2012年 12月 28日閲覧)を参照のこと。GfdSでは，毎年 12月に，その年に話題になった単語を

「今年の言葉」として 10位まで発表している。2006年の「今年の言葉」については，1位に

「Fanmeile」が入賞したほか，9位に Klinsmann監督のファンを意味する「Klinsmänner（クリンスメ

ナー）」（ドイツサッカーのナショナルチームを率いた Klinsmann監督の名前と，人々を意味する

「Man」の複数形Männerを掛け合わせた造語），10位にドイツ国旗へのポジティブな意思表示で

ある「schwarz-rot-geil!（シュヴァルツ・ロート・ガイル）」（ドイツの国旗を指して「黒(schwarz)・赤

(rot)・金(gold)」と言われるが，この「gold」の部分を，「クール」「最高」などの意味を持つ「geil」とい

う俗語に変えた表現）など，サッカーワールドカップ関連用語が入賞した。 
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ガに関連してたびたび起こる路上でのマナー違反やフーリガンの問題が，ファンマイレに見

られなかったことであった。 

たとえば Schulke（2007, p.63）は 2006年ワールドカップドイツ大会でのパブリック・ビューイ

ングにおいて，懸念されていた政治的便乗者の出現やフーリガンによる破壊行動などが起こ

らず，外国人観光客や負けたチームのサポーターとも友好的な雰囲気を保つことができた

原因を考察し，「スポーツにおけるパブリック・ビューイングの未来」という項目で次のように述

べている。 

 

これ（パブリック・ビューイング：筆者注）はサッカーの消費の民主化への決定的な一歩

であり，それはほぼ無限の数の観客たちに，試合経過が全面的に表現されるゲマイン

シャフト体験（Gemeinschaftserlebnis）を提供する。その体験は質的にスタジアムでの体

験に劣るものではなく，ただ部分的に異なっているだけである。 

  

パブリック・ビューイングにおける共有体験は，スタジアムで生まれるような独特の熱狂を街中

に作り出す。スポーツ・イベントを経済的な側面から考察した Maennig, W.と Porsche, M.

（2008）は，ワールドカップ期間中の特殊な雰囲気についてパブリック・ビューイングをその一

要因として挙げている。ワールドカップが開催される間，街中に現出する大型スクリーンの視

聴イベントは社会文化的に無視できない集合行為を生み出すのである。 

パブリック・ビューイングで見られたのは，ドイツ国旗の海であった。若い男性だけでなく，

年寄や女性たちまでもが，ドイツ国旗のモチーフを身に付け，フェイスペイントをし，ドイツナ

ショナルチームのユニフォームを身に付けていた。道を走る車にはドイツ国旗が取り付けら

れ，住宅や商店の窓にはドイツ国旗が飾られた。若い人々はスタジアムでの国歌斉唱に合

わせて力強く歌い，肩を組んだ。この現象を，単純な左派―右派のスキーマで政治的に観

察することはふさわしくないと Harney, K と Jütting（2007）は指摘している。つまり，「国家シン

ボルは，大量の視聴者たちが一斉に交流するための，視認と応答にとって重要である」とい

うのである（Harney & Jütting：2007, p.14）。Harney と Jüttingはこうした「大量の視聴者」が全

て「サッカーファン」であるという前提に立っているため，「スポーツと金」，あるいは「ドイツサッ

カー連盟のメディア利用」といった方向に議論を進めていくが，参加者が身に付けるドイツ国

旗の色を政治的意味ではなく交流のためのアイテムと見なす視点は興味深い。 

2006 年を境に黒・赤・金のモチーフがドイツの街に溢れたことについては，様々な議論が

起きている。イギリスの心理学者Sullivan(2009：p.3)が指摘するように，これまでナチズムの過

去によって，さらにいわゆる「ネオナチ」と呼ばれる右翼集団が「ドイツの誇り」という概念を反

社会的に利用した影響によって，公共空間で国旗を掲げることがされにくかったと言える。こ

うしたドイツにおいて，ドイツの人々がドイツ国旗を振り「ドイツへの誇り」を語ることは，「タブ

ー」を破る歴史的な出来事であった。 

Sullivan(2009)はワールドカップ期間中にドイツの人々に起こった変化について，集団心

理学の側面から「集合的自尊心（collective pride）」という概念を用い，「パーティの愛国心」と

して説明している。集合的自尊心（collective pride）あるいは集団的自尊心（Collective 
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Self-Esteem）とは，自身の所属する集団への価値と自己肯定感とのつながりを示す概念で，

社会的アイデンティティの 1領域である18。 

国への誇り（national pride）について，2006年以前のドイツの状況を他国との比較におい

て概観する研究は幾つか存在する。たとえば Evans と Kelley（2002）は 24のいわゆる「先進

国」において，それぞれの国の科学技術，芸術と文学，スポーツ，そして歴史等に対する誇

りに関する調査を行っている。オーストリアならびに旧東西ドイツを含む地域については，科

学技術に関する誇りが中からやや高い程度の値を出した外は，特に「軍事」に関しては突出

して低い値が見られ，さらに「歴史」「政治的影響力」「全てのグループの中での公平な扱い」

については軒並み誇りが低いことが明らかになった（Evans M. D. R. & Kelley J.：2002, 

p.312）。さらに，Smith T. W.と Kim S.（2005）は，複数の国における 1995/96年の愛国心調査

の結果と 2003/04年の結果を比較している。その結果，一般的な国への誇りについて，旧東

ドイツ地域および旧西ドイツ地域は，21か国中，1995/96年にはそれぞれ 20位と 19位，

2003/04年にはそれぞれ 19位と 17位であり，若干の上昇を見せたものの全体的に下位であ

ることが明らかになった（Smith & Kim：2005, p.13）。 

政治雑誌『Der Spiegel』では次のような記事も見られた。 

 

これはまったくもって，ドイツが統一されたかのような雰囲気だ。新しいことだ。色々なこ

とが両立しないのではないかというここ数か月の議論があった。社会生活において，他

の人々との接点を失っている低所得者層の問題があった。移民の人々に，国民として

の席を調整することが困難であるという問題があった。東ドイツの人々が，いまだにドイ

ツ連邦共和国に馴染んでいないという問題があった。これらのグループが，今やワール

ドカップ期間中，スタジアムで，そしてスクリーンの前で，ひとつになったのである。

（『Der Spiegel 25/2006』p.72） 

  

この変化を考える上では，パブリック・ビューイング参加者に関する調査とその解釈が重要

である。しかし「家庭で観られるテレビ番組を公共の場に集まって見知らぬ人々と共に視聴

する」というイベントの形態が新しいためか，パブリック・ビューイングはスポーツ・ジャーナリズ

ムやスポーツ・マーケティング，ツーリズムといった点で注目されがちである。 

 たとえばHartmann(2009)は，ツーリズムの成功例としてドイツ中で開催されたファンマイレを

位置づけている。Preuß, Kurscheidt, Schütte(2009)の 3人はサッカーワールドカップドイツ大

会が大成功した要因の一つとしてファンマイレを挙げるが，経済効果を語るのみである。 

Schillinger F.（2007）は，合計で約 300 時間をワールドカップ関係の中継に費やした有料

テレビ放送「プレミア」のイベント戦略について述べている。ペイ TV であるプレミアは，全 64

試合を生中継し，合計で約 300時間をワールドカップ関係の中継に費やした。ミュンヒェン有

料テレビは最も大きいドイツパブリック・ビューイング・ネットワークを約 800のイベントと共に構

                                                  
18

 集団的自尊心（Collective Self-Esteem）の測定尺度については，Luhtanen, R. & Crocker, J. 

(1992)を参照されたい。 
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築し，プレミアのワールドカップ番組を放映した。このため，ワールドカップ期間中の 31 日間，

合計約 1700万人の視聴者がパブリック・ビューイングでプレミアを視聴したとされる。また，ワ

ールドカップ期間中，約 14000 回，スポーツバーは客にプレミアの放送を流した。さらに，

Schillinger（2007）は，ドイツ全土での映画館で 125 のパブリック・ビューイングイベントを開催

してのべ 25 万人の来場者を集めたことを報告し，このイベントが有料テレビ放送にとって存

在感を発揮するきっかけとなったと報告している。 

このように，パブリック・ビューイングを数字によって評価しようとする研究は枚挙に暇がな

い。ただしマーケティングの観点から行われた研究の中でも，一部パブリック・ビューイングに

おける参加者の分析が試みられているものも存在する。 

たとえばSchulke（2007）は 2006年ワールドカップドイツ大会でのファンマイレにおいて，懸

念されていた政治的便乗者の出現やフーリガンによる破壊行動などが起こらず，外国人観

光客や試合に負けたチームのサポーターとも友好的な雰囲気を保つことができた原因を考

察し，ベンヤミンを引用しながらファンマイレを「ファンと遊歩者（Flaneur）」の統一として捉え

「朗らかで落ち着いたムード」 を説明しようとした。サッカーファンではない人々がサッカー試

合の視聴イベントに参加し盛り上がることで得られるものは何かといった点がここでは明らか

ではないが，スポーツ・マーケティング研究の中でファンがターゲットではないとしたことは重

要な指摘である。 

Harney, Jütting(2007)はファンマイレでの人々のはしゃぎぶりを記述しながら，「参加者が

見るのは参加者である」とヒントを提示している。しかしここではそれ以上オーディエンス分析

が追究されていない。 

このイベントは，2008年にスイスとオーストリアで行われたサッカーユーロカップや 2010年

のワールドカップ南アフリカ大会，そして 2012 年のユーロカップにも引き継がれている。スポ

ーツ・イベントに並行して定期的に開催されつつあるファンマイレにおいては，参加者はもは

や熱狂的なファン層のみで構成されているとは考えにくい。Hartmann, M.（2008）は，ファン

マイレの中に，サッカーの試合とは無関係に，流行のパーティを楽しむためにきた人々が存

在することを指摘している。 

 さらに Von Stetten(2009)は，2006年のワールドカップを通じた「ドイツイメージ」の変化につ

いて論じている。イベントのマネジメントを通じて参加者の「感情的」雰囲気がつくられ，同時

に「ドイツ」ブランドの情報が提示された。この 2点が結びつくことを基本としたイメージモデル

が提示されているが，こうした視点は上意下達的で直線的なコミュニケーションを想定してい

るため，参加者の実践が見えてこない。 

HISPOJO-ForschungsgruppeとHorky（2007）はアンケート調査を行い，パブリック・ビューイ

ングと自宅でのプライベートな視聴，およびスポーツバーでの視聴と比較した。ここで言われ

る「プライベートな視聴」は，調査によると 3 名から 20 名の集団であり，平均して 10 名程度，

内訳は7割の男性と3割の女性で構成されたグループである。こうした集まりでは飲食しなが

ら，座って視聴することが可能で，たいてい試合開始 1,2時間前から団欒が始まった。スポー

ツバーでの視聴は 2006 年以前から見られた視聴形態で，スポーツ好きの人々は事前に席

を予約し，飲食しおしゃべりしながらテレビを見た。パブリック・ビューイングは，FIFA の公式
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ファン・フェストにて行われ得たものを指している。プライベートな視聴では平均して 26 歳の

52 名から，パブリック・ビューイングについては平均 27 歳の 105 名，スポーツバーについて

は平均 31 歳 50 名から回答があった。彼らの調査はサッカーというコンテンツを主軸に質問

が組み立てられるためそれぞれの視聴形態において大きな違いが見られないが，「また来た

いか」という質問への回答がプライベート視聴およびスポーツバー視聴においては「2 度と来

たくない」という回答者がゼロであるのに対し，パブリック・ビューイング経験者には僅か4％な

がら「2度と来たくない」経験者がいることは興味深い。 

 Cybulska, M., F.（2007）は，ドイツの人々が中継映像に向かってドイツ国旗を振るという衝

撃的出来事であったパブリック・ビューイングについて，Dayan と Katz（1992=1994）を参照し

ながらも，放送主体による生中継番組配信が視聴者への影響をもたらすとした「メディア・イ

ベント」の既存の枠組み内で議論を展開している。 

 このように，パブリック・ビューイングのインパクトは，可視化された「国旗」や「群集」，あるい

は「経済的利益」や量的な調査結果を手掛かりに説明されてきたといえる。 

 

4. 危機のイベント―2002年日本のパブリック・ビューイング 

 さて，ここまで 2006 年のドイツにおいて，パブリック・ビューイングが開催される経緯や，開

催時の新聞・雑誌メディアの反応，さらに研究者による評価を概観してきた。2006 年ドイツに

おいて，パブリック・ビューイングは「転換のイベント」として受容されたといえる。 

 これに対し，2002 年の日本におけるパブリック・ビューイングは，開催に至る経緯も含め，ド

イツの状況とは大きく異なっている。このイベントは日本において，「危機のイベント」として知

識人たちに受け止められたのである。ここでは，2002 年当時のパブリック・ビューイングをめ

ぐる状況を紹介したい。 

 

4-1. サッカーワールドカップ 2002 年日韓大会における日本のパブリック・ビューイング開催

の経緯 

日本における2002年当時のパブリック・ビューイング開催状況については一貫した方法が

ない上に，そのすべてが FIFA 組織委員会主催の公式イベントではなく，にもかかわらず日

本全国で爆発的なブームになり，大勢の人々が参加した。2002 年の大会においては，札幌，

宮城，茨城，埼玉，横浜，静岡，新潟，大阪，神戸，大分の 10 都市にて試合が開催されるこ

とになったが，こうした事情とは別に，日本全国で様々な規模のパブリック・ビューイングがい

わば草の根的に企画・実行されていたのである。これらすべてのパブリック・ビューイングを

把握することは困難であり，全体像は不明のままである。この点で，2002 年の日本における

パブリック・ビューイングは，2006 年ドイツとは全く異なる構造で開催されたのである。したが

って，2006年ドイツにおけるパブリック・ビューイングをめぐってはFIFA組織委員会での議論

の経緯などもイベント開催に関連したテーマの一つであったが，ここでは組織委員会がほと

んど話題にならないことを先に述べておかなければならない。 

ビデオリサーチによると，2002年 6月 9日に行われたワールドカップのグループリーグ，日

本対ロシア戦は，2002 年のサッカーワールドカップ関連番組の中で最も高い，平均視聴率
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66.1％を記録したほか，ドイツ対ブラジルの決勝戦では平均視聴率 65.6％，日本対ベルギ

ー戦は平均 58.8％，日本対トルコが平均 48.5％，準決勝ドイツ対韓国が平均 48.3％，ブラジ

ル対トルコが平均 47.6，チュニジア対日本が平均 45.5％等，日本代表チームが参加する試

合を含めて軒並み高視聴率を記録した。2002 年のサッカーワールドカップの試合中継が大

勢の人々に視聴されたことは確かなようだが，これらの記録はパブリック・ビューイング参加者

による視聴を含むものでは当然ない。 

国立競技場，駒場スタジアム，さいたまスーパーアリーナ，横浜国際総合競技場，横浜市

大さん橋特設ステージ，豊田スタジアム，大阪ドームなど，大型スクリーンが備わった競技場

を利用したパブリック・ビューイングだけでなく，駅前など街頭や公民館などの行政施設を利

用したイベントも数多く存在した。既に述べてきたように，2002 年の日本におけるパブリック・

ビューイングの開催地数，参加者数を含めた全体像を把握することは困難だが，当時報じら

れた新聞記事から，代表的な開催地について触れていこう。 

 

4-1-1. 東京 

2002年日韓共催ワールドカップに際して日本で行われたパブリック・ビューイングの中でも，

世界的なインパクトがあったのは，国立競技場の「パブリック・ビューイング・イン・東京」であ

ろう。このイベントは，イベントそのものが第 50 回カンヌ国際広告祭にて金賞（メディア部門）

を受賞するなど話題になった。 

国立競技場の「パブリック・ビューイング・イン・東京」は，前売り券が 2300 円，当日券は

2500円で，約 5万席が用意された（東京新聞朝刊 2002年 5月 28日 28面）。こうした有料イ

ベントについては，各主催団体が個別に委員会等と交渉し，著作権料を支払うことになっ

た。 

このイベントは，大手広告代理店の電通が，FIFA に交渉を続けた結果開催権を取得し，

全試合のテレビ放映権を持つ有料放送局「スカイパーフェク TV!」が，映像と音声を競技場

内のスクリーンに流すことで実現した。イベントのうたい文句は，「6月4日を皮切りに，日本の

世界への挑戦が始まる。感動の一瞬を，よろこびの瞬間を，私たちはどこで過ごせばいいの

か」（毎日新聞東京版夕刊 2002年 6月 5日 4面）である。6月 4日のベルギー戦には，役 4

万 8000人が，このアルコール類禁止のテレビ中継会場に集まったのである。 

競技場のパブリック・ビューイングを体験した人々は，その熱気を街中にも運んでいく。長

澤（2002, p.82）はその様子を次のように報告している。 

 

試合終了後，国立競技場周辺では，行き交う人々が両手を高く上げ叩き合うハイタッチ

をして喜びを分かち合い，クラクションを鳴らす車やバイクに向かってニッポンコールが

繰り広げられた。路上で偶然出会ったレプリカユニフォームを着ているもの同士は，お

互いに『トルシエニッポン！』チャチャーンチャッ チャンチャン（手拍子），『ニッポン！』

チャチャチャ（手拍子）。そのような光景が街のいたるところに出現した。 

 

日本において，大規模なパブリック・ビューイングはしばしばスタジアムや競技場で行われた
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が，そこでの盛り上がりはスタジアムの外にまで見られた。東京都内では，6月 14日の夜，六

本木に約 1200人，渋谷駅前広場やセンター街に約 1100人の若者が集まり，こぶしを突き上

げて飛び跳ねながら応援歌やニッポンコールを叫んだ（読売新聞東京版朝刊 6 月 15 日 39

面）。 

  

4-1-2. 仙台 

 宮城スタジアムでのワールドカップ試合開催が決まった宮城県だが，パブリック・ビューイン

グが行われたのは 20 キロ近く離れた仙台市の体育館と，10 キロ近く離れた仙台スタジアム

および勾当台公園内市民広場の 3か所であった。 

仙台市体育館では，入場のための整理券に偽物が出回るなどの騒ぎも起きた（読売新聞

東京版朝刊 2002年 6月 19日 32面）。 

 仙台市の繁華街，一番町商店街では，帰宅時間が重なったこともあり，道行く人々がニッ

ポンコールを叫び続けたという（読売新聞東京版朝刊 2002年 6月 15日 30面）。 

 

4-1-3.横浜 

 6 月 14 日，日本代表チームが 16 強入りを決めた試合では，横浜市内の文化体育館は用

意された 5000 席が青一色に埋まった。体育館はアルコール持込み禁止で，手荷物検査も

行われた（毎日新聞朝刊 2002年 6月 13日）。 

横浜国際競技場には，1 万 3700 人の横浜市民が熱狂的応援を繰り広げた（毎日新聞神

奈川版 2002年 6月 15日 23面）。当日受付の入場のために，前日 13日夜から約 250人が

整理券を求めて徹夜した。会場では，試合開始前から笛や太鼓の音に合わせてニッポンコ

ールが続いた。赤レンガ倉庫で開催されたワールドカップ関連イベントでも，会場内に設置

されたテレビの前には 100 人あまりの人だかりができ，日本が得点すると人々は抱き合って

喜んだという（読売新聞東京版朝刊 6月 15日 30面）。 

試合終了後も盛り上がりは続いた。横浜駅西口広場には青いユニフォームを着た人々が

約 300 人集まり，ニッポンコールを繰り返した。彼らは日の丸の小旗を振り，叫びながら跳ね，

夜遅くまで騒ぎ続けた（読売新聞東京版朝刊 6月 15日 30面）。 

警察の世話になる若者も複数出た。たとえば 10 日午前零時頃には，ワールドカップの熱

気の中，横浜駅前で騒いでいた 500人ちかくの人々のうち，1人の男性が全裸になったため

警察に連行されたほか，横浜国際競技場の警備用仮設フェンスを乗り越えた 26歳の若者が

現行犯逮捕された（読売新聞東京版朝刊 6月 10日 39面）。パブリック・ビューイング会場の

横浜文化体育館付近では，「ニッポン，ニッポン」と叫んで近くのビルから消化器を持ち出し，

消火剤をまきちらした男性が器物破損の現行犯で逮捕された（読売新聞 2002 年 6 月 19 日

東京版朝刊 32面）。 

 

4-1-4.茨城 

 茨城県では，県内 2 か所にパブリック・ビューイングが設置された。これらのイベントは，県

民限定で行われた（毎日新聞茨城版 2002年 6月 14日 30面）。 
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鹿島市の県立カシマサッカースタジアムには，日本対トルコ戦が行われた 18 日，約 2000

人が集まった（毎日新聞茨城 2002年 6月 19日 p.27）。試合開始前とハーフタイムには，「鹿

嶋市女性団体連絡会」などによる歌や踊りの披露があった（読売新聞東京版朝刊 7 月 1 日

32 面）。鹿島市内のショピングセンターでは設置されたテレビの前で買い物客や学生など約

150人が集団視聴した（読売新聞東京版朝刊 6月 15日 30面）。 

 日立市の総合運動公園体育館で行われたパブリック・ビューイング会場付近では，試合終

了後に体育館前の噴水に飛び込む若者の姿も見られた（読売新聞東京版朝刊6月15日30

面）。 

 

4-1-5.埼玉 

 埼玉県では，4 度パブリック・ビューイング会場となったさいたま市のさいたまスーパーアリ

ーナに，通算 3万 7000人が訪れたという（読売新聞東京版朝刊 7月 7日 34面）。 

 日本代表が出場しない試合のイベントにも大勢が押し寄せた。決勝戦となるドイツ対ブラジ

ルの試合では，約 7200人が大画面の前に集まった（読売新聞東京版朝刊 7月 1日 32面）。 

 駒場スタジアムでもパブリック・ビューイングが行われた。6 月 9 日の駒場スタジアムでのイ

ベントは多いに盛り上がった。試合開始前には整理券を配布する特設テントが大混乱になり，

倒れた人が踏みつけられ，掴み合いがおきた（読売新聞東京版朝刊 6月 10日 32面）。興奮

した観客がグラウンドに飛び込んだほか，スタンドで打ち上げ花火が繰り返しあげられた（読

売新聞東京版朝刊 6月 11日 34面）。ところが，多くの逸脱行為が起こったことで，県は 6月

14 日に予定されていた駒場スタジアムで予定していたパブリック・ビューイングの中止を決め

た。普段のサッカーファンとは「客層が違う」というのである（読売新聞東京版朝刊 6 月 12 日

33面）。 

 

4-1-6.大阪 

 大阪では，大阪ドームでパブリック・ビューイングが行われた。道頓堀に設けられた案内所

では，地元商店会がフェイスペイントのサービスをした（毎日新聞 2002年 6月 15日 23面）。

本来無料のはずのパブリック・ビューイングであるが，大阪ドームに入場するための整理券が

オンライン上で 500円～1000円程度で転売された（毎日新聞大阪版夕刊 2002年 6月 1日

11面）。 

6月 14日には約 2万 2000人が集まり，大画面に向かって応援を繰り広げた（読売新聞大

阪版朝刊 6月 15日 31面）。 6月 14日の試合終了後には約 900人が道頓堀川に飛び込

むなどの騒ぎも起きた（読売新聞大阪版夕刊 6月 15日 17面）。 

6月 18日の日本対トルコ戦では，2万 1000が大阪ドームのパブリック・ビューイングに集ま

った。日本の負けが決まると，拍手が起き，「アリガト ニッポン」のコールが響いた（毎日新聞

大阪版 2002年 6月 19日 25面）。 

  

4-1-7.神戸 

 神戸市は，ワールドカップ関連事業に約 7 億 3000 万円をねん出した（朝日新聞兵庫版朝
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刊 2002 年 2 月 21 日 24 面）。神戸市内ではワールド記念ホールでパブリック・ビューイング

が行われ，4日には約 3000人が集まった（読売新聞大阪版朝刊 6月 5日 27面）。周辺の阪

急三宮駅付近では試合終了後にファンが集まり，旗を振り，歌を歌った。県警はW杯総合警

備本部を設置し，駅前の人々に早く帰るように呼びかけた。同警備本部は「若者があれほど

盛り上がるとは思わなかった」と漏らしている（読売新聞大阪版朝刊 6月 15日 31面）。 

  

4-2. 草の根的「パブリック・ビューイング運動」 

 さて，ここで，どのような経緯で 2002年の日本全国にパブリック・ビューイング開催の波が広

がっていったのかを確認してみよう。 

そもそも，パブリック・ビューイングは，ワールドカップ開催 2か月前の時点で，国内開催 10

自治体でのみ行われることになっていた（毎日新聞宮城版 2002年 4月 4日 22面）。98年の

フランス大会では，町の広場などでパブリック・ビューイングが無料開催されて人気を集めた

が，日韓ワールドカップの放映権はフランス大会の約 6倍，1200億円で代理店に売却され，

世界のテレビ局に売却されたが，その際に各テレビ局が得る放映権の中には 2 次利用権利

が含まれていない可能性があった。日本のテレビ局各社，NHK と民放各局，および「スカイ

パーフェク TV!」は，約 180億円で放送権を獲得したが，2002年大会では，FIFAや代理店

を通さなければパブリック・ビューイングを開けない状況であった。自治体は映像の無償提供

を求めているが，開催まで 7 か月に迫った時点で FIFA からは返答がなかった。この背景に

は，FIFAが放映権を売却した代理店 ISL社が倒産したことで，ワールドカップ関連の契約日

程が大幅に遅れている事情もあった（朝日新聞朝刊 2001年 11月 7日 28面）。ようやく 2002

年 3月以降，試合開催自治体に限ること，地元での開催試合と日本戦に加え，1試合をオプ

ションで開催できること，1 開催地 7試合まで，試合中継会場は 2 カ所まで，1 カ所につき収

容人数は 1000人までといった条件がまとまることになった。 

 ところが，実際には日本各地で個人や団体が様々な規模のパブリック・ビューイングが「私

設」される事態になった。 

愛知県豊橋市では，日本戦が行われる試合当日，JR 豊橋駅前広場に有志が巨大スクリ

ーンを設置し，パブリック・ビューイングが行われた（中日新聞朝刊 2002年 6月 5日 23面）。

山口県山口市の商店街では，商店の人々が大型スクリーンを調達し，商店街の中でパブリッ

ク・ビューイングを開催した（朝日新聞朝刊 2002年 6月 8日 35面）。茨城県岩井市では，あ

る夫婦が私有地であるバーベキュー用の野外広場に 74 インチの大画面テレビを 50万円か

けて設置し，私設パブリック・ビューイングを行った（読売新聞東京版朝刊 6月 15日 30面）。

このイベントでは最終的に約 50 人が集まり，見知らぬ人同士が抱き合って喜ぶほどの盛況

を見せた。また，多くの中学校，高校で，独自の「観戦会」が開かれた。 

 こうした事態について，次のような記事も登場した。 

 

W 杯組織委員会などによると，不特定多数の人を集めて W 杯映像を流す「パブリック・

ビューイング」には許可が必要。ただ，版権を管理する広告代理店は「個人が街頭で上

映するプライベートのケースはおそらく全国各地である。すべての把握は不可能。日韓
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共催のお祭りであり，ビジネスの話をしても仕方ない」と苦笑いしている。（中日新聞朝

刊 2002年 6月 5日 23面） 

 

パブリック・ビューイング開催の申請を行った結果，イベント開催がとん挫した市町村・団体

もある。ある中学校は，公共施設を利用して大画面を設置して公開イベントのパブリック・ビュ

ーイングを企画したが，日本組織委員会に問い合わせた結果，放映権の関係で開催を断念

することになったという（読売新聞大阪版朝刊 6月 12日 35面）。宮城県は直前になってパブ

リック・ビューイング会場増設をワールドカップ日本組織委員会に交渉したが，認められなか

った（読売新聞東京版朝刊 6月 18日 31面）。電通が，パブリック・ビューイングの開催権を，

「スカイパーフェク TV!」の映像を使うことを条件に 50万円で売ろうとしたところ，自治体が自

主的に断念するといった事態も起こった（毎日新聞群馬版2002年6月2日25面）。一方で，

許可を取らずに行われるケースについて，日本組織委員会は黙認を通していた（読売新聞

東京版夕刊 6月 11日 18面）。つまり，わざわざ開催許可申請をすれば許可されないかもし

れないが，無認可で開催してしまえば「黙認」されるという状況があったと考えられる。 

入場のための方法も様々である。たとえば横浜市ではパブリック・ビューイング開催を市当

局が管理しており，参加にあたっては市当局への往復はがきでの観覧者申し込みが必要で

あった。たとえば横浜国際総合競技場については事前に定員に達したと報告されている。一

方，豊田スタジアムでのパブリック・ビューイングは入場無料であり，事前予約なども必要な

かった。個人や団体が有志で開催した大小さまざまな規模のパブリック・ビューイングは，当

然入場無料であった。 

このように，2002年の日本におけるパブリック・ビューイングは混沌とした状態の中で，「パ

ブリック・ビューイング運動」と呼べるような，小さく無数の活動が湧きあがることによって各地

で点在的に行われたのである。 

 

4-3. 豊田スタジアムでのパブリック・ビューイング 

 2002 年の日本におけるパブリック・ビューイングは，述べてきたとおり 2006 年ドイツでのそ

れと違い，全国各地で草の根的に様々な方法で開催されたため，一概にその開催に至る経

緯や構造を述べることができない。そこで，本論文では，ドイツと同様に入場無料で開催され

た巨大なパブリック・ビューイング事例の一つである豊田スタジアムでのパブリック・ビューイ

ングを取り上げ，関係者の証言から当時の様子について記述を試みたい。 

 豊田スタジアムは，愛知県豊田市が所有するスタジアムである。2001 年にオープンし，

2002 年ワールドカップに際しては試合会場候補となったが落選した経緯がある。スタジアム

の特徴的な設備としては，世界初である可動式の大型映像装置システムが挙げられる。これ

は，天井から地面まで移動できるだけでなく，360 度の回転等，視聴環境によって様々に位

置を変えることができるスクリーンであり，2002 年のパブリック・ビューイングにおいてもこのス

クリーンが利用された。このパブリック・ビューイング会場は，大規模なものとしては東海 3 県

で唯一のものであった。 

 2002年に豊田スタジアムで行われたパブリック・ビューイングは，2002年6月 4日の日本対
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ベルギー戦と，5日後に行われた 6月 9日の日本対ロシア戦の 2度である。会場は両日とも

満員になった。6月 4日の日本対ベルギー戦では 1万 2000人が，6月 9日の日本対ロシア

戦では 3万人ちかい観客が詰めかけた（朝日新聞朝刊 2002年 6月 11日 35面）。 

両日とも，観客はスクリーンに向かって応援を繰り広げたのだが，大きなハプニングが 6月

9 日に起こった。第 4 章のインタビューにおいても，2 名のインフォーマントがこの時のパブリ

ック・ビューイングに参加しており，この出来事を語ることになるのだが，試合中継中，日本側

のゴールが決まった直後と，日本側の勝利で試合が終了した直後の2度にわたって，興奮し

た観客がピッチに乱入し，芝生の上で花火をあげ，サッカーを始めるという出来事が起こっ

たのである。 

 

写真 1：2002年 6月 9日，日本対ロシア戦 1ゴール後の様子 

（とよたふぁいるず事務局 toyotafiles.comより） 

 

 

写真 2：2002年 6月 9日，日本対ロシア戦試合終了後の様子 

（とよたふぁいるず事務局 toyotafiles.comより） 

 

この出来事は，イベントを企画し場所を提供した豊田スタジアム側にとっては衝撃的な結
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果であったと考えられる。その証拠に，この芝生乱入事件が起こった後，予定されていた 6

月 14日の日本対チュニジア戦のパブリック・ビューイングが中止になったことが発表され，以

降，2002 年には日本代表チームが決勝トーナメントに出場を決めた後も，豊田スタジアムで

パブリック・ビューイングが行われることはなかった。 

当時を知る関係者によると，2002 年以降，有料化や入場制限などを取り入れながらパブリ

ック・ビューイングを開催しているという。 

 2010 年のサッカーワールドカップ南アフリカ大会では，メ～テレ（名古屋テレビ）の事業部

がパブリック・ビューイングを豊田スタジアムにおいて主催した。第 1 章で触れたとおり，日本

においてはマス・メディア企業であるテレビ局がイベント事業部を内包するという特徴がある。 

2010 年のパブリック・ビューイング開催に関与したメ～テレ（名古屋テレビ）事業部の上野

和宏氏によると，パブリック・ビューイングがイベントコンテンツとして機能するかどうかについ

ては懐疑的な論調があったという。この時には，2002 年の反省から事前に事業として制限人

数を届け出るなどの準備をしたうえで開催に至っている。ところが実際には，予定していた観

客数の上限まで観客が押し寄せることになった。 

このように，日本各地で熱狂した若者たちの多くの逸脱行為がクローズアップされる中，

「若者批判」に繋がっていったのである。 

  

5. 日本におけるパブリック・ビューイングをめぐる議論 

日本において，パブリック・ビューイングに集まる人々，とりわけ“若者”に対しては，批判的

な評価がされることが多い。杉本（2003, pp.79-81）は，「ただ騒いでいるだけで，試合を見て

いないサポーター」たちの騒ぎや喧嘩を，「暴走を余儀なくされた」身体を持て余し「ただた

だ，一体感を求めて浮遊している若者たち」によるアナーキー状態と評価し，彼らを「自己完

結型『ジャパニーズ・フーリガン』」と切り捨てる。 

 「若者たち」が青いユニフォームを着こんで集まり，配られた日の丸国旗を無邪気に振る様

子は，日本の知識層にナショナリズム高揚と「若者」の暴走の予兆を感じさせたようである。香

山（2002）による「ぷちナショナリズム症候群」の提唱は，理解不能な若者を解釈するための

処方箋の役割を果たした。たとえば上野（2003, pp.12-13）は，若者の「屈託のない」街頭での

応援を香山リカが提唱した「ぷちナショ」現象の中に捉えたうえで，集団視聴にやってくる若

者を，「現実からの切断と，現実への同調（差異への不安）」という矛盾した立場を抱えながら

「苦し紛れ」に「『分裂』（化）」してしまうのだと批判する。 

 黒田（2002 p.38）もまた，大阪の街中にあふれた代表ユニフォーム姿の若者たちが日常的

なサッカーファンではなく，また彼らの叫ぶ「ニッポン」に「われわれ」の感覚もなく，「一時的

な仲間との共同性の渦に身を浸す快楽を味わい，それがたまた W 杯であったのかもしれな

い」と述べている。こうした参加者への言及も，若者たちが日本国旗を掲げ「ニッポン」コール

をする姿を，「仲間との共同性」に集約することで異質な存在として切り離し，コンテンツへの

興味といった明確な目的意識のないイベントへの便乗を，一時的な快楽への投身と片づけ

てしまっていると言えるだろう。 

その一方で，黒田（2002 p.38）は，日本のメディアが共同開催国である韓国を「われわれ」
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のチームとして応援してきたとも述べている。メディアが介入するスポーツ・イベントがナショ

ナリズムの危険性を批判され，政治的議論に巻き込まれる過程を経験した上で，それでも黒

田は「グローバルなサッカーコミュニティの『われわれ』を信じることも経験できた」と 2002年の

パブリック・ビューイングを評価する。つまり，実際にワールドカップに興じて公共の場で騒ぐ

若者たちよりも，「日韓共催」を強調してきたマス・メディアの報道を評価しているのである。 

パブリック・ビューイングへ参加した経験のある日本人の若者に対する調査および分析結

果は第 4章で示すが，実は「日韓共催」であることや，韓国と日本との関係について述べたイ

ンフォーマントはひとりもいなかった。唯一，インフォーマント#3 チキが，ワールドカップにお

ける数々の試合を振り返りながら，韓国代表とイタリア代表の試合にて「疑惑の判定」があっ

たことにも触れたのみである。これも，当然日韓共催であることや，日本との関係について発

話されたものではなく，筆者が事前にインタビューの内容について明かした上で依頼したた

めに，チキがインタビューに挑む事前準備として 2002 年の数々の試合について調べてくれ，

思い出した試合の一つであったに過ぎない。 

当時の日本のマス・メディアによる「日韓共催」の強調や，既に黒田（2002）らが指摘してい

るような，「韓国も一緒に応援しよう」といった演出が，本論文でのインフォーマントへの調査

の中でまったく反映されていなかったこと，またこれまで紹介した新聞記事等でのパブリック・

ビューイング参加者の様子やインタビューからも，「日韓共催」であることや日本と韓国との関

係については具体的な言及が見られなかったことにも注意が必要である。マス・メディアによ

って流布される言説と，実際の参加者たちの語りが一致しないことは，マス・メディアが介入

するイベントにおいても起こりうるのである。 

ところで，2002 年の日韓共催ワールドカップにおいて，韓国でも見られたパブリック・ビュ

ーイングがマス・メディア企業によって生み出されたメディア・イベントであったと結論づけた

森津（2008, p.110）は，韓国でのパブリック・ビューイング現象で韓国の新しいナショナリズム

が生まれたことについて言及しながら，「日本の『ぷちナショナリズム』と同じとは言い難い」と

述べている。 

 2002 年の日韓共催ワールドカップに際し，日本各地で起こったパブリック・ビューイングの

熱狂が語られる中でついてまわる「ぷちナショナリズム」とはいったいどのようなイデオロギー

を持ち，若者を捉えていたのだろうか。ここで 1 度，香山（2002）の著書『ぷちナショナリズム

症候群―若者たちのニッポン主義』について，ワールドカップへの言及を中心に見ていこう。 

 香山（2002, p.16）によると，2002年 6月 14日，サッカー日本代表がチュニジアに勝ち決勝

トーナメントに進出を決めた後，これを喜ぶ若者たちが渋谷の繁華街で花火を打ち上げよう

としたり，道頓堀川に 900人もが飛び込んだりと大騒ぎをするニュースが伝えられた。そうした

人々の姿を，香山は「日本代表の青いユニフォームのレプリカに身を包み，飛び跳ねながら

『ニッポン，ニッポン！』と叫び続ける，半ばトランス状態の若者」と捉えている。加えて，香山

は評論家である福田和也の言葉から，「文明人の所業ではありません」，「日本人の『土人

化』」，「社会全体が暴走している感じ」，「まったく屈託なく，国中が一体となっている」といっ

た言葉を引用し，若者を形容している（香山：2002, p.16）。 

 さらに，スタジアムで配られた日の丸国旗がどのような団体によって配られたかも気にせず，
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喜んで受け取り，それを振る若者たちについて，次のように述べている。 

 

「日の丸」が配られているなら，とにかくほしい。手にすれば，振ってみる。そうしたい，と

決心して自分の意志で選択したというよりは，条件反射にも近いプロセスだ。そしてその

由来や意味については，まったく無関心。この肩透かしのような反応は，いったいどうい

うことなのだろう？（...） 

あれば手にする。歌っていれば聴く。理由は？と尋ねれば，「私はニッポン人だから」と

しか答えられない。積極的な愛国主義者でもないが，「ニッポン，好き」とためらいなく答

える彼らも，また“ぷちなしょな人たち”なのだ。（香山：2002, pp.27-28） 

 

このように，香山は，自分自身が愛国主義であるという自覚を伴わない愛国的な行動として，

2002年のサッカーワールドカップに際した若者たちの熱狂を批判する。香山にとってみれば，

「『日本代表チームが好き』と『日本という国が好き』の境界もあいまいなまま，ぷちナショナリ

ズムになだれ込んでいく日本の若者」たちの言動は，「『気づいたらそうなっていた』という現

代ニッポン的な屈託も重みもない愛国主義」なのである（香山：2002, pp.38-39）。 

 香山は，「語ることさえ許されないもの」としてのニッポン的右翼の存在を指摘した上で，「あ

まりあれこれ気にせずに，いまだけを楽しみながらこの現代社会を屈託なく生きていくため

に」，人々が「分裂（splitting）」と「解離（dissociation）」を身に付けたと推測する（香山：2002, 

p.96）。つまり，「『ニッポン大好き』『お父さん大好き』と屈託なく口にする若者を生んでいるの

は，実は自由で風通しのよい社会の実現ではなくて，『エディプス・コンプレックスの不成立』

と『切り離し』という心のメカニズムの進行なのではないか」というわけである（香山：2002, 

p.107）。最終的に，香山は「ぷちナショナリズム」というアイデアについて，次のようにまとめて

いる。 

 

社会そのものやそこに生きる人々が「分裂（スプリッティング）」「解離（ディソシエイショ

ン）」というふたつの切り離しメカニズムを身に付け，目の前の現実を歴史という大きな時

間的流れの中で考えたり，反省や懐疑の念を抱いたり，後悔や汚点として自らの記憶に

刻んだり，といったことを回避する方向に進んでいる。そういう中では，いま起きつつある

ぷちナショナリズムに対しての危惧や警戒もほとんど生まれないであろう。「ニッポン？

好きだよ。強い国になる？いいことじゃない」という屈託のない日本型のぷちナショナリ

ズムを止める要因は，現在のところまったく見当たらないと言ってもよい。（香山：2002, 

pp.121-122） 

 

 こうした日本の若者への評価に対し，「自覚した上での愛国」の例として，香山は「赤い悪

魔（レッドデビル）」と呼ばれた2002年日韓共催ワールドカップの際の韓国人サポーターたち

を挙げている（香山：2002, p.40-43）。では，日本の若者たちが「大人たち」から非難の目で見

られている頃，韓国の若者たちはどのように捉えられていたのだろうか。 

韓国で行われたソウル市庁前のパブリック・ビューイングを，朴（2002, p.83）は次のように
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述べている。 

 

韓国チームが勝ち進むとともに，ソウル市庁前の広場をはじめ全国各地に設置された

大型スクリーン（LED 画面）の前には想像を超える大勢のサポーター達が早朝から詰め

かけた。ポーランド戦 50 万人，スペイン戦 500 万人，さらに韓国対ドイツの準決勝戦で

は，全国各地で約700万人近くの人々が参加し街を真っ赤に染めた。当時，ソウル市周

辺の建物には韓国チームの勝利を祈願する多くのプラカードがかかげられ，韓国のサ

ポーター達はフェイスペイントをしたり国旗を身につけたりして，『テーハンミングク（大韓

民国）』『必勝コーリア』と応援コールを叫び，外国人まで街頭応援に巻き込むほど盛り

上がりは最高潮に達した。世界外信は，その強烈な熱気を多様なメディアで各国に伝え，

世界の人々を興奮させた。 

 

 家のテレビをつけると「韓国のゴールシーンが何度も何度も繰り返され，『テ・ハン・ミン・グ

ッ！』の声がとどろき，街頭応援の赤い人並みが画面を埋めて」おり，それを見ていると次第

に「自分もその中へ参加しようという気分」になり，「人を家から街頭へ押し出」し，さらに「こう

して街頭に出た人」は，「言うまでもなく，テレビの前」に集まっていく（隈元：2002, p.41）。 

韓国チームを応援するこの集団の熱狂は，メディアや企業によって演出されたイベントとし

て注目を集めた。たとえば森津（2003, pp.145-146）は，韓国で地上波主要３局（KBS1/2，

MBC，SBS）の様々なジャンルのテレビ番組でワールドカップの街頭応援が語られてきたこと

に注目し，「当初は『応援スタイル』の紹介や『ワールドカップの楽しみ方』として視聴者に提

示されていたが，韓国チームが勝ち進むにつれ，規模が大きくなり，次第に意味を持った

『社会現象』としてメディアに取り上げられていった」とし，「韓国において『社会現象』にまで

なった『街頭応援』は，大会以前より周到に用意され，運営にメディアがかかわることで大規

模化した『メディア・イベント』であった」と結論づけている。 

韓国のパブリック・ビューイングの主要仕掛け人である SKテレコムは韓国代表チーム応援

団レッドデビルのスポンサーとして赤いシャツを配るだけでなく大型スクリーンの提供までも

行った（隈元：2002, p.40）。隈元は，このイベントの舞台が「メディアという怪物によって支えら

れ，仕掛けられていた」ことを強調している。 

さらに森津（2008）は，2002年，韓国において応援のためにパブリック・ビューイングに集ま

った人々が，韓国チームを象徴するお揃いの赤のユニフォームを着て，「レッドデビル」とし

て一体となることでナショナル・アイデンティティを作り出していく過程を詳細に観察している。

韓国の人々がパブリック・ビューイングを行う中心地となったソウル市庁前は 1987 年の民主

化運動の聖地であり，そうした意味では国家アイデンティティが意識される空間が用意され

ていたこと，しかし常に韓国のアイデンティティの主要素であった日本との比較はパブリック・

ビューイングでの集まりを繰り返す中で次第に薄れ，「レッドデビル」現象自体がアイデンティ

ティの中枢となっていったことを指摘する。 

また，黄（2003）はフェイスペイントやマントに国旗モチーフを取り入れた「レッドデビル」世

代によって，ワールドカップ後に韓国では若い世代に対する評価が上昇し，「誇らしい若者」
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が登場したと指摘している。 

このような言説からは，韓国においてパブリック・ビューイングに熱狂し国旗を振る若者た

ちは，民主化運動において国旗が振られた歴史と重ね合わされたために，年長者たちから

誇らしく頼りになる若者として見なされた可能性が浮上する。とすれば，日本において国旗を

振る若者たちが批判されたのは，戦争中に国旗が振られたネガティヴな歴史と重ね合わされ

たためなのだろうか。 

確かに，国旗を振る日本の若者たちの集団は，危険なファシストの集まりに見えるかもしれ

ない。しかしそのような評価は，あまりにも目に見えるものだけを選び取りすぎているように思

われる。香山（2002）は無自覚のうちに，非真正性を前提としたマス・コミュニケーション批判

の呪縛に囚われてしまっているのかもしれない。 

2002 年の日本における若者批判のムードは，外国を引き合いに出しながらパブリック・ビ

ューイングや参加者の雰囲気を肯定する 2006 年ドイツのムードとは明らかに異なっている。

敗戦国であり戦後ナショナリティの表明がしにくかった両国において対極とも言ってよい論調

でそれぞれの出来事が語られたのである。 

 

6. 本章のまとめ――「真正な社会」の可能性の探究に向けて 

ここまで見てきたとおり，2002年に日本で見られた若者批判と，2006年にドイツで見られた

マーケティング成功例としてのパブリック・ビューイング像が，この新しいメディア・イベントへ

の大まかな評価である。端的に言えば，2002 年の日本各地で行われたパブリック・ビューイ

ングは批判的に受け止められ，愛国主義者でもなければサッカーファンでもない若者たちの

バカ騒ぎが，暗に「真の愛国」や公共空間でのあるべき秩序との対比によって否定的に語ら

れたと考えられる。これに対し，2006 年にドイツで行われたパブリック・ビューイングをめぐっ

ては肯定的に受け止められたと言える。戦後初めて見られたようなドイツ各地の公共空間で

の愛国表現は，他国との友好が強調されつつも驚きと喜びをもって語られ，マーケティング

の成功として報告されてきた。ところが，無邪気な若者を批判する目線も，パブリック・ビュー

イングをトップダウン型のイベントと評価する目線も，等しく「非真正な社会」の在り様を前提と

しているかのようである。 

本論文では，日独のパブリック・ビューイングを，「真正な社会」様式としての役割を残した

まま検討したい。そのためには，日独パブリック・ビューイングの参加者に対する質的な調査

が必要だと考える。質的な情報に含まれる壊れやすく繊細な人々の体験を浮かび上がらせ，

その体験プロセスの中にパブリック・ビューイングの見落とされていた価値を発見するためで

ある。 
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第 3章 発見されていないものは何か―定性的調査に向けて 

 

1. 本章のねらい――なぜ定性的調査を行うのか 

 ここまで，パブリック・ビューイングをめぐって日独で行われた議論や，幾つかの調査結果と

考察について紹介してきた。これらの成果にもかかわらず，本論文において改めてパブリッ

ク・ビューイングの参加者に対し調査を行う理由は，日独インフォーマントの比較からパブリッ

ク・ビューイングの役割を再検討するためだけではない。本章で検討するように，これまでサ

ブ・グループやマイノリティに対して用いられてきたインタビュー調査および分析手法をマス・

オーディエンスに対し実施することによって，これまで見落とされてきた人々の体験を可視化

するだけの余地が，パブリック・ビューイングという不可解な出来事についてはまだ残ってい

ると考えたからである。 

 従来，マス・コミュニケーションの調査において，インタビューを用いた定性的調査は偏りの

ある理解をされていたと言っても過言ではない。たとえば島崎ら（2007）は， Lasswell H. D.

のコミュニケーションモデルを参照しながら，誰が（統制者分析）何について（内容分析）いか

なる通路によって（メディア分析）誰に対して（受け手の分析）いかなる効果を狙って（効果分

析），という直線的コミュニケーションの各段階においてマス・コミュニケーション研究と調査を

位置付けようとした。ところが，こうしたマス・コミュニケーションの直線的な理解において，オ

ーディエンス分析は「どのような属性・特性の受け手で機能が果たされたかを明らかにするた

めに」なされることになる（島崎：2007, p.48）。この延長線上で語られるのは，定性的調査の

典型的な用いられ方である「主体的な受け手」の「利用と満足」調査であり，調査者があらか

じめ用意した尺度を用いながら「量的な方法による裏付け」（河野：2007, p.244）とともに示す

ほかなくなるのである。こうした論調が示しているのは，すなわち，マス・コミュニケーション研

究の調査におけるインタビューという手法が，とりわけ後に示す「実証主義」のもとで，量的な

調査を補完するための単なる「参考資料」に過ぎないという理解である。 

 こうした状況の中で，インタビュー調査をめぐる様々な手法が複数の学問領域において展

開され始めており，枝分れを繰り返しながらも方法論の手法として一定のまとまりを見せつつ

ある。近年は後段で述べるグラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory 

Approach；GTA）や物語分析といった個別の手法が注目されている。 

 本章では，まずインタビュー調査をめぐる三つの立場，「実証主義」，「解釈的客観主義」，

「対話的構築主義」を検討し，本論文の立場である「解釈的客観主義」と他の立場との関連

について述べる。次に，本論文が用いる調査および分析の枠組みである GTAについて検

討する。その後，本論文で用いた調査の流れについて確認し，最後に補足として近年注目

されているエスノメソドロジー（ethnomethodology）という概念について触れ，本論文で行った

調査の立ち位置を確認したい。 
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2. 社会調査における三つの立場を越えて 

 インタビュー調査をめぐっては，大きく分けて三つの研究上の立場が存在する。桜井（2002, 

2005, pp.27-47）は三つの立場それぞれを「実証主義」，「解釈的客観主義」，「対話的構築主

義」と呼ぶ。本研究は「解釈的客観主義」の立場から「グラウンデッド・セオリー・アプローチ」

を採用するが，まずはそれぞれの位置付けを確認し，長所と短所を示したい。その上で，とり

わけ定性的研究における「対話的構築主義」の重要性と本研究が採用する調査手法との重

なりについても検討する。 

 

2-1. 実証主義 

まず紹介したいのは「実証主義」である。たとえばパブリック・ビューイングについて考える

時，このイベントについて伝える資料があれば，それがもっとも確かだとする立場が「実証主

義」と言える。参加者にインタビューするのは，資料をもとに事実を確認する際の参考であ

る。 

実証主義的アプローチでは，既存の理論から引き出された仮説をもとに調査が行われる。

個々人の人生は，家族史料や個人の通院歴，逮捕歴，学歴といった公的記録などの「証明」

となる資料と同時に，聞き取りによって立証可能なものと考えられていたのである。こうした立

場はシカゴ学派の第 1世代を中心に展開されたが，その後疑問が投げかけられ，第 4世代

において「解釈的客観主義」という代替案が提出されるに至り，決定的欠点を指摘されること

になった。 

本研究で取り上げるテレビ受像機普及後のテレビ番組集団視聴イベントは 21世紀に登場

した新しい集合行為であり，関連資料の蓄積は十分であるとは言えないため，研究に取り掛

かるためにはまず人々の声を聴き生のデータを集めるところから始めなくてはならない。した

がって本研究では実証主義の立場をとることはできない。 

 

2-2. 解釈的客観主義 

 二つ目は「解釈的客観主義」である。たとえばパブリック・ビューイングについて考える時，

複数の参加者から聞き取った複数の解釈を重ね合わせていくことで，パブリック・ビューイン

グとは何か，という問いに対して客観的な事実が明らかになるであろうと考える立場である。 

 解釈的客観主義アプローチでは，たとえばパブリック・ビューイングへの参加といった特定

の現実があらかじめ存在することがインタビューの前提となる時に有効である。人々の語りは

過去の出来事へ現在から意味を与えるものであり，記憶違いや曖昧さ，誤魔化しがあること

を認めながらも，それらを選り分けつつ，様々な語りに通底する特定の社会的現実（リアリテ

ィ）に迫ろうとする。桜井（2005, p.30）はこの方法を「リアリズム・アプローチ」とも呼ぶ。 

 したがってこの立場では，出来事や概念をめぐる既存の理論枠組みにできるだけとらわれ

ないように注意をしながら，サンプリングから分析までを行わなければならない。その方法論

として代表的な手法が，後述するグラウンデッド・セオリー・アプローチである。 

本研究は，基本的には「解釈的客観主義」に立脚している。というのも，2002年と 2006年

の日独それぞれのパブリック・ビューイングという限定された出来事に関して調査を行うことが
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インタビュー実行の前提として定まっており，それぞれの出来事をめぐる日本人とドイツ人そ

れぞれの参加者のうち，調査時に若者を対象にすることは，来場者資料および様々な資料，

事前調査から想定されていたためである。ある年を境に日独それぞれで急速に広まったパ

ブリック・ビューイングというイベントをめぐって，「何が明らかになっていないか」を明らかにす

ることを目的としながらも，調査対象としての特定の出来事（パブリック・ビューイングへの参

加）自体は既に存在するため，本研究の目的に即して解釈的客観主義における主要な方法

論であるグラウンデッド・セオリー・アプローチを採用することが適切だと考えた。 

 

2-3. 対話的構築主義 

 三つ目は「対話的構築主義」である。たとえばパブリック・ビューイングについて考える時，

参加した人物から単に情報を引き出すのではなく，インタビューの場において調査者がイン

フォーマントと共に語りを共有することで，パブリック・ビューイングへの参加というストーリー

が生成されるとする考えである。つまり，この立場において，インフォーマントの語りは，その

時，その場所で，その調査者を相手にした対話という相互行為を通じて構築されるのだとい

う理解が，語りの意味構造の分析と解釈のための基盤にある。語り手はインタビューの場で

語りをつくりだす演技者であり，聴衆（インタビュアーなど）を意識しながら語る。そのため，イ

ンタビュアーによる語りへの反応だけでなく，インタビュアーの当日の服装やその場でとる一

挙一動までもが語りの生成に加担していると捉えられる。インタビューそのものが，「語り手に

とってライフストーリーを構築する文化的営為の場」（桜井：2005, p.38）なのである。 

 この立場では，インフォーマントが何を語ったかだけでなく，いかに語ったか，さらに調査者

がどのような相槌をうって語りを規定していったかも重要になる。したがってこの立場から調

査を行う際には，声の大きさ，沈黙の長さといったインフォーマントの語りの様子や，調査者

の質問や相槌までも書き起こし，分析する必要がある。この立場で行われる調査法は，ライフ

ヒストリー研究法，ライフストーリー研究法，ナラティブ研究法，オーラルヒストリー研究法など

と称され，「これまでの人生で起こったことについて語ってください」といった漠然とした質問と

ともにインタビューが始まる。質問票を作成した後に確認としてインタビューを行う実証主義

の立場と異なり，解釈主義的客観主義におけるグラウンデッド・セオリー・アプローチおよび

現在のライフストーリー研究では，得られたデータを検証した後にカテゴリー化を行う帰納法

的方法論によっている。 

 桜井（2002, pp.22-23）が指摘するように，ライフヒストリー法では対象者の多くは社会的マイ

ノリティや被差別者であり，抑圧されてきた人々の人生経験を調査者が共有することによって

既存の知識や仮説に対する疑問を投げかけることが目的とされてきた。 

 パブリック・ビューイングの参加者をめぐっては，彼らが特定のイデオロギーに既に組み込

まれているとは考えにくく，むしろ彼らがどのような人々であるかを明らかにすることから始め

なければいけない。目的を考慮したうえで，本研究ではグラウンデッド・セオリー・アプローチ

を採用する。 
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2-4. 分析の立場を越えて 

 とはいえ，インタビューという質的調査の現場において解釈的客観主義と対話的構築主義

が必ずしも対立するものではないと筆者は考える。分析にGTAを用いることになったとしても，

本研究で用いたインタビューは，インフォーマントと調査者である筆者との間で一回的に起こ

った出来事であると，あらためて述べておかなければならない。 

 調査者の相槌，沈黙，表情の変化など，インタビューの現場で生成される出来事だけでな

く，調査者が持つ固有の背景がインフォーマントとの対話構築において影響を与えていると

考えられることもある。たとえば筆者は日本語話者であり，日本国籍を持った日本人である。

日本人インフォーマントへのインタビューにおいて，彼らは彼らと同じ日本人に向けた語りを

するが，ドイツ人インフォーマントは「外国人」としての筆者へ向けて語ることになる。あるドイ

ツ人インフォーマントは，公共の場でのナショナル・アイデンティティ表出を自己規制しなけ

ればならない雰囲気について述べながら，「実際，日本も同じような感じじゃないのか？」と

筆者に同意を求めた。また，のちに登場するドイツ人インフォーマント#6ニコおよび#9 ミヒャ

エルはインタビュー当時日本に留学中であり，日本語が非常に堪能であった。そのため彼ら

は日本語とドイツ語を行き来しながら語ることを選んでいる。このような語りから，ドイツ人イン

フォーマントたちが語りの対象として外国人を意識していたことは明らかである。 

 あるいは，日本人インフォーマントの女性がパブリック・ビューイング会場で，彼女の身長が

低いためにほとんど画面を観られなかったと話しながら，「（筆者注：あなたも）普通に見えな

いと思うよ(笑)。ちっちゃいから(笑)。」と述べたことがある。こうした言及もまた，背が低いとい

う身体的な特徴を持つ人物としての筆者が，インフォーマントの語りの生成に関与した例で

ある。 

 さらに，筆者はサンプリングにあたって，「思いがけない語り」を語りやすい状況を考慮し，

「親しい知人」の基準としてよく知られる「ファーストネームで呼び合う人物」（Milgram, S.：

1967=2006）を選択，あるいはファーストネームで呼び合うようになった後に調査を開始した。

しかしファーストネームをめぐっては，欧米では家族や親しい友人だけでなく会社の同僚間

といったビジネスシーンでも用いられるが，日本においてはより個人的で限定的な状況で見

られるとも考えられ，状況に差異があると思われる。こうした問題の上に，筆者のファーストネ

ームはドイツ語で発音すると「Schoko」となり，これは「チョコ（チョコレートの略語）」を意味す

る。現地に半年間滞在した際にも筆者は現地語の名前を自身につけることなくファーストネ

ームで呼ばれていた経験があることから，この名前は外国人の名前としてはドイツ語話者に

とって覚えやすく呼びやすいとも考えられる。今回の調査においては便宜的に「ファーストネ

ームで呼び合う人物」を調査対象者に選出したが，このインタビューはドイツ語話者にとって

は風変りで外国人にしては呼びやすい名前を持つ筆者が調査者として行ったという前提を

打ち明けなければならない。 

 このように，インタビュアーの国籍・性別・身体的特徴・名前といった前提条件までもが，イ

ンフォーマントとの関係を規定し，語りの生成に関与している可能性がある。この理解の上で，

調査者はインタビューを実施し，上述したような状況やインタビューのプロセスを明らかにす

る必要がある。 
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さらに，インタビュアーとしてだけでなく，GTAの分析プロセスにおいてもまた，分析者の

気づきやデータへ向かう姿勢が，調査に大きな影響を与えることについても触れておく。好

井（2006, pp.38-39）は，研究者自身が，見知ったかのように思われる人々が持っている，固

有の文化や秩序，大切にしている価値と出会うために，その現実に「はいりこもう」とする姿勢

を持ちながら調査を実践していく重要性について述べている。人々の「生きられた経験」に

「はいりこむ」ためには，調査者自身が日常生活において感じる生きづらさや曖昧な違和感

をおぼえた瞬間に現実から離れることなく，その現実の様相を見抜こうとする営みを続けてい

く姿勢を持つ必要がある（好井：2006, pp.207-212）。このような質的調査の現場で調査者が

持つ「まなざし」は，現場での「気づき」を大きく左右する。 

インタビューという質的調査が持つ一回性と，その調査における研究者の役割を踏まえて，

後段で触れるように，本研究では調査工程の視覚化を試みている。インタビュー前に打ち合

わせを重ねるだけでなく，インタビュー後にもデータに関する確認や追加インタビューを行い，

インタビューの本旨への理解に齟齬が起こらないよう配慮するほか，コーディングは質的調

査に関して訓練を受けた分析者と 2名以上で行い，さらにコード化の一連のプロセスはスー

パーバイザーの監督のもとで行った。 

さらに，本研究で用いたインタビューの手法は，語り手の発話を阻害しないよう配慮し，依

頼段階で提示する簡単なインタビューガイドを用意するものの，インタビュー時には自由な

発話を重視する。語り手の自由な発話を重視するインタビュー進行についても，解釈的客観

主義と対話構築主義との立場には重なる部分が多い。 

本研究では，GTA という分析手法を応用しつつも，立場の違いを越えて，どのような質的

調査においても重要なインフォーマントに対する倫理的配慮，サンプリング，および分析プロ

セスを可能な限り明示していく。 

 

3. グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach ; GTA） 

さて，本研究で行ったインタビュー調査および図化プロセスを含めたコード化は，「グラウ

ンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach ; GTA）」を応用して行う。パブリッ

ク・ビューイングは，自宅でも見られるテレビ番組をあえて外に出て他人と視聴するという，一

見不合理な集合行為である。パブリック・ビューイングの社会的意義が未だ明らかでない状

態で，その参加者の行為について理解するためには，個々のパブリック・ビューイング体験

者と信頼関係を構築した上で長時間にわたる聞取りによって情報を得ながら，常に調査・分

析を行き来し，テーマの設定・修正・再設定を繰り返すグラウンデッド・セオリー・アプローチ

が適していると思われるためである。 

ここでは，GTA という方法論が成立した社会的背景と，その具体的な手続きについて述べ

る。 

 

3-1. シカゴ学派と都市社会学，および社会調査法の展開 

本研究の対象となるパブリック・ビューイングという都市空間に関する理論的な調査研究は，

いわゆるシカゴ学派による一連の都市社会学および社会調査法の展開と密接な関係がある。



68 

ここで，シカゴ学派について簡単に紹介したい。 

1892年に石油王ロックフェラーの基金をもとにシカゴ大学が創設され，さらに同大学に世

界で最初の社会学部がつくられたことが，社会学におけるシカゴ学派誕生の基盤である。

1920年代になると，急速な発展を遂げたシカゴには，当時のアメリカの大都市で噴出してい

た数々の社会問題が見られるようになった。そこには，数えきれない犯罪者，移民，浮浪者

がいた。資本主義の発展と移民問題などを内包したアメリカ独自の社会学が求められる当時

の状況から，シカゴ大学社会学部では，グラウウンデッド・セオリー・アプローチ，ヒューマン・

ドキュメント，参与観察といった数々のフィールドワークの方法論が結果的に生まれていった

のである。 

また，シカゴ大学社会学部について特筆すべき点は，シカゴ学派の創設に関わったスタッ

フや教員など，第 1世代の多くがドイツへ留学していたことである。特に，シカゴ学派の黄金

時代を築いたキーパーソンとして名前が挙げられる初代学長の Small A. W.G. と Park R. E.

がそれぞれのドイツ留学に際して直接 Simmel G.と接触したことで，Simmel社会学のエッセ

ンスをアメリカにいち早く持ち込んだ（徳田：2003, p.68）。後段で述べるシンボリック相互作用

論は特に Simmel社会学との関係がしばしば指摘される。 

Simmel，Benjamin W.， Schütz A.の社会学あるいはメディア論については，とりわけ本研

究では都市空間と「よそ者」をめぐる豊かなアイデアに注目するが，こうした理論部分につい

ては第 5章で改めて触れることにし，ここでは彼らの「よそ者」論と，1920年当時，いわば「よ

そ者」である外国生まれの移民が溢れていた大都市シカゴにおける社会学との関連につい

て述べるにとどめたい。 

 

3-2. GTA成立の背景 

ところで， GTAを「応用」する，という言い方をするのは，そもそも GTAが提案された時点

で方法論として曖昧な点を多く含んでおり，複数の領域で様々に展開した結果，領域を横断

して統一された調査・分析プロセスが現在に至るまで成立していないという事情があるため

である。にもかかわらず，GTAはインタビューデータの語ることを可能な限り合理的に汲み取

ろうとする点で魅力的なアプローチであり，GTA という手法が枝分かれしている現在でも，根

底に流れる理念や基本的な約束事は共通して存在する。ここでは，GTAの成立とその理念

および批判について簡単に紹介したい。 

グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach ; GTA）は，データに根

差した（grounded on data）分析から新たな理論を創出する方法論である。1960年代，シカゴ

学派を中心とするアメリカの社会学で問題となっていた，社会調査と理論とのギャップを埋め

る試みとして，またグランド・セオリー（“grand” theory；誇大理論）の対極に位置するものとし

て，Strauss と Glaserによって『データ対話型理論の発見』の中で提唱された（Glaser & 

Strauss：1967=1996）。彼らの言葉を借りれば，1920年代から 1950年代までのシカゴ学派に

よる伝統的な社会調査とは，「地べたをはいずりまわって行われる質的調査と，厳密というに

はほど遠い方法論と，それから統合されない形でなされる理論の提示」への批判的かつ代

替的な理論生成方法の提案であった（Glaser & Strauss：1967=1996, p.i）。 
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しかしこの著作は，初めから計画されて生まれたのではない。StraussとGlaserが病院内で

行った，死にゆく患者に関する調査に関する共同研究の成果として，いわば副産物のような

形で生まれたと言える。彼らは，当時アメリカで社会問題化しつつあった終末期医療をめぐ

って，当時一般的ではなかった重病患者への病気の告知と患者自身による受け入れ，そし

て臨終に至るプロセスを明らかにすると同時に，のちの社会学者のために，彼らが行った体

系的な方法論を書き残したのである（Strauss & Glaser：1967=1996）。 

Strauss と Glaserは，『データ対話型理論の発見』の中で，従来の経験的調査が理論の生

成へと発展できないことを批判し，ギャップの克服を理論の側ではなくデータの重視に求め

た。GTAを一言で表すならば，質的データを分析することで，新たな概念の生成を目指す研

究手法であると言える。このアプローチは，研究対象となる現場で何が起きているのかを，研

究者自身が当然理解していないという前提から始まる。したがって，調査者は現場を経験し

た人々の声に耳を傾け，インタビューの語りの中で起きていることに注意を払う。さらに得ら

れたデータを検討し，質的にコード化することによってコードの分類や統合を繰り返し，研究

対象の現場で起こっていることを言語化する。その結果として，研究対象に関する新しい理

論が生成される。 

考案者の 2人がカリフォルニア大学看護学部に勤務しており医療社会学をフィールドにし

た研究者であったことから，GTAは主に看護学領域で定着していった。この方法はアメリカ

以外の国へも看護学領域から関心を持たれるようになり，次第に保険，医療，福祉，介護，

教育，臨床心理といった領域にも広がっていった。 

ところが，GTAへの関心が高まるにつれて，具体的な分析手順について議論が起こった。

1990年代に Glaser と Strauss との間で分析方法をめぐる対立が起き，Straussが Corbin, J.と

共同で新たな GTAの分析手法について提案（Strauss & Corbin：1990=1999）したのち，

Glaser との対立の決着が見えないままに逝去してしまったのである。その後，日本でも GTA

が紹介されたことで分析手法の枝分れや統合はさらに進むことになった。『質的研究の基礎』

監訳者である南は，同書の冒頭で，日本において初めて GTAが紹介されたのは 1981年に

看護研究のための参与観察法研究会で開催されたセミナーの中であったと述べている

（Strauss, Corbin：1990=1999,ⅲ）が，以降，木下による「修正版グラウンデッド・セオリー・アプ

ローチ（M-GTA）」の提案（木下：1999, 2003, 2005）および，こうした議論を受け，Straussの弟

子であった戈木が行った分析手法の再提案（戈木：2006, 2008）が行われた。大別すると，

Glaser と Straussによるオリジナル版（Glaser & Strauss：1967=1996），Glaser 版（Glaser：

1978），Strauss & Corbin版（Strauss & Corbin：1990=1999），そして Strauss & Corbin版に対

する修正版M-GTA（木下：1999）があり，その他数多くの修正版や補論が存在する。本研究

ではスーパーバイザーのもとで調査を行ったが，スーパーバイザーがおらずとも個人で実践

できるGTAの提案（木下：2003）も既になされている。これらGTAの分析手法をめぐってはい

まだに決着がついていない。一連の議論は，GTAへの関心の高さを示すとともに，現在では

様々な領域において GTAが用いられるようになったことから，インタビューデータそのものの

多様性が，GTAの臨機応変な応用を求めている状況であるとも思われる。 

こうした中で，GTAが一貫して保持する特徴として，次の 5点を取り上げたい。すなわち，
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データの切片化，コーディングの手順，継続的比較分析，理論的サンプリング，理論的飽和

化である。 

 

3-3. データの切片化 

 文字起こしされた膨大なインタビューのデータを分析するために，さしあたって判断を迫ら

れるのがデータの切片化をいかに行うか，あるいは行わないかという問題である。この問題を

めぐっては，たとえば Glaserが細かい切片化にこだわるのに対し，Straussは切片の大きさを

データのリッチさによって変化させることで作業効率をあげようと試みているという指摘もある

（戈木：2008, p.8）さらに，修正版M-GTAではデータの切片化自体がされない（木下：1999）。

切片化を行わない場合について，戈木（2008, p.30）は，ひとかたまりのデータに複数の内容

が含まれてしまうため，概念を生成する段階からどの部分に重点をおいて解釈するかを決め

ておかねばならず，不適切な概念生成や解釈の漏れといった誤りが生じる可能性があると指

摘している。 

 データを切片化することは，1度「語り」自体の文脈から離れ，データと距離をとることを意味

する。本研究では，池側（2010, 2011）を参照し，インタビューデータを，意味を保持する最小

単位である「チャンク」に切片化した上で分析を行う。 

 

3-4. コーディング 

 コーディングとは，データから理論を生成するプロセスを指す。まずデータから直接得られ

た解釈内容を「概念」と呼ばれる分析の最小単位とし，概念間の関係から「カテゴリー」を生

み出す。さらにカテゴー間の関係から一つのコア・カテゴリーを選定し，それを中心にカテゴ

リー間関係を統合したものがグラウンデッド・セオリーとなる（木下：1999, pp.224-225）。 

Glaser 版（Glaser.：1978）では，コーディングのプロセスを「領域密着的コーディング

（substantive coding）」と「理論的コーディング（theoretical coding）」に分け，さらに領域密着的

コーディングを「オープン・コーディング（open coding）」と「選択的コーディング（selective 

coding）」に分けている。また，Strauss & Corbin版では，コーディングのプロレスを「オープ

ン・コーディング」，「軸足コーディング（axial coding）」，選択コーディングに分けている

（Strauss & Corbin：1990=1999）。修正版M-GTAでは，これらに対し，コーディングは膨大な

データから新しい解釈をできるだけ多く生み出していくオープン化の方向を経た後に，そうし

た解釈が妥当かどうかを確かめ収束化へ向かう，二つの相対立する方向性を分析内に含み

ながらデータをまとめていく点に特徴があるとし，そのためにはオープン化に対応するコー

ディング（オープン・コーディング）と，収束化に対応するコーディング（選択コーディング）の

二つが分析にプロセスに含まれていれば十分であるとしている（木下：1999, pp.224-253）。本

研究ではデータを切片化し，諸概念の生成を行う最初のコーディングをオープン・コーディ

ング中心で行い，以降，概念をまとめあげる収束化へ向かうコーディングを中心に分析を行

っている。 

 また，「概念」にはデータを解釈した「抽象的概念」と，データ中の言葉や表現そのものを用

いた「in-vivo概念」がある。抽象的概念の生成は困難であるため，コーディングを続けた結
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果，抽象的概念と in-vivo概念の数が増えていけば，in-vivo概念を利用することはそれほど

問題ではないと木下は述べている（木下：1999, p.236）。本調査では in-vivoで概念生成を行

うこともあるが，抽象的概念が生成されることもあった。 

本研究では，既に述べた通り，チャンクに切断したデータをもとに分析を開始し，一連のコ

ーディングは，質的調査の分析に関して訓練を受けた者と共同で行った上で，スーパーバイ

ザーによる確認を受けながら進めた。 

 

3-5. 理論的飽和 

解釈的客観主義は特定の現実が存在していることを前提にしていると既に述べた。これは，

特定の現実に 1人 1人のインフォーマントが接触していることを前提としていると言い換える

ことができる。さらに，1人 1人の人間は，同じ出来事に参加したとしても異なる経験をしてい

るだけでなく，異なる見方をしているという仮定がある。したがって，同一の現実について複

数のインフォーマントが語った複数の語りを重ね合わせると，ある時点で，それ以上データを

加えても新たなカテゴリーや過去のデータとの新しい関連性が出現しない飽和状態になる。

これを理論飽和と呼び，飽和になるまでサンプリングを重ねるのが妥当性を根拠にした理論

的サンプリングである。 

 しかし，どこで分析を終えれば良いか，という調査完了をめぐる問題には，完璧な回答がな

い。この問題をめぐり，木下（1999, p.253）は，コーディングのプロセスにおいて，「オープン

化が最小化し収束化が最大化していく過程が理論的飽和化である」と述べ，この地点が調

査を完了するタイミングであるとしている。すなわち，Glaser と Straussによると，生成したカテ

ゴリーやカテゴリー間の関係において，新たに追加すべきカテゴリーの欠落がないことが調

査者自身の経験によって判断されることである（木下：1999, pp.265-266）。 

ところが，実際にはすべてのカテゴリー同士の関係が詳細に把握でき，少数事例に関して

も十分に説明できる状況に至ることや，その状況に到達したと判断を下すのは非常に困難

である。この自己判断の困難さについて，木下（1999）は，理論的飽和の相対的規範につい

て次のように述べている。すなわち，「分析の終了の最終的判断は，発表する論文のタイトル

を決めること」であり，「研究テーマに関する方法論的限界」を研究者が自ら判断することであ

る（木下：1999, pp.267-271）。つまり，ある調査が特定の状況におけるものであることと，その

限界および課題を説明しながらも，一定の状況を明らかにしたことを報告することが，理論的

飽和を説明する規範になるという考え方である。 

 

3-6. 理論的サンプリング 

 理論的サンプリングは，コーディングのプロセスにおいて，オープン化と収束化を繋ぎ，概

念の有効性や解釈の適切さを確かめるために，次にどのようなデータを収集するかを決定し

ていくことを指す（木下：1999, pp.253-254）。これは，サンプリングの選出自体が，研究テーマ

自設定，再確認，修正，変更に影響することを意味する。 

解釈的客観主義，とりわけ GTAにおいて，サンプリングは次のように行われる。 

第 1段階では，知り合いに当事者がいる場合その人物に調査依頼をするような，偶発的な
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「オープン・サンプリング」を行う。オープン・サンプリングで選ばれたインフォーマントのインタ

ビュー中には，インフォーマントの応答や態度の観察もまた重要である。というのも，次の段

階で選択するインフォーマントを，より多様なデータ収集のために意識的に選択しなければ

ならないからだ。 

第 2段階で「妥当性」が問題になる。すなわち，調査を始めたばかりの頃にはオープン・サ

ンプリングでインフォーマントを選出するが，分析とカテゴリー化を行った結果，多様で差異

が生じそうなインフォーマントを求めて次のインフォーマントを選ぶのである。したがって，毎

回，次のインフォーマントを選ぶ直前の時点で収集済みの語りの内容から得た情報をもとに

関連がありそうな人物に接触を試みる。データ収集過程で分析と解釈，さらに仮説の修正と

再構築を繰り返すのがこのアプローチである。 

 ここでは，理論的サンプリングが GTAを用いる際に非常に重要であることを強調したい。こ

れはすなわち，Straussがシンボリック相互作用論（symbolic interactionism）から影響を受け

ているという背景が関係している。シンボリック相互作用論において，人は，社会的相互作用

の中で対象（他者，出来事，自分自身など）を意味付け，解釈しながら行動するとされ，その

意味は，相互作用の中で絶えず修正され，変化を繰り返すと考えられている（Blumer, H.：

1969=1991）。したがって，データ収集の現場では，話し手と聞き手の相互作用が重要である

だけでなく，分析においては，データにあらわれた「語り」をいかに解釈するかが重要になる

が，シンボリック相互作用論からの最も顕著な影響があらわれているのが，データ収集・分析

を行いながら，その都度，次のインフォーマントを設定していくというサンプリング方法である

と言える。 

 

3-7. 継続的比較分析 

 GTAの理念である，研究者の調査に対する絶え間ない省察と，常に行われるテーマや分

析手法等の設定，再確認，修正，変更は，「継続的比較分析」と呼ばれる技法にも反映され

ている。これは，データ内において各切片を比較すること（データの切片化），データ同士を

比較しながら分析を行うこと（理論的サンプリングを含む），データにあらわれた状況と異なる

アイデアとの比較（理論的比較）の三つに分けられる（戈木：2006, pp.96-108）。理論的比較

の段階において，本研究は先行研究で示されてきた様々な事例との比較を試みている。さら

に，本研究では，仮説産出のために，日本でのパブリック・ビューイングに参加した日本人に

関するデータ群と，ドイツでのパブリック・ビューイングに参加したドイツ人に関するデータ群

との比較も試みる。 

 

3-8. 実践に向けた理念 

さて，Strauss & Glaser版（オリジナル版）にとってのグラウンデッド・セオリーの実践にあたっ

ての理念を確認したい。Charmaz, K.（2006=2008, pp.9-10）によると，それは次のように定義

される。 
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1. データ収集と分析が同時に進行すること 

2. 分析的コードとカテゴリーを，あらかじめ予想した理論的に演繹された仮説からで

はなく，データから構築すること 

3. 継続的比較法を使用し，分析の各段階において比較を行うこと 

4. データ収集および分析の各段階において理論の開発を進めること 

5. メモ書きによってカテゴリーを精緻化し，それらの特性を明確に記し，カテゴリー間

の関係を定義し，差異を特定すること 

6. サンプリングは理論構築を目指すものであって，母集団の代表制を目指すもので

はないこと 

7. 独自の分析を展開した後に，先行研究調査を行うこと 

 

 1～6については既に述べてきたが，7番目の定義について言及したい。 

ここでは，先行研究の調査が，既存の解釈という色メガネを通して世界を見ることにつなが

ると危惧されており，そのため先行研究調査を後回しにすることが推奨されていると考えられ

る。しかし今回は論文の構成上，先行研究が残した課題に多少触れながらここまで議論を展

開してきた。既存の解釈の枠組みからはみ出していく部分を常に示すことは，データに基礎

を置きながら新しい理論を構築するための妨げになるとは考えにくい。とはいえ，非真正な

社会様式が持つ側面を指摘されてきたメディア・イベント研究を意識しながらデータにあたる

際には，これまで言われてきた側面にのみとらわれないよう注意をしなければならない。 

 

4. 本研究の調査手順 

以上の方法論をめぐる理念を踏まえ，本研究が用いた調査手順について述べる。 

 

4-1. サンプリング 

まず，調査にあたってのサンプリング方法について検討する。 

社会調査のサンプリングにおいてこれまで重要とされてきたのはサンプルの「代表性」であ

ったと言える。ところが現在の社会調査においては，「妥当性」「信頼性」という新しい基準も

注目されている。ここでサンプリングの三つの要素と，本研究でのそれぞれに対する立場を

明らかにしておく。 

 

4-1-1. 「代表性」に関する本研究の立場 

質問票調査に代表される量的な社会調査において，サンプリングは方法論における最も

重要な局面であり，インフォーマントの「代表性」の問題が常に問われる。これは，量的調査

では仮説をあらかじめ設定でき，母集団の特性があらかじめ分かっていることを前提として統

計的なサンプリングが行われるためである。 

 ところが，人々に人生の上で起こった出来事について，語りの自由を尊重しながら聞き取り

を行うインタビュー調査の場合，そもそも問題発見そのものが調査目的に含まれるために，

仮説検証型の研究では自明とされる「母集団」がない。したがって「代表性」を問うこともでき
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なくなる。 

 盛山（2004, p.255）は事例研究について，重要なのは事例の代表性ではなく研究の意義で

あることを引き合いに出しながら，質的研究全般において「代表性」が問題にならないと述べ

ている。 

 サンプリングの位置付けから見える量的調査が暗黙の前提としてきた認識枠組みについて

は，質的な社会調査に注目が集まるにつれてしばしば批判されるようになってきた。母集団

の代表性を問うこと自体が，「研究者こそが社会と文化，生活を説明するに足る知識を十分も

っているという見方そのもの」（桜井：2005，p.29）であり，既存の知に見合う人々の一側面の

みが切り取られる危険があるためである。 

統計的サンプリングは，母集団の特性があらかじめ研究者集団内で共有されている場合

には有効である。しかし代表性を問わないことで明らかになるのは，支配的な社会文化的価

値というよりは，むしろマイノリティの経験に基づく，見えにくい価値である。とすれば，質的調

査法に期待されるのは，量的にマイナーである人々へのアプローチだけでなく，これまで自

明だと思われてきたマジョリティ集団が内包している，隠され，無視された経験をすくいとるこ

とでもある。マス・コミュニケーション研究においてもまた，オーディエンス 1人 1人の固有の

経験を重視することで，マジョリティとして交流する人々によって経験された一見個別的で些

細な違和感が，大きな問題として浮かび上がる可能性が十分にあると筆者は考える。 

 

4-1-2. 「妥当性」に関する本研究の立場 

 一方，社会調査の「妥当性」とは，その調査が「正しい」回答を生み出す程度，あるいは調

査結果が研究の目的や期待に適っている程度を意味する（桜井：2005, p.48）。 

解釈的客観主義アプローチでは「妥当性」がサンプリングの根拠となる（桜井：2005, 

pp.31-33）。量的調査ではデータ収集と分析は切り離されて考えられるが，このアプローチの

場合，インフォーマントの選出は単純な確率ではなく意識的に行われるために，サンプリング

の段階で分析と解釈が入り込んでいるのが特徴だ。 

 本研究のサンプリング方法は，「妥当性」を重視している。 

サッカー試合の中継番組を視聴するパブリック・ビューイングのイベントを調査するために，

筆者はサッカーというコンテンツへの関与度合いが異なるようサンプリングする必要があると

考えた。なぜなら，パブリック・ビューイングはそもそもサッカーというコンテンツへの興味がオ

ーディエンスの前提として想定されて開催されたと考えられるためであり，しばしば「サッカー

ファン」という特殊な集団によるイベントであるかのように語られてきたからである。日独という

異なる社会状況で生まれ育った人々を同人数取り上げるのも理論的サンプリングを意識した

結果であるが，それぞれの状況でさらにコンテンツへの関与度に偏りが無いよう配慮した。具

体的には，スポーツ自体をこれまで全く観てこなかった「サッカーファンではない」とするイン

フォーマントを両国インフォーマントに 2名ずつ，何度か生の試合を観に行ったことがある程

度のサッカーファンを 1名ずつ，ワールドカップ等の巨大なイベントがあればサッカーを視聴

するようになる程度のサッカーファンを 1名ずつ，長年サッカーをプレイし，習慣的にサッカ

ー観戦も行うサッカーファンを 1名ずつ選択することになった。その結果として，インフォーマ
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ントの構成は次のようになった。 

 

国籍 名前 年齢 性別 サッカーとの関与度合い 

日本 

#1 ボーシ 26 男 ファンではない 

#2 キーコ 26 女 何度か見に行った経験がある 

#3 チキ 27 男 長年プレイし，ファンである 

#4 リー 28 男 ファンではない 

#5 モイ 26 女 ワールドカップのファンである 

ドイツ 

#6 ニコ 22 男 ファンではない 

#7 プンチ 22 女 ワールドカップのファンである 

#8 トニ 26 男 何度か見に行った経験がある 

#9 ミヒャエル 25 男 長年プレイし，ファンである 

#10 ヤン 27 男 ファンではない 

表 5：インフォーマントの構成  

 

本論文中では，インフォーマントに個別の名前を与えたほか，#1から#10まで番号を付けた。

日本人とドイツ人インフォーマントの番号は連番にしたが，これは後にコーディング例等を示

す際，インフォーマントの番号のみで例示するための便宜的なものである。また，年齢はイン

タビュー時のもので，本論文が公表される時点での年齢ではないことをあらかじめ述べてお

く。 

 さて，理論的サンプリングを意識したとしても，このサンプリングは「特殊な人」ばかりがクロ

ーズアップされている可能性があり，「普通の人」が含まれていないのではないかという疑問

が投げかけられるかもしれない。好井（2006）は，この「普通の人」というカテゴリーや「当たり

前」とされている知をめぐって，疑いを持つ必要性を説く。「普通」の空洞性に疑いを持つと

同時に，あくまで「普通」に固執する人々の営みをも，社会学において探求すべき課題であ

ると彼は指摘する（好井：2006, p.235）。 

 テレビ番組のオーディエンス研究においては，たとえば毛利（2003）が 6名のインフォーマ

ントの日常的なテレビ視聴を通じた「イラク戦争」の体験を分析している。ここでは家庭内での

テレビ視聴が扱われているが，日常生活の中での「イラク戦争」という非日常的出来事を調

査者とインフォーマントの関係性を基盤とした個別性の中から捉えていくという点で，新たな

理論構築のためのテレビ視聴調査の中でもモデルとなる試みである。これは，大量のアンケ

ート調査を想定したサンプリング手法における「普通の人」というカテゴリーへ疑問を投げか

けると同時に，個別的な事例の中から仮説的・理論的水準で議論にあがるべき問題を見出

していく点で貴重な前例だと言える。 

 また，本研究では個々人が異なる社会的背景のもとで異なるイベントに参加し，異なった現

実を体験しているという前提に基づいて調査を行うため，妥当性を重視したサンプリングを行

った上で，個々のインフォーマントの個別性の確認から理論構築へと向かう分析プロセスを
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経る。このため，グループ・ダイナミクスを利用し，個別面談よりも早く調査結果を得ることの

できるフォーカス・グループ・インタビュー（focus group interview）を用いなかった。しかし，今

後さらに得られた結果の確認や新たな課題の発見を試みる際には，一定の共通する状況に

おいてイベントに参加した共通言語を使用可能なインフォーマントを複数名抽出し，本研究

の結果に加えて補助的にフォーカス・グループ・インタビューを用いる調査を行うことも可能

であると考える。 

 

4-1--3. 「信頼性」に関する本研究の立場 

 社会調査の「信頼性」は，他の研究者がその調査研究を行ったとしても同じような結果が得

られる程度を意味する（桜井：2005, p.48）。 

 解釈的客観主義および対話的構築主義アプローチでは，分析結果として提出されるカテ

ゴリーはデータから帰納的に引き出されるために，調査者によってあらかじめ設定される限

定的なカテゴリーに当てはまらないどころか，むしろ新しいカテゴリーおよび理論の創出が求

められる。したがって，いつ，どのような場所で誰が調査を行っても必ず同じ内容が語られ，

同じ分析結果となることが調査の「信頼性」だとしたら，そのような例は質的調査において非

常に少ないだろう。 

 この問題について，対話構築主義の立場からは，分析手続の記述によってインタビューを

用いた調査の「信頼性」を担保するという方向性が示されている（桜井：2005, pp.48-49），（角

田：2005, p.54）。 

本研究ではこの点について，分析過程をスーパーバイザーの指導のもとで行う以外に，

(1)各インフォーマントの発話内容の要約を各インフォーマントに確認し了承を得る，(2)オー

プン・コーディングのプロセスを 3段階の図で示す，(3)抽出したカテゴリーを量的に提示する

ことで分析手続を可視化することで対応する。 

具体的には，次のような 5段階の工程を経て分析がなされることになる。 

 

段階 工程名 工程の要点 

第 1段階 各インフォーマントのインタビュー内容の要約 各インフォーマントに確認をとっ

てテクストを要約する 

第 2段階 各インフォーマントの参加プロセスの図化 第 1 段階と照らし合わせながら

プロセスを図化する。 

第 3段階 各インタビュー内容で抽出したカテゴリーの量的

提示 

プロセス図示から零れ落ちたカ

テゴリーを確認する。 

第 4段階 各インフォーマントの参加プロセスの図化 第 2段階よりも抽象度を上げる 

第 5段階 日独インフォーマントの参加プロセスの図化 第 3段階よりも抽象度を上げる 

表 6：分析手続の作業工程 

 

 中でも，第2段階，第4段階，第5段階で示す，各インフォーマントの参加プロセス図化は，
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手続きが量的なエピソード数の提示のみに終わり，個別性からカテゴリー化へと向かう具体

的な分析工程がブラックボックス化する危険のあるインタビュー調査における有効な解決策

としてデザイン工学の領域を参照した（池側：2010, 2011）。 

1度目の図化では，要約内容と照らしながら個別性を重視しつつインタビューで言及のあ

った「出来事」と「思考」を構造化することを目的としている。2度目の図化は，1度目の図化の

解釈および第 3段階で示した各インフォーマントの語りにおけるエピソードのコード化を踏ま

えて個別データの抽象度を上げる。3度目の図化では，日独インフォーマントをまとめること

により，以降のカテゴリー化へ繋がる体験プロセスのモデルを提示したい。 

 

4-2. 調査にあたってのインフォーマントへの配慮，倫理的な問題 

 本研究ではインタビューを調査手法に用いるため，調査者である筆者本人が調査対象者

であるインフォーマントに面会する。インタビューの場には大学の一室を用いることもあるが，

要請によっては筆者がインフォーマントの自宅へ出向くこともあり，いずれにせよインフォー

マントにとっての日常的な生活圏内に設定される。加えて，インタビュー内容は人々に人生

の中の体験を語ってもらうという極めて個人的なものである。したがって調査にあたっては調

査者とインフォーマントとの間の信頼関係が不可欠であり，倫理上の懸念について慎重な配

慮が必要である。 

したがって，本研究で行った調査においては，個々のインフォーマントの人権保護及び法

令等の遵守のために，(1)協力要請，(2)インタビュー実行，(3)得られたデータの取り扱いとい

う 3段階において，対策及び措置を講じた。このような各段階の調査倫理をめぐる配慮は，

すべてのインタビュー調査を貫く一貫した条件がないために，主として桜井（2005）を参照し

た。さらに，本調査は特定の母集団は見えないが，一つの出来事をめぐる体験を参加者の

証言を通して描き出す側面を持つため，環境社会学において社会運動をめぐるインタビュ

ー調査を行っている山下博美氏（2011年当時：名古屋大学環境学研究科特任准教授）から

の助言を受け，以下に示すような配慮を講じた。 

なお，大学が事前に社会調査に関する審議を行い，大学に所属する者は審議会の承認

を得た上で調査を行う制度が欧米の大学を中心に存在しているが，筆者の所属する名古屋

大学においては社会調査にあたって公式・非公式を問わず審査制度が調査実施時点には

無かったことを明記しておく。 

 

4-2-1. インフォーマントへの協力要請段階での配慮 

インフォーマントに対しては，まず任意参加に関する説明を行う。調査は調査対象者の自

由意思によって行われるため，筆者が協力を強制することはない。また調査は筆者本人によ

って行われるため，筆者は調査対象者に自身の身元を明確にする。 

本研究で用いる調査はインタビューガイドをもとに行われるため，事前にガイドを送付する

とともに各質問項目について説明をし，質問内容について理解を得た状態でインタビューに

臨む。これは，インタビューでは過去の出来事について語ってもらう必要があるため，記憶を

遡るために一定期間をおくという目的のほかに，インフォーマントから本人ですら思いもよら
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なかった心情などの回答を引き出すために「思いがけない質問」をだまし討ちのように行わな

いということを理解してもらう目的がある。 

同時に，調査対象者には個人情報が第 3者に公開されないことや筆者の守秘義務，およ

び個々の質問事項について回答したくない項目がある場合は，それらについて回答をしな

い権利があることをあらかじめ伝える。調査対象者は原則として母国での成人年齢に到達し

ており，本人の意思で調査協力が可能な人物とした。 

 

4-2-2. インタビュー内容への配慮 

インタビューガイドおよび調査者の発言などに差別的な表現が含まれないよう注意をした。

また，調査の過程において，調査対象者を不快にするような言動がなされないよう配慮した。 

さらに，インタビューへの同意確認は継続的なものであるため，途中でインタビューをやめ

たくなればすぐに中止が可能であること，答えたくない質問があればその場で申し出が可能

であることを伝えた。 

 

4-2-3. 得られたデータの取り扱いへの配慮 

インタビュー調査で得られたデータは筆者の研究にのみ利用される。本研究は個人研究

であるため，第 3者の協力のもとコーディングを行う際や研究論文および口頭発表において

調査内容を利用する際にも，筆者以外の人物に調査対象者を特定されることはない。研究

成果の発表について報告を希望する調査対象者には，すみやかに調査データの提供先を

知らせる。 

 

4-2-4. インタビュー調査の倫理的配慮をめぐるジレンマ 

 さて，こうした質的調査に伴う倫理上の留意点は，調査テーマや対象者によって個々に違

いがあるため一律ではない。たとえば性犯罪や家庭内暴力，薬害エイズといった社会問題

の被害者へインタビューを行う際には，インタビューを行うこと自体が対象者に苦痛をもたら

し安全を脅かす危険があるため，加害者に知られないように安全を確保することや不測の事

態に備えて対策を用意すること，さらにシェルターなどの援助機関と連携すること，精神的な

悪影響が出た場合のアフターケアを用意することなども，倫理上の配慮として調査に伴って

求められる（桜井：2005, pp.21-22）。 

 インタビュー調査の倫理的配慮をめぐって，桜井（2005, pp.24-25）は情報提供の限界と契

約に関する問題の二つのジレンマを指摘している。 

 第 1に，インタビューの全容を量的調査ほど明確に調査対象者へ事前提示できないという

限界である。本研究ではインタビューガイドを用いているが，後述するようにガイドはあくまで

インタビューの流れを説明するものであって，実際のやりとりをあらかじめ定めることはできな

い。倫理的な配慮としては，ガイドがあくまでも目安であることを調査対象者へ事前に伝え，

回答拒否を選択肢として常に提示するしかないのが現状である。 

 第 2に，同意の取り方の問題である。質的調査においてはインタビュー前後のどの段階に

おいても調査対象者が調査への協力を拒否することが可能であり，語りの自主性を尊重する
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ことが当然の前提である。しかしそこへ同意書を持ち込み，署名を求めること自体が，調査協

力者の自主性を阻害することになりかねない。本研究で桜井（2005）を参照し，あらかじめ文

書で上述した調査協力の同意を求め，さらにインタビュー開始直前にも口頭で改めて口頭

で説明をしている。さらにインタビュー後にデータを要約し，内容について最終確認をとるこ

とで，調査内容について改めて食い違いがないか確認をしている。このように慎重にたびた

び確認をとることが調査対象者との信頼関係とだけでなく調査の倫理的規範にとって重要で

あると認識しているが，倫理上の問題を避けるための一連のプロセスが調査対象者にとって

負担になることは本末転倒であり，質的調査におけるジレンマとなっている。 

 

4-3. インタビューの流れ 

いよいよインタビューの内容を検討していくにあたって，実際の調査で行った幾つかの点

を明らかにしておく。 

まず，ドイツ人インフォーマントについて，インタビューデータは調査者である筆者自身に

よってドイツ語から日本語へ翻訳され，要約した後に再びドイツ語へ翻訳し直し，オンライン

メッセージを通じて内容の確認を済ませている。日本語が流暢でありインタビューの大部分

を日本語で行った#6 ニコと#9 ミヒャエルについても，彼らはたびたびドイツ語を交えたため，

ドイツ語翻訳は彼らのインタビューデータに対しても行われた。 

日本人インフォーマントについても同様に，データの要約についてオンラインメッセージを

通じ確認をとっている。インタビュー後も随時追加情報を受け付けるなどフォローアップを行

った結果，各人につきインタビュー依頼後から 1 年程度の期間をかけて調査を終えることに

なった。なお，インタビューの本調査は，1人あたり 1時間～2時間程度で行った。 

 具体的な調査スケジュールは次に示す通りである。 

 

実施時期 名前 取材場所 取材時間 

2011/08/25 #1 ボーシ 名古屋大学内の教室（名古屋市千種区） 00:58:49 

2011/08/17 #2 キーコ 名古屋大学内の教室（名古屋市千種区） 00:59:45 

2012/03/17 #3 チキ 喫茶店（東京都文京区） 01:09:28 

2012/10/24 #4 リー 名古屋大学内の教室（名古屋市千種区） 01:21:23 

2012/11/16 #5 モイ 喫茶店（名古屋市千種区） 01:09:28 

2011/06/22 #6 ニコ 名古屋大学内の教室（名古屋市千種区） 01:06:00 

2011/11/19 #7 プンチ 学生寮（ドイツ, フライブルク市） 00:44:12 

2011/11/19 #8 トニ 学生寮（ドイツ, フライブルク市） 01:05:09 

2011/04/04 #9 ミヒャエル 名古屋大学内の教室（名古屋市千種区） 02:03:36 

2011/11/09 #10 ヤン 自宅（ドイツ, ブラウンシュバイク市） 01:32:36 

表 7：調査スケジュール 

 

 ほとんどのインフォーマントは 1時間前後でインタビューを終えたが，インフォーマント#4 リ
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ー，#9 ミヒャエル，#10ヤンの 3名は長めのインタビューとなった。この理由について，後に

各インフォーマントのインタビュー内容を概念とカテゴリーごとに分類した表に示すとおり，こ

の 3名は「その他」に分類される，本調査に「関連する体験」のエピソードが多い人々である。

また，#7 プンチはやや短い時間でインタビューを終えたが，彼女は早口であったために，

後段で示す表のとおり，チャンク数は他のインフォーマントと比べて特に少ないわけではなく，

さらに彼女は関連する体験への言及がなかった。このように，本研究に置いては直接的な関

係のないパブリック・ビューイング体験以外での発話の量が，個々人のインフォーマントの取

材時間の差につながったことを念のために述べておきたい。 

 また，本研究では，最終的に，マス・メディアが介入する国家的なイベントに関して，公共空

間における若者たちの新たなメディア実践であるサッカーワールドカップのパブリック・ビュー

イングが，オーディエンスにとっていかに機能するかを再検討することを目的としている。そ

のため，この問いに対する一定の収束化された答えが得られたと判断した時点で分析を完

了している。 

 

4-4. インタビューガイドの内容 

本研究では，既に述べたように，インタビューガイドを用いながらも調査対象者の語りの自

由を重視する質的社会調査である半構造的インタビュー法を用いている。この方法では，す

べてのインフォーマントに対して同一のガイドをあらかじめ示し，インタビューに挑む。 

日本人インフォーマントとドイツ人インフォーマントに共通して英語訳をつけ，インタビュー

ガイドの内容に大幅な揺れが起きないよう配慮した。 

本調査に用いたガイドについて，まず日本人インフォーマントに対しては次のようなインタ

ビューガイドを示した。 

 

タイトル 
パブリック・ビューイングに関する半構造的インタビュー 

Semi-structured interview about public viewing 

リサーチ・ク

エスチョン 

日本のパブリック・ビューイングに参加した者は， 

パブリック・ビューイングをどのように理解しているか？ 

How Japanese public viewing’s participants understand public viewing? 

質問項目 

1. あなたは，いつ，どこでパブリック・ビューイングに参加しましたか？ 

When/where and what kind of public viewings did you participate? 

2. 会場はどんな様子でしたか？ 

How was the event? 

3. あなたは，どのようないきさつで，パブリック・ビューイングに参加しましたか？（パブ

リック・ビューイングに参加した理由はなんですか？） 

How did you get to go to the public viewing event? (Why did you participate in it?) 

4. パブリック・ビューイングでは，何を見聞きしましたか？ 

What did you hear or see at the public viewing? 
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5. パブリック・ビューイングでは，あなたはどのように振る舞いましたか？ 

How did you act/behave at the public viewing? 

6. パブリック・ビューイングに参加する前と後で，あなた自身になにか変化はありまし

たか？ 

Do you think that something has changed on you after joining public viewing event? 

7. パブリック・ビューイングは，あなたの所属するコミュニティにどんな影響を及ぼしま

したか？ 

How did public viewings influence your communities? 

8. 最後に，調査の分析のために，あなたの年齢と国籍を教えてください。 

Finally, could you please tell me your age and nationality for the use of research 

purpose? 

表 8：日本人インフォーマントに対するインタビューガイド 

 

また，ドイツ人インフォーマントに対するインタビューガイドは次の通りである。 

タイトル 
halbstrukturierte Interviews über Public Viewings 

Semi-structured interview about public viewing 

リサーチ・ク

エスチョン 

Was denken die deutschen Teilnehmer über Public Viewings? 

How German public viewing’s participants understand public viewing? 

質問項目 

1. Wann/wo und an was für einem Public Viewings haben Sie teilgenommen? 

When/where and what kind of PV did you participate? 

2. Beschreiben Sie bitte das Event (Z.B. Örtlichkeit, Publikum, Spiel, Stimmung,). 

How was the event? 

3. Waum haben Sie an dem Public Viewings teilgenommen? Wie haben Sie davon 

erfahren? 

How did you get to go to the public viewing event? (Why did you participate in it?) 

4. Was haben Sie dort gehört und gesehen? 

What did you hear or see at the public viewing? 

5. Wie haben Sie sich dort verhalten? 

How did you act/behave at the public viewing? 

6. Glauben Sie, dass Sie sich selbst durch das Public Viewing verändert haben? 

Do you think that something has changed on you after joining public viewing event? 

7. Wie hat das Public Viewing Ihre soziales Umfeld beeinflusst? 

How did PV influence your communities? 

8. Können Sie mir zum Schluss bitte für statistische Zwecke Ihr Alter und Ihre 

Staatsangehörigkeit mitteilen? 

Finally, could you please tell me your age and nationality for the use of research 

purpose? 

表 9：ドイツ人インフォーマントに対するインタビューガイド 
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 インタビューガイドは，8の質問があるが，年齢と性別を確認する最後の質問を除き，それ

ぞれ「事実認識」「行動」「態度」を問う，次のような三つのグループで構成されている。 

 

1. 参加したパブリック・ビューイングに関する情報（事実認識）： 

いつどこで参加したか，会場はどんな様子だったか 

2. 自己の振る舞い（行動）： 

どのようないきさつで参加したか，会場で何を見聞きしたか，どのように振る舞ったか 

3. 感想や意見（態度）： 

自己に変化があったか，周りの人に変化があったか 

 

インタビューでは過去の記憶について語ってもらう必要があるため，上述した質問項目は

またインタビューに先だってインフォーマントへ公開した。プライバシー保護など倫理的配慮

について説明を行い，インフォーマントの承諾を得た上で面接を実施している。実際のインタ

ビューでは質問項目に対応する語りが前後することや複数の質問に対応する語りがなされる

こともあったが，調査上の障害にはならなかった。 

 

4-5. 本研究における分析プロセスの特徴 

本研究では，GTA を用いた分析プロセスのうち，Strauss と Corbin（Strauss & Corbin：

1990=1999, pp.119-135）で重視されている「ストーリー・ライン（ストーリーを概念レベルで表

現したもの）」と「パターン（カテゴリーの特性とその次元の間に繰り返し現れてくる関係）」を

視覚的に明らかにするために，データ分析の量的なカテゴリー表示（本研究では分析工程

の第 3段階にあたる）だけでなく，その前後に図化を試みている。 

 

5. エスノメソドロジー（ethnomethodology） 

最後に，近年，質的調査法が注目を集める上で大きな役割を果たしている「エスノメソドロ

ジー（ethnomethodology）」について簡単に触れておく。 

エスノメソドロジーは，社会学の新たな知の発想として Garfinkel, H.によって提唱された。

Ethno-methodとは「人々の実践」とでも言うもので，ethno-methodologyはあえて訳せば「人々

の方法論」「民間の実践学」のような意味合いを持っている。Garfinkelは「ethnobotany（民族

植物学）」，「ethnophysiology（民族生理学）」，「民間医術（ethnophysics）」といった，ある社会

のメンバーが彼らの属する社会の中で常識的とされる知識や理解のあり方からエスノメソドロ

ジーの着想を得たという（Garfinkel.：1974=19867）。これら「民間の」「人々の」実践は，観察と

報告によって利用することができるというのである。Garfinkel（1974=1987, p.15）はエスノメソド

ロジーを「社会のメンバーがもつ，日常的な出来事やメンバー自身の組織的な企図をめぐる

知識の体系的な研究」であると述べている。 

好井（2006, pp.186-187）はエスノメソドロジーの社会学への貢献について，「民間の」

「人々」のという発想によって，既存の整理された知識体系を私たちの生活世界の<外>から
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説明するための社会学ではなく，人々の日常の<中>で実際に使われる知や営みを読み解

いていく社会学の姿を見出した点に触れている。 

支配的文化のカテゴリー化と，日常的カテゴリー化はしばしば異なっている。たとえば日本

とドイツの若者たちは，国際的で巨大な出来事の参加者としては，第二次世界大戦における

敗戦国の国民という点で被差別者であり，国家の構成員としては若者というマイノリティだと

捉えることができるかもしれない。しかし同時に日本とドイツの若者たちはそれぞれ固有の日

常生活を送っており，巨大な出来事への参加もまた，各々の生活圏内の日常的な営みの中

に捉えることができると筆者は考える。 

エスノメソドロジーは，日独の若者たちのパブリック・ビューイングが行われる現場での体験

から，日常的な生活との関連でマス・メディアの作り出す出来事を捉えようとするメディア・イ

ベント論をめぐる新たな理論創出を目指す点で，本研究の目的と用いる方法論を貫くコンセ

プトであると言える。 

 

6. 本章のまとめ――方法論的限界と批判を踏まえて 

 ここまで，本研究で行った調査・分析手法に関する具体的な方法および立脚する理念につ

いて述べてきた。まず，本研究は解釈的客観主義に立脚し，妥当性を重視したサンプリング

によって調査を行っている。その中でも，本研究ではこの立場において主要な調査方法であ

るグラウンデッド・セオリー・アプローチを応用するが，このアプローチは調査時点において，

複数の領域にわたる特定の調査プロセスが共有されていない。調査者は調査ごとに，調査

対象や状況にあわせた対応を求められ，調査中にも継続的に調査の方針や分析手法の度

重なる検討を行わなければならない。このため，本研究で採用した調査プロセスについて，

データの切片化，コーディング，継続的比較分析，理論的サンプリング，理論的飽和を中心

にそれぞれ検討し，具体的な調査スケジュールや分析の方針を明らかにした。 

 本研究が依拠するグラウンデッド・セオリー・アプローチに対しては，批判もある。最も顕著

な批判は，データからカテゴリーの創出を経て理論へと至る抽象化の結果として，「人びとの

『生きられた経験』の個別性が捨象されてしまう」（西倉：2005, p.53）といったものである。つま

り，この手法が「質的」なデータをもとにした調査手法であるにもかかわらず，厳密な調査方

法の規定と，最終的に得られたカテゴリーと概念の量的な提示によって，人々の「生きられた

経験」の輝きが消えてしまうのではないか，という懸念である。 

本研究では各インフォーマントの個別性を提示し十分に吟味した上で抽象化のプロセス

を可視化することで，インタビューという手法がそもそも持ち合わせている，個々のインフォー

マントのユニークさを尊重しすくいとろうとする態度を示したい。 
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第 4章 日独パブリック・ビューイング参加者への調査と分析 

 

1. 本章のねらい――個別性の確認からカテゴリー化へ向けて 

本章では，日本人インフォーマントとドイツ人インフォーマントのインタビューデータの図化

により，個別性の確認からカテゴリー化への分析過程を提示していく。第 3 章で述べた通り，

図化はインタビューデータ分析過程のブラックボックス化を避け，可能な限り抽象化の各段

階を示すための試みである。 

まず，日独インフォーマントの個別性をインタビュー内容の図化と要約を中心に試み，デ

ータのコーディング例とチャンク数を確認する。チャンクとは，言語学でしばしば用いられる

用語で，意味をとることのできる最小の単位である。次に各インフォーマントの個別の図を抽

象化し，最終的には日独それぞれの参加プロセスのモデルを図と共に提示する。 

本研究で用いた GTA には，方法論のためのスーパーバイザーを立てる必要がある方法

であったために，本章で試みる図化もまた，GTA に関するスーパーバイザーの確認のもとで

行われた。スーパーバイザーがいない状態であっても個人で行える GTA については，木下

（1999, 2003）が考案した修正版M-GTAにて紹介されている。ここで示す図の内容は実際に

目で見える通りのものだが，図化によって分析工程が完全に透明化され，各人のインタビュ

ー内容が確かに捻じ曲げられることなく分析された結果が一目瞭然であるとは当然言えない。

であれば，インタビュー内容を全て公開すれば良いのだろうが，これはプライバシー保護の

ために困難であった。 

図化はインタビューによって得られたデータの持つ膨大で質的な情報を，視覚的に共有

できる形で分析するための一つの試みであるが，この手法にも結局のところ，インタビュー内

容の分析プロセス透明化にあたって限界があることをあらかじめことわっておかなければなら

ない。 

 

2. 日本人インフォーマントの個別性の確認 

では，さっそくインフォーマントのパブリック・ビューイングへの参加プロセスを確認していく。

まず，分析工程第 1段階および第 2段階を同時に示し，日本人インフォーマントの参加プロ

セスの要約と第 1回図化を行う。なお，要約について，この段階で重要だと思われる発話に【】

で印をつけている。 
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2-1.インフォーマント#1 ボーシ 

 

図 1：インフォーマント#1 ボーシの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 2002年に，トヨタスタジアムでの日本対ロシアのパブリック・ビューイングに参加した。

当時は高校生で，同じ高校の【ミーハー】な友人たちと 4人で青いユニフォームを着て

豊田市に向かった。イベントのことはよく分からなかったけど，参加無料で予約もいらな

かったので【軽い気持ち】で行った。スクリーンの正面あたりで観た。途中，日本チーム

に点が入って芝生へ降りた人が警備員に追い掛け回され，その間【映像を止められたこ

とが印象に残っている】。試合に勝った後には【お祭り騒ぎ】になって，100人以上が芝

生に入っていった。自分自身は中に入らなかったが，【ハイテンション】で，【知らない人

とハイタッチ】した。豊田の駅まで歩きながら，【ニッポンコールを先頭切ってやった】。周

囲の人たちも一緒に言ってくれて，【一体感】があって凄く良かったよ。楽しかった。翌日

学校で【みんなに言いたかった】。 

 その後，2004年の中日ドラゴンズが優勝した試合をナゴヤドームのパブリック・ビュー
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イングで観た。ポールにぶら下がって暴れる人が警察に普通に連れていかれたのを覚

えている。【生の試合を見てるみたいではなく，映像を見ながら生の試合と同じことをし

てるだけ】と感じた。自分自身はサッカーより野球のファンで，中日ドラゴンズが大好きだ

し，野球の好きな友人たちと行ったのに盛り上がらなかった。 

（549字） 

 

 ボーシは中日ドラゴンズのファンであり，プロ野球が大好きである。昔から野球をやってい

て，サッカーにはさほど興味がない。しいて言えば，父親の趣味である海外サッカーを，子ど

もの頃に家のテレビで観る機会はあった。このような状況で，2002年にパブリック・ビューイン

グに高校の同級生から誘われた時には，好奇心も手伝って同級生たちと共にトヨタスタジア

ムへ行くことにした。ボーシによると，当時パブリック・ビューイングがどういった場なのかよく

分からなかったが，この時のイベントは無料であったし，とにかくサッカーを大勢で観られる

のだという情報だけで参加したということであった。 

 彼らは早い時間に到着したためスクリーン正面の良い席をとることができた。その場所は応

援団がいる近くの，まさに盛り上がりの渦中であった。試合が始まり日本に点が入ると，まさに

お祭り騒ぎである。ボーシも周囲の人々と一緒に盛り上がり，知らない人たちとハイタッチをし

て喜び合ったという。 

ところが試合放送中，喜びのあまり数人が観客席から無人の芝に降りて行って芝の上を走

り回り，これを警備員が追いかけ回すという珍事が起こる。その時，制裁措置として巨大スクリ

ーンのスイッチが切られた。逸脱者が芝から出ない限り，来場者全員の連帯責任として映像

は観させないというわけである。ボーシは，この真っ黒のスクリーンを強烈に覚えているという。

何も映っていないスクリーンを見ることで，彼は一瞬我に返り，パブリック・ビューイングを俯瞰

するように経験することができたのではないだろうか。 

 さて，芝への乱入事件は，日本代表の勝利が決まった瞬間の，試合終了直後にもう一度起

きた。観客は試合が終われば，もはやスクリーンを切られても困らないと学んでいたのである。

興奮した人々が芝になだれ込む中，ボーシは豊田から名古屋に向かう最終電車の時間を気

にしていた。一緒に来た友人は芝に入ってしまったが，ボーシはすぐにスタジアムを出て駅

まで走った。友人とは既にはぐれてしまっており，彼は大混雑の中を「ニッポン！ニッポン！」

と声をあげながら走った。周りにいる人の群れからもボーシのコールにあわせて掛け声があ

がった。この出来事がボーシには嬉しく，ボーシの説明によれば，早く学校でみんなに言い

たいと思っていたという。ボーシにとって，日本コールをした出来事は誇らしげな高揚感ととも

に記憶されている。 

翌日学校に行くと，芝への乱入と次回のパブリック・ビューイング開催中止がニュースにな

っており，さらには芝に入った友人が荷物を無くして大変な目にあったと聞かされる。同時に，

この事件に関する同級生たちの冷めた言動に，周囲との間に温度差のあることが明らかにな

る。 

 こうした周囲の反応もあってか，その後，ボーシはすぐに日常生活に戻って行ったという。

海外サッカーの試合中継を友人と観ることもあるが，これは幼い頃からの父親の影響である
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ため，家族のプライベートな思い出と結びついていくものである。一方で，こうした楽しい集

団視聴の経験を再び得たいとも彼は述べる。この発言は，パブリック・ビューイング経験後の

状況について筆者に尋ねられた際に「唯一ちょっと変わったのが，そういう機会があったらま

た行ってみようっていう風に思うようになったくらい」である，という発言と共になされているた

めに，「語ること」によって生成された筆者への配慮である可能性もあるが，2002年のパブリッ

ク・ビューイング経験以降に，ボーシにとってより好ましいコンテンツである野球のパブリック・

ビューイングへの参加に繋がっているとも考えられる。 

 ボーシは 2002年のパブリック・ビューイング体験を，2004年の中日ドラゴンズが優勝した試

合であるナゴヤドームでのパブリック・ビューイング体験と行き来しながら語っている。ボーシ

の語りによれば，彼自身が不思議に感じるのは，2004年の中日ドラゴンズの試合中継では，

同行者全員が野球ファンであったにもかかわらず，その経験が盛り上がりに欠け，つまらな

かったことである。野球のパブリック・ビューイングの応援では「映像を見ながら生の試合と同

じことをしてるだけ」であった，という発言からも，中日ドラゴンズの経験の場合，パブリック・ビ

ューイングをスクリーンの中の出来事と見なし，生きた体験として経験できず，パブリック・ビュ

ーイングの現場と結びつくことができなかったと考えられる。 
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2-2.インフォーマント#2 キーコ 

 

図 2：インフォーマント#2 キーコの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 高校生の時，2002年のトヨタスタジアムでのパブリック・ビューイングへ，日本のユニフ

ォームを着てタオルを巻いて，友人たちと一緒に参加した。会場全体が日本を応援して

いるから湧き具合が普通の試合とは違った。【画面は全然見えなかった】から，【周囲の

歓声に合わせて】ワーっとやった。今試合がどうなっているのかを友人に確認し，普通の

サッカー観戦と同じように，声あげ跳び跳ね，手を叩いた。画面は見えないけど，【周り

の空気を読みつつ】柔軟に。ワールドカップの期間中には，他にも友人たちと電気屋さ

んでテレビ観戦したり，高校の教室を使って小さなパブリック・ビューイングをしたり，【普

段許されないことが許されるような雰囲気】があった。【普段は距離がある人を，同じ日本

人だと感じる】。その時一緒に国旗を振ることに抵抗もないし嫌悪感もない。そうやって
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感じる機会ってあまりないけど，ワールドカップが続いている間はあった。日本人が活躍

したニュースを見た時のように，日常には戻っても，日本人としてのプライドみたいなの

は，多少は大きくなる。 

 大学生になって，2007年に留学先のアメリカの大学寮の談話室でスーパーボウルの

中継を集まって観た。その時は画面もよく見えたし，ハーフタイムのショーやダンスも面

白くて，落ち着いて観られた。 

（537字） 

 

 キーコは 2002年のワールドカップが盛り上がって行く雰囲気の中で，友人からパブリック・

ビューイングの情報を聞いた。彼女の説明によれば，もともと，「１人で観たくない」という気持

ちがあったために，ユニフォームを購入して友人たちとトヨタスタジアムへ行くことにしたので

ある（ボーシとキーコには面識がない状態で，同じイベントに参加していたと思われる）。 

 パブリック・ビューイングのイベントに参加するのは彼女にとって初めての経験だったため

に，「みんなで映像を見るもの，くらいの認識」であった。しかし会場に向かう道中，電車にユ

ニフォーム姿の乗客が多くいたことや「これから何かがはじまるぞ」というわくわくしたムードに

期待も徐々に高まっていったという。 

 会場に着いて分かったことは，設置されているスクリーンが全く見えなかったことである。結

局彼女は最初から最後までスクリーンを見られなかったため，周囲の人々に注目することに

なった。つまり，彼女の言葉を借りれば，「周りの空気を読みつつ」「臨機応変に」「みんなに

合わせてワーッとやる」のである。 

試合中には，観客が芝に入り込む事件が起きた。キーコはそれをいけないことだとしなが

らも，「普段許されないことが許されるような雰囲気」があったとも認めている。見知らぬ周囲

の人々と目配せすることも，彼女の日常では考えられない特別なことだった。日常からの逸

脱は儀礼においてしばしば指摘されることだが，キーコはそれを周囲の人々を観察し喜怒哀

楽を真似ることで体験したと言える。実際，彼女は試合中に芝生に観客が乱入する事件をは

っきりとは見ておらず，ボーシが詳細に述べた，制裁措置としてのスクリーンの遮断も，記憶

には無いようであった。彼女にとってこのイベントにおける現場での発見の中心的なエピソー

ドは，「とにかく（筆者注：スクリーンが）観えな」かったことであり，スクリーンの見えない状況で

あるがゆえに付随して起こった，状況を察するために周囲へ働きかけ，周囲を真似るという

彼女自身の実践である。 

中継映像が全く見えないという状況にもかかわらず，キーコは周囲との一体感を得ていた

と考えられる。キーコの説明によれば，たとえば，ワールドカップ期間中には，見知らぬ観客

や日本代表メンバーなど，「普段は距離がある人」を「同じ日本人だと感じ」ていたと述べてい

る。「私たち」で「一つのチーム」だと感じるようになっていったのである。また，少なくともパブ

リック・ビューイングにおいては，国旗・国歌への抵抗感がないことも明かしている。 

 キーコが観戦した試合は日本が勝利したため，この時の気分は「日本人が活躍するニュー

ス」を聞いた後のような誇らしい気持ちであり，「日本人としてのプライドが少し大きく」なった

ような気もしたという。ところが数日後には，このような中継番組は「家で観ればいい」という感
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想にあっけなく落ち着いてしまう。なぜなら，実際彼女は画面を観られなかったし，「大画面

で観る必要はない」と思ったからだ。キーコは試合中 1度もまともに画面を観られなかったが

「満足した」ので，スクリーンにこだわらないという結論には納得できる。 

加えてキーコは最近映画館などでやっているパブリック・ビューイングには行きたくないと

述べ，理由として「みんなで」観たいからだと言う。映画館の座席は個々人が 1人になって画

面と向き合うよう設計上の配慮がされている場所であり，そうした場所で画面を見つめるくら

いならば家で観れば良いのだろう。画面が全く観えなかったパブリック・ビューイング体験は

偶発的で 1回きりの出来事であり，周囲の人々を通じてイベントを経験することは，それほど

何度も起きるものではないと彼女は理解していたのかもしれない。 

また，彼女は 2002年のワールドカップ期間中，他にもいくつか集団視聴経験をしたと話し

た。一つは高校の教室で放課後に行われたというパブリック・ビューイングであり，もう一つは

家電量販店で友人とサッカーの試合中継を観た経験である。これらの経験について，キーコ

はほとんど覚えていなかったが，これらについては同行したインフォーマント#5のモイが中心

的に語っている。 

 キーコは大学生になってアメリカに留学する経験があった。ちょうど留学先の地元チームが

スーパーボウルの決勝戦に進み，優勝を決めた試合を彼女は寮で友人たちと 20名ほどでこ

ぢんまりと観た。この時には画面もよく観られたし，内容が面白かったことをよく覚えている。

地元チームの Tシャツを着ている学生たちもいたが，彼女は買わなかった。この時の出来事

は， 2002年とは異なる視聴体験だと言える。 
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2-3.インフォーマント#3 チキ 

 

図 3：インフォーマント#3 チキの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

2002年の時，名古屋大学の北部生協食堂で観た。個人的には，【見知った数人で限

定された場所で一緒に見るほうが，周りを気にせず自由に楽しめる】。この時は【大学と

いう縛り】があったから入りやすかった。入学して半年経ったばかりの頃で，同じ授業を

受けていた人たちと観に行った。 

パブリック・ビューイング自体が初めてだったので，どうやって見るものなんだろうと俯

瞰するように会場に居た。最初は試合に集中していたが，日本に点が入った瞬間に会

場が爆発したように盛り上がって【一体感ってもの】を感じ，そこから会場に意識が向い

た。【これがやりたかったんだ】っていう感じがした。【会場のみんなで盛り上がってるとこ

ろへ自分を一体化させるような雰囲気】だった。それ以降は試合内容をあまり覚えてい
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ない。つまり，試合を見ている感覚と会場にいる感覚はそれぞれ別にあるということだ。

会場の空気を楽しんでいる時は試合あんまり見てなかったりするし，試合をよく覚えてい

るのは一人で見た場合が多いと思う。俺は【ある一瞬に歓声があげれるだけでもう十分】

だった。 

試合が終わった後，小野というユニフォームを着ていた人と稲本というユニフォームを

着た人が【ユニフォーム交換】していた。その 2人は注目の的だったし，凄く印象的だっ

たから，過去を振り返らなくても覚えている。 

（543字） 

 

 チキは 2002年に大学へ進学し，名古屋で 1人暮らしを始めた。サッカーは小学校から高

校まで続けており，故郷のチームへの愛着もある。だが名古屋に来て以来サッカーとも疎遠

になり，今となっては「詳しくない」という。しかしこの言葉を額面通り受け取ることはできない。

というのも，彼はサッカーやワールドカップについて饒舌なインフォーマントであるからだ。彼

がサッカーというコンテンツに思い入れがあることは，後段で示すように，インタビューの中で

語られたエピソードの厚みからも明らかである。 

とはいえ，サッカー経験や J リーグに対する思いと，2002年のパブリック・ビューイング体験

がダイレクトに結びついているかといえば，それは定かではない。むしろ，サッカーはチキに

とって故郷の思い出と結びついており，名古屋でのパブリック・ビューイング体験とは切り離さ

れて理解されているようだった。その意味で，彼の，「今は詳しくない」という言葉は，語りの議

題であったパブリック・ビューイング体験と，故郷でのサッカー体験との関係に距離を置く発

言であったとも考えられる。事実，パブリック・ビューイングをめぐる発話には，サッカーへの

思いや故郷での経験は一切入り込んでいない。 

 さて，チキの名古屋での新生活が始まってしばらくした頃にワールドカップが始まった。生

協食堂でパブリック・ビューイングが開催されるというイベント告知を学内で見て，同じ授業を

とっていた人たち，まだそれほど親しくはない同学科の知り合いと一緒に行くことにした。チ

キ本人は「暇だった」から，とは言うものの，名古屋での生活に馴染もうという努力のあらわれ

だったかもしれない。 

 会場は混んでいた。チキはギリギリの時間に会場に入り，スクリーンを見て試合展開を追っ

ていた。試合の様子を目で追いながら，彼は彼自身が会場で見知らぬ人たちと共に居ること

に違和感を覚えていた。その場にどのようにして自分を馴染ませればいいのか分からず，躊

躇している段階であったと思われる。 

試合が進み，日本チームに点が入った時，会場がワッと湧いた。その瞬間のことをチキは

よく覚えている。彼は思わず大声をあげていた。声をあげながら我に返り，自分自身がこの

会場で皆と一緒に見ている状況を一瞬で再認識したのである。チキの説明によれば，この瞬

間，「一体感」とともに，自分自身がパブリック・ビューイングに居る必然性，つまり「これがやり

たかったんだ」という気持ちを理解した。この後，チキの意識は会場全体へ向かい，以降の

試合内容を覚えていないという。チキはその瞬間から，「自分をそこ（会場）に一体化させ」よ
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うとし始めたのである。チキのパブリック・ビューイング体験は，新入生時代の初夏の，大学生

活に馴染み始めるチキ自身の姿と重なるようだ。 

 試合中継が終わった後，会場で目の前にいた2人の学生が，着ていた青いユニフォームを

脱いで交換していた。この 2人の姿はチキにとって大きなインパクトがあった。10年経った現

在，新入生時代に生協食堂で体験したパブリック・ビューイングを思い返すとき，チキにはま

ずこのユニフォーム交換する 2人の学生が思い浮かぶという。彼らを見てチキは自分自身が

「歓声が上げられるだけでもう十分」だと納得した。チキの言葉を借りれば，「自分がああでき

るかっていうと多分できないと思う」し，「抵抗感がある」。試合後にユニフォーム交換をする 2

人は，チキのパブリック・ビューイング体験を印象づける象徴的な出来事であっただけでなく，

見知らぬ人々と一緒では自分自身を解放することはできないチキ自身をチキに突きつけた

のである。 

 結局のところ，彼はこのイベントに同行した人々と，現在に至るまでそれほど親しい付き合

いをしていないという。このイベントは，彼にとってネットワークの形成や強化というよりはむし

ろ，自らを日常的なネットワークからいったん切り離された存在として経験することであったと

も考えられる。 

 その後，チキは研究室の仲間たちだけで，カラオケボックスで試合中継を見る経験をした。

この時には解放された気分になることができたという。メンバー構成に一定の縛りがあれば，

自己を解放できるのだと彼は語っている。 

 改めてパブリック・ビューイング体験が楽しかったかと問うと，チキは困ったように「そこまで

でもない」と述べている。「嫌ではない」が「すすんで出てくることではない」。「冷静」になった

後では，打ち解けた人々との親密な領域内での自己の「解放」へと向かっていくことになっ

た。 
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2-4.インフォーマント#4 リー 

 

図 4：インフォーマント#4 リーの参加プロセス（第１回図化） 

 

インタビュー要約 

 2002年，学部 1年の時に，名古屋大学の北部生協の食堂でワールドカップの日本戦

を観た。その時間帯はもともと授業があったが試合があるという理由で中止になり，空き

時間ができたので同じ授業を受けていた友人と参加することにした。普段食事している

場所の机の配置が変わり，テーブルの上で立って観たので【非日常の体験】ができたし，

楽しかった。多くの人が知っている【歴史的な出来事】が起こったその時，自分は何をし

ていたかというのは話のネタになる。ワールドカップという一つの大きな行事があった時

間を大勢の人と共有できたのはいい体験だったと思うし，その【友人との思い出の一つ】

となっている。 

またその 2週間前には別の友人と名古屋駅の新幹線の待合室で見知らぬサラリーマ

ンたちと一緒に日本戦を観た。印象的だったのは試合の後，せっかくだからと【有料特
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急に乗って友人と帰ったこと】だ。名古屋駅の夜景パノラマを空いた車内から見て，贅沢

な気持ちになった。これもサッカー観戦にまつわる【友人との思い出の一つ】だ。 

ただ，その時の試合の内容はどうかと訊かれると，【熱心なサッカーファン】なら詳細を

多く語れるだろうが，具体的に覚えていないのが申し訳なく思う。自己の思い出として構

築されたストーリーの中で末節とみなされた出来事は本質的に記憶には残らないのかも

しれない。 

（550字） 

 

 リーは大学 1年時に大学生協食堂でのパブリック・ビューイングを体験した（チキとリーは面

識がない状態で，同じイベントに参加していたと思われる）。今回のインタビューでは，生協

食堂で経験した視聴経験が中心に語られている。しかし，その 2週間前に，リーは友人と 2

人で，ワールドカップの試合中継を名古屋駅の新幹線待合室で観るという，もう一つの集団

視聴を体験していた。そこで，まず，生協食堂でのパブリック・ビューイング体験にとって重要

な参照事項となる新幹線待合室での集団視聴経験について説明する。 

リーは当日，友人と 2人で名古屋駅へ向かったが，期待していたパブリック・ビューイング

は駅構内に見られなかった。そこで新幹線の待合室に行けば見られるのではないかと「閃い

て」，入場券を買って待合室へ行き，背広を着たサラリーマンたちと一緒に試合を見ることが

できたのである。「うちらみたいな目的意識で来たやついない」という自らの「チョイスの素晴

らしさ」に「酔っとった」のだとリーは語る。 

サラリーマンたちと試合を観た後で，友人と 2人で「今日はせっかくだから」と，「名鉄パノラ

マ」の有料特急で帰宅することにした。2人は同郷であったため，同じ方面へ向かう列車に乗

った。この時，特急の広い窓から観た名古屋の素晴らしい夜景を，リーは今でも覚えている。

空いた最後尾車内に友人と 2人座って，「贅沢な気分を味わった」。リーと友人との思い出の

一つである。 

 その後，リーは生協食堂でパブリック・ビューイングを経験した。普段食事をするテーブル

や椅子の上に立つのは「変な感じ」であった。盛り上がった様子を覚えているが，リー自身は

うまく乗り切れたように思えなかったという。それでも，臨時に設置されたスクリーンや仮説的

に集団視聴会場に仕立てられた食堂の様子，テーブルの上に靴を脱いで立つという違和感

を覚えているとリーは語っている。 

 リーにとって，パブリック・ビューイングの経験は，生活圏内の日常的な空間が非日常的な

イベントに転用されることへの面白さと共にあるようだ。名古屋駅の新幹線待合室での経験

については本論の定義で言う仮説性を持った「イベント」だと完全には断定できないのだが，

この出来事は象徴的であり，待合室を視聴場所として選んだこと自体の自賛と満足でほぼエ

ピソードは終了している。興味深いのは，むしろその後である。つまり，非日常的なイベントを

作り出そうと奔走した彼らが最後に何の気なしに乗った特急電車で思いがけない美しい夜景

を共有することになり，そのことが「贅沢」で非日常な風景としてリーの記憶に焼き付き，友人

との思い出の一つとして位置づけられたのである。 



96 

 リーはインタビュー中，自身がサッカーについて興味がなく，パブリック・ビューイングでの

試合内容をほとんど覚えていないことにたびたび呆然とし，そのことを謝っている。試合内容

を思い出せず，美しい夜景を覚えている自分自身を顧みて，リーは複数のエピソードを参照

事項として加えている。 

たとえば自身の所属する研究所で展開している小学生の社会見学受け入れについてで

ある。彼はこれまで宇宙の物質について興味を持ってもらおうと小学生に対し必死に語って

きたが，子供たちが送ってきた感想の手紙の中でリーの意図に反し「得体の知れないまとめ」

をしている姿が，まさにインタビュー時の彼自身だと感じたのである。ここで彼が述べている

「得体の知れないまとめ」とは，唯一の主体であるかのように思われた主催者の意図を裏切る

回答であり，「ねらい」を外れたところに存在する参加者個人に特有の，個々の体験の中核

であると考えられる。 

さらに，歴史的な出来事への参加という側面からは，東日本大震災当日の記憶について

語っている。他者と共通の話題になり得る出来事としてパブリック・ビューイング参加の動機

を見出そうとするものの，実際に彼はこれまで 2002年のパブリック・ビューイング経験につい

て特に他者と語り合ったことがないことに思い当たり，結局は「ファン」でもないサッカーの試

合中継を観に行った理由を説明できず自分自身への困惑を深めることになった。 
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2-5.インフォーマント#5 モイ 

 

図 5：インフォーマント#5モイの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 2002年の時，高校の音楽室に大きいテレビを持ち込んでみんなで試合中継を観た。

まとまって床に座って観て，盛り上がってくると立ち上がってはしゃいだ。顔だけ知って

いるような【他学科の子たち】が顔に国旗を描いたりユニフォームを着て来ていて，そう

いうのを知ってる人がやってるのを見たことがなかったから，新鮮だったし面白かった。

その学科の人たちとは，その場が【唯一接点】だったと思う。 

私は部活が同じ友達と一緒に座っていて，その人たちと一緒にハイタッチしはしなかっ

た。変に知ってる人だからハイタッチもやりにくかったのかもしれない。ただ，【クラスも違

う人】と一緒に見て盛り上がれるのは楽しいし，仲間だけじゃなくて，みんなもどうぞみた

いな感じでやってくれたのはすごくありがたい。その人たちは楽しそうにしていたけど，
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【何をしていたかが全然分からない】の。でも【楽しそうにしているのを見ているだけで楽

しかった】。 

みんなで見た後って，【自分のなかでブーム】になる。その後も試合があると家で見ち

ゃったりした。 

他に 2002年で覚えているのは，試合を友人たちと家電量販店に観に行ったことだ。イ

ケメンの選手が交代するので口々に文句を言っていたら，出てくる選手が凄く可愛かっ

た。全然試合と関係ないけど，その場で面白がっていて，記憶に残っている。 

（544字） 

 

 2002年，モイは「部活のために学校行った」というほど部活動が好きな高校生であった。ワ

ールドカップ期間中，普段使われていない広い教室へ大きなテレビを持ち込んだパブリッ

ク・ビューイングが，おそらく他学科の生徒たちによって企画されたと部活の友人に聞き，一

緒に行こうと誘われたために参加した。 

 モイによると，彼女自身，サッカーのファンでないどころか，スポーツを観戦する習慣そのも

のがなかった。スポーツ観戦に行く人々がどのような人であるかは，彼女はテレビのニュース

で見かけて知っている程度である。したがって，モイはテレビで見た彼らの姿を思い出し，楽

しそうだと感じたために参加したようである。 

 モイは，学校全体の 9割を占める「普通科」の生徒であり，異なるカリキュラムで学校生活を

送っている残り 1割の他学科の人たちのことは，顔を知っている程度で接点がなかった。他

学科の生徒たちは当日，ユニフォームを着込みフェイスペイントをして会場となる教室に現

れた。モイはニュースで見た格好をした他学科の人々を「まさかこんな身近で見るとは」と眺

めていたと語った。 

 試合中，モイは部活の友人たちと固まって過ごした。盛り上がれば立ち上がってはしゃぎ，

時々座りもした。試合観戦用の格好をした他学科の人々とは接触しなかったが，彼らが楽し

そうにしている様子は視界に入っていた。実際には，彼らが何を話し，なぜ楽しそうにしてい

たのかは分からない。ただ，モイは「楽しそうにしてるのを見るのも楽しかった」のだという。 

モイは，パブリック・ビューイングを，普段会わない人々と一緒になって一つの体験をする

機会であったと述べるが，実際にはパブリック・ビューイング会場となった教室の中で，彼らと

話をすることはなかった。このことについて，彼女は「その後も，会うかもしれない」ことを理由

に挙げている。授業が終わった後，ユニフォームにも着替えず，普段着のまま参加したことか

らも，モイの日常生活の延長線上にあったという意識が強かったのかもしれない。これをきっ

かけにモイが他学科の人々と仲良くなるということもなく，これがモイにとって高校生活で唯一

の彼らとの接点であった。 

 さて，モイにとってのパブリック・ビューイングは，「ニュースで見る」ような人々（＝他学科の

生徒たち）の姿を見ることで経験されたと考えられる。モイの普段の高校生活は部活一色で

ある。実際，パブリック・ビューイングの場でも，モイは部活の友人たちと固まって座っていた。

しかし部活の仲間という日常を引きずりながらも，初めて「身近で見る」他学科の人々の振る

舞いが，モイの日常的高校生活で埋没していた非日常が浮き上がらせたと言えるだろう。 
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 その後，サッカーの試合を見ることはモイの中で個人的なブームになったという。たとえば

家で 1人サッカーを見たり，家電量販店のテレビ売り場で友人と 3人で試合中継を見たりもし

た。しかし「自分の中」の「ブーム」が去るとサッカー中継を見ることはなくなった。 

 パブリック・ビューイング経験後に，個人的なブームとして自宅や友達数人との試合中継の

視聴へとスライドしていく様子は興味深い。いずれにせよモイは実際にはそれほどサッカー

への興味はないらしく，家電量販店に行った際には選手の容姿についてあれこれ言い合っ

たことが楽しい記憶として残されているのみである。 

 大学進学後，サッカーの試合中継を知らない人々と共に近所の居酒屋で見る機会はもう 1

度巡ってきた。この時は席で通常のように食事をとりながら視聴したので，「バラバラな感じ」

だったという。その後に「自分の中で」の「ブーム」はやってこなかった。 

 

3. ドイツ人インフォーマントの個別性の確認 

さて，ここまで日本人インフォーマントのインタビュー内容について，その個別性に配慮し

ながら記述してきた。 

各日本人インフォーマントに関する個別性の確認に引き続き，ここではドイツ人インフォー

マントのインタビューデータについて 1人ずつ見ていく。ここでも，分析工程第 1段階および

第 2 段階を同時に示し，ドイツ人インフォーマントの参加プロセスの要約と第 1 回図化，およ

びその個別性の確認のための解釈を記述する。 

ここでも，要約について，この段階で重要だと思われる発話に【】で印をつけている。 
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3-1.インフォーマント#6 ニコ 

 

図 6：インフォーマント#6ニコの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 2006年の時，パブリック・ビューイングに参加した理由についてはあまり考えなかった。

【行くのが当たり前】だったからだ。ブンデスリーガの試合を見に行くのとは違う。 

 2006年には，ドイツ人がナショナル・アイデンティティを見せてもいいか悪いかについ

て，議論があった。他の国では強いようだし，見せてもいいことになっている。しかし実際

には，私は【ドイツのナショナル・アイデンティティを見せるつもりはなかった】。私はサッ

カーがそれほど好きではない。ワールドカップの時少し興味が出るが，やはりそれほど

好きではない。確かに試合の勝ち負けは人の気持ちを左右する。でも，嫌な気持ちが

サッカーをきっかけに起きたとしても，結局，日常生活に問題があるのだ。【私は大丈夫

だと思っていた】が，周囲の落ち込みや興奮に少し影響された。 
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 2006年の時には，私たちはドイツに誇りを持っても良いのだと思った。以降，誇りを見

せてもいいか，見せるのが悪いかは，【もう考えなかった】。それは 1番大きく変わったこ

とで，1番重要なことだ。第三帝国は既に過ぎ去って，生活の質も変わったのに，現代

人はネガティヴに影響されている。覚えておくこと，頭に入れておくことは重要だが，ナ

ショナル・アイデンティティがそれで【揺らぐべきではない】と思う。 

（533字） 

 

 なぜ 2006年にパブリック・ビューイングへ参加することになったのか，ニコには思い出せな

いという。このイベントに行くのは，2006年当時，若者たちにとって当たり前で，考えるまでも

ないことだった。彼は特にサッカーファンではないというし，ドイツ国内リーグであるブンデスリ

ーガも観ないが，その時は周囲の雰囲気の中で，ごく当然のこととして会場へ赴いたようであ

る。ニコが参加動機について具体的な説明をできないからといって，彼が特別に周囲に流さ

れやすい例外的な参加者だと見なすことはできない。なぜなら，このパブリック・ビューイング

がそもそも，どこでも視聴可能なテレビ放送をコンテンツとしていること自体が，作り出された

「必要」を求める形で人々に受容されているわけではないことを物語っているからである。曖

昧な参加動機，コンテンツへの薄い興味関心は，パブリック・ビューイングが彼にとって目的

なのではなく，それを通じて変化を起こすに至る「経過」として機能したと捉えることで理解で

きる。 

 広場のパブリック・ビューイングに行くと，そこには女性や家族連れなど，国内リーグの危険

なイメージがあるファンとは異なる様々な人がいた。一緒に盛り上がりながら，そこに，集団全

体のダイナミックな勢いを感じたとニコは述べている。自分たちが「強い感じ」がして，それは

試合が進む度に大きくなっていったという。 

 ドイツ人がドイツ国旗を振り公の場でアイデンティティの表明をすることについて，当時は多

くの議論があったという。ニコの説明によれば，それまではドイツへの誇りを「感じていいか分

からな」かった。ただ，ドイツへの誇りを人に見せるのは「良くない」ことだというのは感じ取っ

ていた。 

 ニコはそれほどサッカーが好きではないため，「ダイナミック」な盛り上がりが最高潮に達し

ながらドイツチームが試合に負けた時にも，個人的にはそれほど影響されないと思っていた

という。周囲の盛り上がりの中で自身の感情が上下することには距離を取ろうとしていたよう

にも見える。 

 試合が終わった帰り道，近くのパブで落ち込んだ中年男性に遭遇したエピソードについて

ニコは語っている。男は泣きながらサッカーの残念な結果について語った。次第に男の愚痴

の内容は，サッカーから家族のこと，仕事のことに移っていった。ニコは次のように考えた。こ

の男の辛い気持ちは，サッカーがきっかけでやってきたかもしれない。けれど，問題は日常

生活にある。日常の中に辛いことや寂しい思いを抱えているのである。パブリック・ビューイン

グにいた人々も，散り散りになりながら，皆，笑わない。そう考えた時，ニコは少し集団の「敗

北」の雰囲気に影響されたように思ったと語っている。 
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 ニコにとっては，この「泣く男」との出会いが，パブリック・ビューイングをめぐるイベントにお

ける「現場での発見」であり，パブリック・ビューイングを経験した自分自身を俯瞰して捉える

ような，自己省察のきっかけをもたらすものであったと考えられる。同時に，「泣く男」との接触

は，ニコが自分自身とそれほど関係があると考えていなかったかもしれないサッカーによる興

奮が，自己と地続きで捉えられ，「大丈夫だと思っていた」ものの「少し影響された」ことを自

覚するきっかけになったとも思われる。 

 この一連のお祭り騒ぎが終わった後，ニコは，ドイツに誇りをもつことがもはや「恥ずかしく

ない」のだと気づいた。加えて，ニコは「ドイツを好きだという気持ちを見せていいか悪いか，

もう考えなくてもいい」ことが重要なのだとも述べている。「恥ずかしくない」「考えなくてもいい」

という言い回しは，ドイツ国旗を振ることが純粋なナショナリズムの爆発でないことを表してい

る。むしろそれまで，ドイツ人の誇りの表明を「恥ずかしい」「よく考えなければならない」と思

い込んでいたために硬直していた自己の考えから解放されたかのようである。 

 そこで，「外国では自国への誇りを見せていいことになっている」のに対し，自分自身がドイ

ツ人であることの誇りを見せられなかった事態に異常を感じるのである。ナチズムの時代は

過ぎ去り，「世代が変わった」にもかかわらず，相変わらず過去に縛られていたことを，パブリ

ック・ビューイングで国旗を振りドイツへの誇りを表明し，さらに「泣く男」との遭遇によってそ

の価値を自覚したとも言えるかもしれない。 
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3-2.インフォーマント#7 プンチ 

 

図 7：インフォーマント#7プンチの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 2006年にはバイエルン州で，民族祭のテントの中でパブリック・ビューイングを経験し

た。【民族祭】には両親に車で連れて行ってもらった。 

映像を見る段になって，みんなすごくカッカしていた。みんなベンチやテーブルの上に

立ちあがっていた。ドイツが負けてしまうと，みんなおいおい泣いていた。【私は本当の

ファンじゃない】。ワールドカップのファンだから。14歳くらいの女の子たちばかりまわり

に座っていて，ずっとお喋りしていたし，【迷惑だったかもしれない】。１リットルのビール
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の壺を一つ買って，初対面の人もあわせて5人くらいで回し飲みをした。もちろん【モット

ーに従って応援はしていた】けれど，負けたからって【個人的喪失は起きない】。 

ところが 2006年を境に雰囲気は変わった。みんなが車や庭に国旗をたてはじめて，

あんなのは初めて見た。【突然スイッチが切り替わったように】，「私たちは自分の国に誇

りを持っていいんだ」と思った。だけど自国へ急に誇りを持つのは難しい。 

その後 2010年の時には頻繁にパブリック・ビューイングに行った。でもある試合でドイ

ツ人観客が相手チームに悪態をつきはじめて，いやな感じがした。その後色々考えて，

少し冷めたかもしれない。私はこのグループ・ダイナミクスの一員になりたくないと思っ

た。 

（526字） 

 

プンチは，彼女の出身地であるバイエルン州の民族祭である「オクトーバーフェスト」という

ビール祭で使われた巨大なテントでパブリック・ビューイングが行われたために，しばしばこ

のイベントを「民族祭」と呼ぶ。小さな田舎の村に住む彼女は当時ティーンエイジャーで，親

に頼み込んで車で送ってもらった。彼女にとってみれば，このパブリック・ビューイング経験

は，「田舎の村の文脈」の中にあらわれた非日常であった。 

 プンチにとって，そのイベントはまさに「民族祭」であったという。移動遊園地ができていて，

浮かれた雰囲気だった。彼女はテントの中でテーブルにつき，巨大なビールのジョッキを周

りに座った友人たちとまわし飲みした。テントの中に張ってあるスクリーンに試合中継が映し

出されると，人々はテーブルや椅子の上にあがり，みんなで歌を歌った。彼女は女の子たち

とどの選手が格好いいと言い合ってはクスクスと笑って過ごした。彼女はこのイベントを，バイ

エルンの村のローカルな文脈に位置づけている。 

 ところがこの楽しい「民族祭」の雰囲気は，ドイツチームが試合に負けたことで一転する。大

人の男たちが，座り込んで号泣し始めたのである。大人たちの号泣は彼女にとってショッキン

グな出来事であり，大きなインパクトがあった。彼女は大人たちを見て，「世界が終わるわけじ

ゃないでしょう」と考えたという。 

 したがって彼女は，2006年に「スイッチが切り替わったように」「私たちはドイツに誇りを持っ

てもいいんだ」「私はドイツ人で，それって素晴らしい」的風潮が生まれたことに戸惑った。こ

の出来事について彼女は次のように語っている。少々長いが，引用してみよう。 

 

思うんだけど，2006年に，みんなが車とかにこんな旗をつけたりし始めて，突然ドイツ国

旗をつけてね。それまではそんな光景見たことがなかった。いきなり誰もがドイツ国旗を

庭とか車に立てたの。自分自身でね。実際それはちょっと過度な感じがしたけど。「私た

ちはドイツだ，私たちはドイツだ，私たちはドイツに誇りを持つことができるし，今やそれ

を自覚していている，オーケー，クールでしょ」って。それで 2010年はもうちょっとそれが

続いたけど私が気づいたのは，2006年は正真正銘だったの。あれはほんとに，みんな

そう思ってたのよ。みんな一緒にパブリック・ビューイングに行ってね。2006年は，だから，

いずれにせよ，すごく印象的だったのよ。よく分かんないけど，2006年はすごく特別だっ
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た。ほんとに，ちょっと突然スイッチが切り替わったみたいになったの。「私たちは自国に

誇りを持っても良いんだ」って。（...）うん，私は社会がかなり変わったと思う。思うんだけ

ど，社会はもっと，えっと，自信を持つのが簡単になったと思う。そうなの。私たちはドイ

ツへの誇りを持てる，持っても良い，そう，持てるようになった。 

 

ドイツ人であることを誇りに思ってもよいことが分かったと述べつつ，加えて，プンチは自分

自身がドイツ人であることに「急に誇りを持つのは難しい」とも言う。なぜなら，彼女は自分自

身を「批判的」だと考えているからだ。ところが同時に，「他の国の人はみんな自分の国に誇

りを持っているのに」，とも思う。自分自身の戸惑いの原因として，「ナチズムの過去をいつも

頭にいれている」ことを挙げながらも，これは所詮「社会全体からの受け売り」にすぎないとも

思っている。 

 「私の世界とは関係ない」という台詞は，プンチの語りの中で時折登場する。たとえばこの

男たちが号泣したのを見た時，あるいは後に参加したパブリック・ビューイングで，相手チー

ムに悪態をつくドイツ人を見た時の話しをしていると，途端に「私は批判的なのだ」というスタ

ンスをインタビュアーである筆者に対して示そうとする。「このグループ・ダイナミズムの一員

になりたくない」と強く繰り返す。しかし注目すべきなのは，こう言いながらも彼女が何度もパ

ブリック・ビューイングへ足を運んでいる事実そのものである。彼女のパブリック・ビューイング

体験の少し冷めたような態度や「私は人とは違う」という発言は，実際には彼女がこのイベント

を繰り返し経験し，大勢の人々とふれあうことと表裏一体である。 

彼女は大学寮で穏やかで「最高」のパブリック・ビューイングに参加したこともある。見知ら

ぬ人々と声を掛け合い，「普段しないようなことができる」経験をした。このような「最高」の場

合も「私の世界とは関係ない」と言いたくなる場合も含め，彼女のこれらの集合体験が「自分

は人と違う」という思いを強くするとも考えられる。 
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3-3.インフォーマント#8 トニ 

 

図 8：インフォーマント#8 トニの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 2006年はフライブルクの巨大な芝生の公園のパブリック・ビューイングに 2度参加した。

ドイツの試合の時，大学の授業も先生の計らいで休講になった。特別な感じがした。私

はドイチェ・テレコムのキャンペーンで貰ったユニフォームを着ていった。【黒赤金を身

に付けたあんなに多くのドイツ人を見たのが初めて】だった。第二次世界大戦の後，【遠

慮がちになっていた雰囲気があった】から，特別な気持ちになったし，すごく面白かった。

心配された暴動もなにもなく，本当に素晴らしく楽しい出来事だった。すべての人が喜

びに満ちていた。 

 国家への誇りは少し大きくなったかもしれない。【連邦宰相】のメルケルがサッカーファ

ンで，テレビではゴールが決まると客席にいる連邦宰相が手をあげたり隣人に抱きつい

たりしているのを画面で見たのが印象的だ。 
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 私自身，サッカーをするわけでもないし，サッカーファンでもない。ブンデスリーガを見

に行くわけでもない。パブリック・ビューイングは映画館に行くのとは違う。私が映画館に

行くとしたら，それは私が観たい映画があるからだ。パブリック・ビューイングは，【みんな

とそこに居ることが大事】だ。 

 その経験の後，2008年のユーロカップの時に，寮の裏庭でパブリック・ビューイングを

自分で企画した。宣伝もしたから，100人くらい集まってくれた。 

（541字） 

 

 2006 年，パブリック・ビューイングは「社会的なイベント」になっていた。トニは友人に誘われ，

具体的なことはよく分からないまま参加した。この時の気持ちについて，彼は次のように述べ

ている。 

 

うん，それで，モチベーションは本質的にこんな感じだった。「うん，オーケー，そこで試

合を見るんだね，もちろん？」。だけど実際にはもちろん家でもテレビで見られるわけだ

よね。 

 

こうした発話は，他のインフォーマントにも多く見られる。彼も結局，他のインフォーマントと同

様に，突き詰めて考えてみればなぜパブリック・ビューイングに参加したのかはよく分からな

い参加者の 1人であった。 

 広い芝生の公園で，トニは「黒赤金を身に付けたあんなに多くのドイツ人」を初めて目にし，

衝撃を受けたと語っている。トニによると，第二次世界大戦の後，ドイツ人は「遠慮がち」にな

っているように思えていたし，「ドイツへの誇りは持ち得」なかった。なぜなら，黒赤金を身に

つければ「ナチだと思われる」からである。彼はさらに，このイベントが身内のパーティなどで

はなく，様々な人種，年齢，性別の人々で構成されていることを目撃した。連邦宰相のメルケ

ルが直接試合会場まで試合を観に行き，飛び跳ねたり手を叩いたりして感情表現する様子

もテレビ中継された。感情的に振る舞う「本当のファン」もいたし，外国人留学生が，ドイツチ

ームを一生懸命に応援する姿も見た。 

 トニはドイツチームのユニフォームを身につけていたため，結局は彼自身も「黒赤金を身に

つけた」一員であるのだが，彼は一緒になって叫ぶことよりはむしろ，国旗のモチーフを身に

つけた大勢の人々が国旗を振り，共に歌い，喜びを表現する様子を目撃したことに心を動か

されているようだ。そして，この一連の出来事が，暴動もなく政治的なメッセージもなく平和に

終わったことに感銘を受けたのであった。彼はこの光景を自身のカメラに収めていたので，

その写真も見せてもらうことができた。 

 トニにとってパブリック・ビューイングは「素晴らしい」数々のエピソードを目撃することのでき

た特別で楽しい出来事であった。その結果として，彼は 2008年のユーロカップに際しては自

身でパブリック・ビューイングを企画し主催するまでになった。これは，素晴らしい出来事を自

らの手で作り出し，もう 1度それを観たい，という欲求に思われる。実際，トニは面倒見の良い
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人間であり，寮の住人や大学の留学生などを対象に映画鑑賞会や勉強会といった様々な交

流会を開いている。彼はそのような場を提供できた喜びについても語ってくれた。 

 他方で，ドイツへの誇りを示すことに「遠慮がち」だったという以前の状態も，このイベントを

機に変化があったという。この変化について，トニはこう語っている。 

 

国家への自信とか国家意識はすでにすごく強く変わったと思う。すごくポジティブにね，

ドイツ人はこれ以上，強く，「ああ，私たちは第二次世界大戦での歴史に対してもうこれ

以上なにかする必要がないんだ」とかね，今日ではそう思っていると思うよ。どっちでも

いいわけじゃなくて，でもそういうことについて今では心配がないというか。彼らは喜んで

国旗を示すことができるし，国旗に誇りを感じることができるんだ。 

 

この発言からも，2006年に起こったドイツ的なものの表現をめぐる変化については，選択肢

を手に入れたフラットな状態に到達できたという意味での変化であったと考えられる。つまり，

ドイツ国旗に対して好意的・肯定的な意味合いが与えられたことは確かにそうかもしれない

が，これを積極的に示していくというのではなく，国旗を示すことも，示さないことも，周囲の

雰囲気と無関係に，自己決定できると感じられるようになったのだと予想できる。 

外国によく出かけ，外国人との接触が日常的である中で，「外国人に対して（自分が）ドイ

ツ人であると言える」ようになったことで，トニは安堵しただろう。むしろ，ドイツ人であることを

示すことができるようになってはじめて，それまでどれだけドイツ的なものを示すことに対して

躊躇し，緊張していたのかが分かったのかもしれない。 

さらに，彼は女子サッカーなどへの関心の高まりを指摘しつつ，パブリック・ビューイングに

ついて次のようにも述べている。 

 

ドイツ人は今や彼らのナショナルチームを巨大なスポーツ・イベントで応援したくなって

いる。これはつまり，パブリック・ビューイングで一緒に祝いたいとか，パブリック・ビューイ

ングで一緒に見たいってことだ。 

 

こうした判断が，彼を 2008年のイベント主催に導いたとも言える。 
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3-4.インフォーマント#9 ミヒャエル 

 

図 9：インフォーマント#8 ミヒャエルの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

 2006年大会前に，全ての試合が公共の場で見られると新聞で知ったが，その時私は

そのニュースをそれほど重要なことだとは考えなかった。 

 屋外で，1万人もの人と見たことは 1度だけある。でも，おかしな話だけれど，その時の

ことはほとんど【覚えていない】。 

パブリック・ビューイングでは【普段会わないような】，【頭のよくないサッカーファン】と会う

のが面白い。ただ大事なことは，知り合いの小さいグループがあった上で，知らない人

たちと一緒に見ることだ。1人で知らない人たちの中で見るのは良くない。 

試合の後，歩いて帰ったら，街は人でいっぱいで，車の上で【ドイツ人たちが踊って

いた】。注意しにきたはずの警察も嬉しそうで，【みんなで盛り上がった初めての経験】だ
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った。ワールドカップの後，何かが変わったとみんな気付いた。私は，昔から合唱をやっ

ているのだが，パブリック・ビューイングでいつも【応援歌の歌いだしをしていたので，そ

れが誇らしい】。今，私はドイツの国旗をどこかで見かけたら【嬉しい気持ち】になる。た

だ，国旗については変化があったが，試合中の失礼なやじを言える雰囲気の中でさえ，

国歌は歌わない。ましてや 1番は歌わない。それはすごく【深刻な問題を思い出させ

る】。 

（503字） 

 

 ミヒャエルはドイツ人インフォーマントの中で唯一サッカーを日常的にプレイする習慣があり，

ブンデスリーガにも関心を持っている，いわゆる「サッカーファン」である。彼がパブリック・ビ

ューイングに参加するに至った経緯は，当初運営側に予想された通りの典型例だったかもし

れない。つまり，彼は試合のチケットをとることができず，新聞でイベントの告知を読み，それ

ほど期待せずに参加したのである。 

 ところで，彼はサッカー好きであるために，快適でない視聴環境を好まず，基本的には

2006年のワールドカップ期間中は家の中で友人たちと試合を見ていた。その彼が動機付け

として自分自身を楽しませようとしたのが，特に 2008年に参加したパブリック・ビューイングで

の，派手なフェイスペイントをしてそれを人に見せるという心持ちだったと述べている。 

 興味深いのは，会場となった公園を，ワールドカップ期間中には「チュラント・パーク」と呼

ぶという証言である。「ドイツ」はドイツ語で「ドイッチュラント」であるが，大勢の人々が「ドイッ

チュラーント，ドイッチュラーント」と掛け声をかけると「チュラント」だけ聞こえるというのである。

「チュラント」と書かれた Tシャツをコメディアンが着ることもあった。この特別な名称は面白い

言い回しとして話題になり，ミヒャエルの住む街でも若者たちが会場の公園をワールドカップ

期間中だけは「チュラント・パーク」と呼ぶようになったという。 

 このような特別な名称の導入は，寮でのパブリック・ビューイングでも見られた。試合中，選

手交代があり，David という名の黒人選手が入ってきた。彼の名はドイツ語では「ダビド」と発

音する。ところが，すぐに彼がフィールドを走り回って活躍し始めると，パブリック・ビューイン

グの参加者たちは，「デイビット！走れ，デイビット！」と呼び始めた。結局，Davidはこのイベ

ントの間，ずっと「デイビット」という特別な呼び方で呼ばれたという。この二つの特別な名称

に関するエピソードは，ミヒャエルのパブリック・ビューイング体験を象徴する出来事であると

考えられる。イベント期間中にだけ機能する特別な名称は，このイベントが日常とは異なる領

域で起こっていることを示している。 

 また，彼は合唱団に入っているために，会場内でいつも歌いだしを担当できたことを誇りに

思うとも語った。彼によると，ドイツではそれまで，「ドイツ」と書かれた Tシャツを着て街を歩く

ことは「普通」ではなかった。外国の人々が自国への誇りを示すのに，ミヒャエルにはそれを

やりにくかった。ところが今では「チュラント」と書いた Tシャツを着ることができるし，全身を黒

赤金にペイントすることもできる。このようなドイツ人の振る舞いに「外国人も驚いただろう」し，

「ドイツのイメージが変わったら嬉しい」のだという。転換の出来事に「歌いだし」をすることで

貢献したことについて，誇りに思うとミヒャエルは話した。 
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 同時に，彼にとってのこの変化が，必ずしもナチズムの過去を引きずった国歌には及ばな

いことも次のように語っている。 

 

私たちは世界の歴史でたくさん悪いことをした。今，何かしないほうがいい。何もしない

ほうがいい。だから今，リビアの戦争にドイツは参加しない。うん。たくさん悪いことをした

から。でも，旗はオーケー。旗は色が三つだけだ。歌詞はたくさんの重い意味を持って

いる。旗は 2006年のワールドカップで新しい意味をもらった。意味が変わったんだ。 

 

 他方，ミヒャエルはしょっちゅう自宅で視聴パーティを開いたので，彼の部屋は友人コミュニ

ティの中心になり，ネットワークもできたという。パブリック・ビューイングでそのようなことは起き

なかったのと対照的である。 
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3-5.インフォーマント#10 ヤン 

 

図 10：インフォーマント#10ヤンの参加プロセス（第 1回図化） 

 

インタビュー要約 

2006年は毎日のようにパブリック・ビューイングに足を運んだ。私は当時から外国に

興味があった。【移民以外の外国人】と知り合って一緒に盛り上がる貴重な機会だった。

実際私はサッカーに興味が全くなく，テレビでスポーツを見ることもない。 

10万人の人々がドイツ国旗を持って一斉に立ちあがるなど，【以前には考えられなか

った】ことだ。ドイツに誇りを持ち，国旗を振った最初のことだった。【ドイツ人はそれほど

感情的じゃないはず】だけど，あの浮かれた雰囲気はすごく稀なものだった。【それまで

日常生活には国旗も国歌もなかった】が，今では受け入れられるようになった。 

 私は生徒時代，ドイツが不健全でおかしな歴史認識にとらわれていることを友人たちと

よく議論した。それで私は友人と意見があわず，【悔しい思いをした】ものだ。私たちは

戦争も戦後の経済危機も冷戦も分裂時代も経験していない【問題のない世代】だ。それ
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でも，【ドイツでは，ドイツに誇りを持つことは正しくないとされている】んだよ。戦争犯罪

を未だに持ち出される。ドイツは実際に，世界の中でそれほど良い評判があるわけでは

ない。でも 2006年に，ドイツ人は【ホスピタリティや親しみやすさ，ユーモアを外国に見

せられた】。私はそのことに誇りを持つ。 

 以降は【もはや誇りを示すことに疑問がわかなかった】。新しい秩序が生まれたんだ。 

（545） 

 

 ヤンは数か国語を話し，様々な国へ留学等での滞在経験を持つ優秀な研究者である。

2006年には彼は学生で，スポーツとは無縁に過ごしていた。 

 パブリック・ビューイングは，始まる前からすでに有名になっていた。数週間前には街の広

場で着々と工事が進んでいた。ヤンの友人はそのイベントに行きたがり，ヤンは「なんでそん

なところに行かなきゃならないんだ」と感じていた。なぜなら，彼はサッカーどころか，スポー

ツをテレビで観る習慣などなかったからである。 

 ところが，実際に行ってみるとそこが純粋にサッカーを楽しむのとは違う場所だというのは

すぐ分かった。まずヤンにとって，このイベントは，ドイツ人が黒赤金を身につけ，一斉に立

ち上がり，肩を組んで歌う，信じられない光景を目撃し，自身がその一員になる体験であった。

「こんなに多くの人が一緒にドイツ国歌を歌った最初のことのようだ」と彼は語る。 

 彼は常々，「ドイツに誇りを持つのは難しい」が，それは不当なことなのではないかと考えて

いた。ヤンの言葉を借りれば，「第二次世界大戦の後，（ドイツへの誇りの表明は）ほぼ不可

能になった」のであり，そんなことをしたら「ネオナチと言われる」し，実際に彼は生徒時代に

友人たちとこの問題を議論し，納得できなかった経験がある。彼らは「問題のない世代」が暗

黙の了解に従わざるをえず，ドイツへの誇りを持つことをことさら批判されることに長年の不満

を抱えていたのである。彼はアメリカに留学経験があり，アメリカの国旗を持っていたが，ドイ

ツ国旗は持っていなかった。2006年，彼は「ついにドイツ国旗を手に入れた」と語る。 

 ヤンはパブリック・ビューイングでの「新しいナショナリズム」について，外国の新聞の議論を

多く読んでいる。パブリック・ビューイングで彼はすぐに多くの外国人観光客を目に留めた。

これが，大勢のドイツ人の中の 1人として振る舞った出来事と対をなす，彼の経験のもう一つ

の核である。彼の堪能な語学能力を用いて，彼はたくさんの外国人と話す機会を得たのだ。 

 ヤンの興味深い点は，「移民以外の」，おそらくはドイツ語を話さない外国人観光客と会い，

それぞれの国の外国語を話して，ドイツ人の「ユーモア」を見せることができたという証言にあ

る。彼はそこで出会った外国人観光客と連絡先を交換してネットワークを作っていくわけでは

ない。外国人観光客と外国語で会話することそのものが彼にとって大事な出来事であったの

だ。 

 さらに，ドイツへの誇りについても，彼は次のように語っている。 

 

ドイツはこの巨大な祭りを伝えたし，本当にたくさんの国家が，ドイツをすごくポジティブ

な国だと知った。ドイツは実際に，世界の中でそれほど良い評判があるわけではない。

ドイツは，時間厳守とか，秩序だっているとか，エンジニアリングでは世界で良い評判が
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あるけれど，ユーモアや，雰囲気や，友好や，もてなしの評価はない。でもドイツは 2006

年に，よりよいホスト国となり，多くの人々のために友好的で，最高のワールドカップを開

催したことで良い評判を得た。私はそのことに誇りを持つ。 

 

こうした語りの中にも，ドイツに対する世界での評価，外国人からの目線を意識していること

が感じられる。実際に，このような「外国人から見たドイツイメージ」については，第 2章で触

れたとおり，その変化について調査がなされている。 

 同時に，彼が大学在学中に暮らしていた街についても，次のように述べている。 

 

2006年のシュトゥットガルトでのワールドカップは私がシュトゥットガルトで過ごした中で最

高の時間だった。私はシュトゥットガルトが以前にはそれほど好きではなかったけれど，

2006年からは好きになった。なぜなら，この結びつきの後で，すべての最高の思い出が

シュトゥットガルトでできたわけだし，それ以来私はシュトゥットガルトが好きなんだ。そし

てまた，今でも，私は宮殿広場を駆け抜ける時，パブリック・ビューイングのことを思い出

す。 

 

 彼はパブリック・ビューイングを通じて，ドイツに対して誇りを初めて感じることができたとも

述べる。同時に，外国に対してドイツ人のポジティブな面，つまり経済力や生真面目さ，時間

通りであること以外の側面を伝えることに貢献し，彼は自分自身にも誇りを持つことができた

とも考えられる。 

 

4. データに関する量的分析 

さて，これまで，データの分析にあたる第 1 段階および第 2 段階である，要約とインタビュ

ー内容の第 1回図化を試み，さらにインフォーマントの個別性を重視した解釈を試みた。 

次に，分析工程の第 3 段階として，得られたインタビューデータの内容について，概念の

コーディング例および各インフォーマントのデータ分析から得られた概念・カテゴリー・グル

ープについて一覧で提示する。この段階は，筆者がすでに行っている図化というインタビュ

ーデータ分析プロセスが，具体的にはどのようにコード化され，また各コードネームがどの程

度の数量で語られているのかを確認していくために必要であると考える。 

 

4-1. コーディング例一覧 

 ここでデータの大分類について述べておきたい。本研究は，メディア・イベント論が依拠す

る儀礼理論における儀礼の 3局面，すなわち「分離（separation）」「過渡（marginあるいは，

limen, ラテン語で″敷居″を意味する）」「再統合（aggregation）」（Turner：1969=1976）を，デー

タの最も大きなグループに分ける基準として用いる。これらの 3局面は，メディア・イベント研

究においてしばしば「過渡期」に相当する「リミナリティ」が重視されてきたことからも，それぞ

れ日常，非日常，日常あるいはイベント参加前，イベント参加中，イベント参加後にあたると

考えられるため，イベントへの参加プロセスを分析するにあたっては「分離」「通過」「再統合」
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を大分類グループとして用いたい。 

今回の調査はイベント参加時から数年が経過しており，「参加後」には現在をも含む。また，

イベント中とはパブリック・ビューイングにて試合中継が放送される 90分のみを指すのではな

く，パブリック・ビューイング経験が開始されてから，サッカーワールドカップ期間中というメデ

ィア・イベント経験が続くまでを含める。この言及には個人差があるので一概に規定すること

は難しいが，Dayan と Katz（1992=1996）によるメディア・イベント論では，「コムニタス」と呼ば

れる逸脱状態が続くスポーツ・イベントの期間中，あるいは友人とメディア・イベントについて

興奮して語り合うことを含めて境界段階と捉えていることから，本研究もこの基準に従いたい。

「分離期」「過渡期」「再統合期」およびインタビューにおける補助的なエピソードを「その他」

とし，これらの分類を「グループ」とし，参加プロセスの各段階を示す。 

コーディングは筆者を含め，質的調査に関する講義を履修し，訓練を受けた大学院生 2

名で行われたが，プロセスはすべてスーパーバイザーによって監督された。各チャンクの分

類はスーパーバイザーを含めたコーダー3名が一致する段階まで行われたが，コードネーム

となる概念名については，筆者が名付けた概念にコーダーの了解を得る流れであった。 

さて，インフォーマントの発話について，グループごとにそのコーディング例と抽出した概

念名を示すと次のようになる。なお，各コーディング例には，どのインフォーマントの発話か

分かるように，既に示しているインフォーマントの番号[#1]から[#10]を記している。 

 

分離期に関する発話のコーディング例 概念名 

それをトヨタスタジアムっていう，豊田市のサッカー場で[#1] 参加したイベントに関する情報 

サッカーの試合とかと違ってタダだったんで，[#1] 気軽な気持ちで参加した 

とりあえず，みんなでスクリーンで見れるっていう情報だけで行った。[#1] 何も分からず参加した 

実際，俺，そこまでサッカー好きじゃないし。[#1] ファンではない 

その他の三人も，ミーハーなとこあるから，みんな。[#1] ミーハーだから参加した 

せっかく大勢で騒げる機会，[#1] 友人に誘われた経緯 

普段，そんなに多分，夕方くらいとかってお客さんいないんだろうけど，

[#1] 

名鉄豊田線の臨時便 

なんだろう，家で 1人で見るのはさみしいなって思って。[#2] 1人で観たくなかった 

これから何かがはじまるぞ，みたいな。(笑) [#2] わくわくする雰囲気 

すごい盛り上がってたでしょう，あの時。[#2] 盛り上がりに便乗する 

あんまり深く考えなかったな。[#4] 参加理由が不明 

先生が，おお，今日はワールドカップやるやろ，と。[#4] 授業が中止になる 

そのまま観に行った。[#5] 普段着での参加 

行きたいか行きたくないか，みんな考えていなかった。[#6] 参加するのが当たり前 

うーん，たぶん，ああ，えー，たぶん，しないほうがいい….そんな感じ(笑)。

[#6] 

愛国的表現のためらい 

私は，まぁ当時すごく小さい農村部の田舎に住んでいて[#7] 田舎の農村生活 
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両親は私を車で連れて行こうとしなかったの。[#7] 両親に頼み込む 

当時，たとえば無料で，ドイツチームのユニフォームを贈るようなキャンペ

ーンをやっていてね。[#8] 

企業キャンペーン 

多くの人々は不安をもっていたんだ。[#8] イベントをめぐる議論 

その時，私は，そのニュースは大切ではないと思った。[#9] チケットを購入できなかった 

だから，あれを見られないでいることは，すごく難しいね。[#10] 工事現場の目撃 

私は PCの中の違うウィンドウの中で仕事に取り組んでいるし，[#10] テレビを観ない 

だけど，このファン・フェストは，すでに，とても長い間かけて有名になって

いった。[#10] 

ニュースで知っていた 

私の世代には問題がなかった。[#10] 問題のない世代 

過渡期に関する発話のコーディング例 概念名 

しかも場所的にすごい良かったから。[#1] 良い場所で見ることができた 

それはものっすごい印象的(笑)。[#1] 映像遮断事件 

あの，え，大丈夫なの？みたいな雰囲気があったけど，[#1] オフサイドシーンで盛り上がる 

まあ，ニッポンコールして。[#1] 実況とニッポンコール 

しかも結構長い距離乗らないと名古屋まで帰れないから。[#1] その他 

私の記憶はね，とにかく見えなくて。[#2] 映像が見えない 

普段はその，どうでもいいっていうか，距離がある人を，同じ日本人で，私

たちの代表でっていう。[#2] 

日本人を身近に感じる 

だいたいテレビって最初なんか解説とかあるじゃん，[#3] 開始間際に到着 

それまではたぶん，試合を見てるって感じ。[#3] 試合の内容に集中する 

でもまあ，点が入ったってのはでかかった。[#3] 試合の内容について 

そう，自己は解放しなかった。 [#3] 他人への抵抗感 

まあすげえ盛り上がってたっていう。[#3] お祭り騒ぎの盛り上がり 

まあこういう，普段メシを食べてるような机とか，そこの上に乗っかって。 会場の仮設性 

やっぱどちらかというと，その一瞬，ゴール決まった瞬間とかに，うおって言

えて歓声が上げれるだけでもう十分かな。[#3] 

声をあげた 

（スクリーンでの出来事を）あんま思い出せない。[#4] 試合内容を覚えていない 

うん，そこまでサッカーを観てアドレナリンが出まくってという人じゃないか

ら，そもそもが。[#4] 

雰囲気にのれない 

なんか全然クラスも違ったりとかする人と見るってのもあんまりないから，

[#5] 

異なる人々が一つになる経験 

まさかこんな身近で見るとはって感じ。[#5] 他学科の生徒たち 

どの車にも旗があった。[#6] 公道での騒ぎ 

ゲームの結果は，人々の気分にとって，とても強い影響を及ぼす。[#6] 試合の勝敗と気分の変化 

日常生活で多分問題がある。[#6] 泣く男 

これを私たちみんなで歌って，[#7] 周囲の人々と一緒に歌う 
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それから印象に残っているのは，最後に，知ってる大人の男性たちがテー

ブルで泣いてたこと。[#7] 

泣く大人たち 

それからとりわけまた，私は結構ずっとおしゃべりしていて，[#7] 「ファンではない」自己と同行者

のふるまい 

なぜならバイエルンではいつも，こんな 1 リットルの壺があるんだよ。[#7] 「民族祭」的側面 

「ドイツが試合するときには，休講にする」って。[#8] 大学での異例の出来事 

ドイツ国旗を示しているドイツ人を見た最初だった。[#8] ドイツへの誇りを表明する人々 

私はいつも合唱団で歌っていたから，[#9] 歌い始めを担当した 

「警察，おおーばんざーい」となった。（笑）[#9] 警察とのやりとり 

それから，「チュラント」はよく使う言葉になった。[#9] 造語の誕生 

でもスペインのファイナルの間，すごいスペインに失礼な言葉を使った。

[#9] 

その場でのみ許される悪態 

友達の頭をつかんで揺さぶる。（笑）[#9] 友人と騒ぐ経験 

シュトゥットガルトにはすごく多くのイタリア人の移民がいるから，[#10] 暴動の心配 

外国人に会いたかったから。[#10] 外国人との交流 

こんなに多くの人々が一緒にドイツ国歌を歌う最初なんじゃないかって思

ったんだ。[#10] 

ドイツへの誇りの表明 

なぜ私が毎日パブリックビューイングに行ったのか理解していなかったと

思う。[#10] 

頻繁に通う 

ドイツの大きい街では，プファンドを集める人たちが，いつもゴミ箱とか道端

とかでいるっていうことは知っていたよ。[#10] 

プファンド集めの人 

だから私たちはカイザースラウテルンのパブリック・ビューイングに車で行

った。[#10] 

両親をパブリック・ビューイング

に連れて行く 

再統合期に関する発話のコーディング例 概念名 

お前ら行ってないじゃんって思ったけど(笑)｡[#1] 周囲との温度差 

唯一ちょっと変わったのが，そういう機会があったらまた行ってみようってい

う風に思うようになったくらい。[#1] 

はしゃいで見たい 

まあ，その日が終わってしまえば[#1] 日常に戻る 

サッカーはあんま年いった人もいないね。[#1] 観客の様子 

特になんの，変な感じもなく，やってましたね。[#1] 国旗・国歌への抵抗感のなさ 

本当に，いけないことだとは思うんですけど。[#1] 芝生乱入事件 

そのニッポンコールを先頭切ってやってたの(笑)。[#1] ニッポンコールを率先した 

（学校の友達に）言いたい，言いたい，みたいな(笑)。[#1] ハイテンションのお祭り騒ぎ 

その時もうくちゃくちゃで[#1] 友人とはぐれる 

ああでも，やっぱりその後，やっぱりサッカーって楽しいなって思って，[#2] サッカーに興味が湧いた 

（その後は行く）機会がなかったって言ったほうがいいのかな。[#2] 機会がないから行かない 

今日本ってあんまり明るいニュースがないじゃん。[#2] 明るいニュースがあると自信が
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湧く 

でもスタジアムはちょっと見づらかったから，[#2] 家で観ればいい 

そのみっつのうち，ふたつが，日テレ系はほぼ毎日巨人戦でつぶれてた

から，[#3] 

サッカー以外のスポーツについ

て 

変化っていうと難しいよね，ちょっと。[#3] 変化がない 

パブリックではない，限定された場所。[#3] 見知った仲間との自己解放 

ちなみに今その人とは連絡とってないから。[#3] ネットワーク形成がされない 

で，その時に，じゃ，君は何してたの？と。[#4] 歴史への参加 

ちょっとした自分のなかでブームになるというか，[#5] マイブームになる 

2006年からドイツ人はちょっと自分のことを他のヨーロッパの国と比べるよう

になった。[#6] 

他国との比較 

1番変わったことで 1番大事なことは，ナショナルアイデンティティを自由に

見せるようになったこと。[#6] 

愛国表明の是非を考える必要

がない 

普通のドイツ人は国家社会主義者ではない。[#6] ナチズムから悪い影響を受ける

べきではない 

だって，私は自分を持ってるから。[#7] 愛国心表出の困難さ 

ドイツ人は今や彼らのナショナルチームを巨大なスポーツイベントで応援し

たくなっている。[#8] 

国家的イベントへの関心の高ま

り 

すごくポジティブにね，ドイツ人はこれ以上，強く，「ああ，私たちは第二次

世界大戦での歴史に対してもうこれ以上なにかする必要がないんだ」とか

ね，[#8] 

ドイツへの誇りの表明が可能に

なった 

ワールドカップの後で，サッカーの映画を映画館で見た。[#9] ワールドカップドキュメンタリー

の映画化 

でも，少し他のイメージを作ることができたら嬉しく思う。[#9] 外国へのアピール 

私たちの部屋にいつも人が集まったから。[#9] 自室が友人コミュニティの中心

になる 

私は自分の時代を誇りに思う。[#9] 若者文化を担う誇り 

ドイツはみんなヒトラーが好き？と言われた。（笑）[#9] ナチズムの禍根 

2010年には宮殿広場でのパブリックビューイングはなかった。[#10] パブリック・ビューイング中止 

それ以来私はシュトゥットガルトが好きなんだ。[#10] シュトゥットガルトへの愛着 

あれは，人が公共的にドイツに誇りを持ってもよい最初の機会だった。

[#10] 

ドイツへの誇りの表明の日常化 

いつもカップには，どこの街のファンフェストのカップかというのが書いてあ

るんだ。[#10] 

思い出のマグカップ 

他方では，実際に，すごく強く集団の感覚をあの場所で[#10] 周囲の人々との連帯感 

その他の発話のコーディング例 概念名 

なんかオランダを応援してるやつらと固まって，[#1] スポーツバーで海外サッカー視
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聴 

俺，オランダが昔からすごい好きで。[#1] 海外サッカー視聴は父親の影

響 

神宮かどっかでやってるのを，ナゴヤドームで入って見れる，みたいな。

[#1] 

中日ドラゴンズのパブリック・ビュ

ーイングへの参加 

その上って，J リーグって，野球より絶対人気負けてる。[#1] 野球とサッカーの比較 

ま，俺，野球のほうが根本的に好きだからね。[#1] サッカーよりも野球が好き 

なんかね，インディアナって書いた Tシャツいっぱい持ってて，私。[#2] スーパーボウルの集団視聴経

験 

学校の近くの家電屋さんに行って，[#2] 家電量販店での集団視聴経験 

別にさ，大画面で見る必要ないもんね。[#2] 映画館のパブリック・ビューイン

グには参加したくない 

カラオケで，研究室の数人で観たことがあって，[#3] 研究室仲間とカラオケ 

だからそこでやる試合は見に行ってた。[#3] サッカーにまつわる思い出 

やっぱ先輩とか後輩とかに，ほんとに好きな人はヨーロッパのリーグから観

て，[#3] 

「本当のサッカーファン」につい

て 

割と好きなようにやってるときが俺は好きだから。[#3] コンサートへの参加体験 

あの，誤審がたくさんあったとか，[#3] ワールドカップについて 

小難しいことは全然本質じゃないのかもしれん，と。[#4] 学外からの研究室訪問につい

て 

お，これ，なんか，うちらみたいな目的意識で来たやついないよ，みたい

な，[#4] 

新幹線待合室での集団視聴経

験 

そういう，すごい贅沢な気分を味わったという，記憶とともにあるわけ。[#4] 有料特急で帰宅 

あの，偶然にね，後輩君たちのバンドサークルのご一行と会ったんだっ

て。[#4] 

震災の日の思い出 

テレビの前でひとりで観てる時はやらないし，[#4] 日常的な視聴経験 

1番ぱっと思い浮かぶのは，その鍋食った話で。[#5] 友人との思い出について 

普段自分たちが飲みに行くときに行くお店ではなかったから。[#5] 居酒屋での視聴体験 

なんか変にその場で面白かったなって，[#5] 家電量販店での視聴体験 

うん，だから，うーん，部活のために学校行ったみたいな感じで，[#5] 高校時代の思い出 

2002年の，あの，大きな家がある友達がいる。[#6] 2002 年の友人たちとの視聴体

験 

ドイツの，ブラウンシュバイクの新聞に毎日記事があった。[#6] 2010年の習慣化したパブリック・

ビューイング体験 

友達のアパートはソファがあるし。[#6] パブリック・ビューイングの居心

地の悪さ 

ドルトムントのファンは車を壊す。[#6] ブンデスリーガのファンについ
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て 

私は頻繁にパブリック・ビューイングに行ったけど，[#7] イベントの常連になる 

これはただの大衆運動だと思うし，[#7] 集団性への嫌悪 

パブリックビューイングは映画館で見るのとは一緒じゃないよ。[#8] 映画との比較 

「それじゃあ私たちは学校で試合を一緒に観ましょう」って。[#8] 高校時代の集団視聴経験 

私は思うんだけど，サッカーの試合で重要なのは，友達と一緒にそこに行

って[#8] 

試合内容が重要ではない 

あとワールドカップ南アフリカ大会，2010 年の時は，友人たちとたびたび，

Algoerのとあるバーに行った。[#8] 

スポーツバーでの視聴体験 

そこで私たちは，ちょっとした麻布のスクリーンをつくって[#8] 寮でのイベント企画 

「お願いします，休んでもいいですか」と話したけど，[#9] 試合を観られなかった経験 

私たちが特別な経験を田舎に連れてきた感じがあった。[#9] 田舎の村での視聴体験 

みんなに見せたかった。[#9] 化粧を見せたい 

けっこういい負け方だった。[#9] 2010 年大会の試合内容につい

て 

みんなの友達を自分の部屋へ誘って（見た）。[#9] 自室での視聴体験 

ドイツ以外の全部の試合を見せていた。[#9] 大学寮での視聴体験 

東ドイツの国歌の意味は，未来でまた一つになりたいという意味。[#9] 東ドイツ国歌の意味 

ブンデスリーガは，たぶんフライブルクが勝つのは無理。（笑）[#9] ブンデスリーガについて 

でもみんな知っている仲の良い人たちだった。[#9] 友人宅での視聴体験 

あの人はトルコ人と一緒に「ドイチュラント，トルキエ，ドイチュラント，トルキ

エ」と言ったことをすごく嬉しそうだった。[#9] 

ユーロカップでのパブリック・ビ

ューイング体験 

友達と，レストランの主人と，他のお客さん 1人だけ。[#9] レストランでの視聴体験 

あれは退屈だった。[#10] 日常化したパブリック・ビューイ

ング体験 

つまり，私はいつもすごくたくさんの友達が，いつも外国人であったんだ。

[#10] 

外国経験 

君は，ドイツ人の男が感覚についてそれほどすすんで話さないと思うか

い。[#10] 

感情の吐露について 

宮殿広場はシュトゥットガルト市の中心部の，歩行者天国の近くにあるん

だ。[#10] 

宮殿広場について 

あれは町の中の小さい広場だった。[#10] 故郷のパブリック・ビューイング

について 

自負心はすごく，空虚なものだ。[#10] 自信と自負心について 

うん，私は，ドイツの少年は，みんなサッカーを知っているものだ。[#10] 少年時代のサッカー経験 

ディプロームっていうのは，ドイツでは以前バチェラー（学部）というのがな

くて，[#10] 

ディプロームについて 

表 10：発話内容のコーディング例 
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4-2. インフォーマントごとの分析結果 

次に，インフォーマント毎の分析結果として，大コードである「グループ」，小コードである

「カテゴリー」，さらに最少コードである「概念」とそのチャンク数を示す。大コード「グループ」

の分類において，「分離」「過渡」「再統合」では，参加プロセスにおけるエピソードを基軸とし

た概念生成を試みる。したがって参加プロセスにおけるエピソードとは無関係の発話を，「そ

の他」としてまとめた。 

なお，ここでは一定数以上言及された発話を重要な概念として切り取るべく，チャンク数が

5以上のエピソード（概念）を示し，分析対象としている。 

ここで提示する発話数一覧については，チャンク数そのものの出現度数については，各イ

ンフォーマントの個別性を重視した第 1回目図化の参考のために記載する。図化の第 2段

階へ向かう前に，1度各インフォーマントの発話のコーディング結果を参照されたい。 

 

4-2-1.インフォーマント#1 ボーシの発話数一覧 

 #1 ボーシの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 

偶発的な参加 

何も分からず参加した 5 

73 

サッカーファンではない 6 

ミーハーだから参加した 6 

友人に誘われた経緯 13 

気軽な気持ちで参加した 17 

非日常に動員する環

境要因 

名鉄豊田線の臨時便 9 

企業キャンペーン 17 

過渡 

一回的な出来事の記

述 

参加したイベントに関する情報 14 

281 

良い場所で見ることができた 17 

観客の様子 20 

周囲との一体感 
国旗・国歌への抵抗感のなさ 13 

実況とニッポンコール 16 

現場での発見 

映像遮断事件 23 

オフサイドシーンで盛り上がる 29 

芝生乱入事件 72 

非日常 お祭り騒ぎの盛り上がり 33 

アクシデント 友人とはぐれる 19 

自己肯定感 ニッポンコールを率先した 25 

再統合 
日常への回帰 

日常に戻る 10 

109 学校の友人たちとの温度差 27 

親密さへの回帰 スポーツバーで海外サッカー視 26 
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聴 

非日常の希求 はしゃいで観たい 46 

その他 関連する体験 

サッカーよりも野球が好き 5 

296 

海外サッカー視聴は父親の影響 18 

野球とサッカーの比較 112 

中日ドラゴンズのパブリック・ビュ

ーイングへの参加 
161 

表 11：インフォーマント#1 ボーシの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

 #1 ボーシは，パブリック・ビューイングに参加するプロセスとは別に，関連する体験として野

球の視聴について多く発話していることから，彼がいかに野球好きであるかが分かるだろう。

参加後の再統合期には，「はしゃいで観たい」という「非日常の希求」が見られるが，こうした

欲求が趣味の野球観戦および友人らとの海外サッカー（父親からの影響であり家族に結び

つく記憶）へと向かっていた。「現場での発見」については，「芝生乱入事件」およびこの帰結

としてのエピソードである「映像遮断事件」の発話数が多いことが分かる。 

 

 

4-2-2.インフォーマント#2キーコの発話数一覧 

 #2キーコの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 

偶発的な参加 気軽な気持ちで参加した 5 

38 
非日常の希求 1人で観たくなかった 11 

非日常に動員する環境

要因 

盛り上がりに便乗する 11 

わくわくする雰囲気 11 

過渡 

一回的な出来事の記述 
観客の様子 10 

165 

芝生乱入事件 27 

現場での発見 映像が見えない 41 

周囲との一体感 
国旗・国歌への抵抗感のなさ 29 

日本人を身近に感じる 27 

非日常 
お祭り騒ぎの盛り上がり 24 

普段は許されないことが許される 7 

再統合 

日常への回帰 日常に戻る 7 

38 

コンテンツへの興味 サッカーに興味が湧いた 11 

親密さへの回帰 
機会がないから行かない  11 

家で観ればいい 6 

自己肯定感 明るいニュースがあると自信が湧く 10 
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その他 

関連する体験 

スーパーボウルの集団視聴経験 160 

235 

高校でのパブリック・ビューイング経

験 
22 

家電量販店での集団視聴経験 22 

非日常の希求 
映画館のパブリック・ビューイングに

は参加したくない 
31 

表 12：インフォーマント#2キーコの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

  

 #2 キーコは，「関連する体験」として留学時代の「スーパーボウルの集団視聴経験」につい

て多く発話しており，「映像が見えない」という「現場での発見」が起こった 2002 年のパブリッ

ク・ビューイング体験とは相反する体験として位置づけられる。「その他」では，「映画館のパ

ブリック・ビューイングに参加したくない」というエピソードを語りながら「非日常の希求」をうか

がわせたが，結果として彼女は 2002年の体験以降，見知らぬ人々との集団視聴の機会を求

めておらず，実際に実行もしていなかった。 

 

4-2-3.インフォーマント#3チキの発話数一覧 

 #3チキの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 偶発的な参加 気軽な気持ちで参加した 34 34 

過渡 

一回的な出来事の記述 

開始間際に到着 14 

350 

参加したイベントに関する情報 37 

観客の様子 54 

違和感 
一体化へのためらい 23 

他人への抵抗感 48 

コンテンツへの興味 
試合の内容に集中する 37 

試合の内容について 12 

周囲との一体感 

会場の様子に意識が向く 32 

国旗・国歌への抵抗感のなさ 35 

お祭り騒ぎの盛り上がり 21 

自己肯定感 声をあげた 13 

現場での発見 ユニフォーム交換 24 

再統合 

日常への回帰 変化がない 22 

58 
親密さへの回帰 

他人への抵抗感 8 

ネットワーク形成がされない 28 

その他 親密さへの回帰 
研究室仲間とカラオケ 29 

300 
見知った仲間との自己解放 35 
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故郷とサッカーへの愛着 

サッカー以外のスポーツについて 27 

サッカーにまつわる思い出 144 

ワールドカップについて 47 

「本当のサッカーファン」について 9 

自己省察 コンサートへの参加体験 9 

表 13：インフォーマント#3チキの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

 #3 チキは，「故郷とサッカーへの愛着」とカテゴライズされるエピソードに関する発話が多い

ことが特徴的である。チキの故郷でのサッカー経験は，彼のサッカーへの興味に繋がり，過

渡期における「コンテンツへの興味」へと結びついている。参加プロセスにおいては，この「コ

ンテンツへの興味」が，「周囲との一体感」によって消え，「自己肯定感」へ結びついている。 

 

4-2-4.インフォーマント#4 リーの発話数一覧 

 #4 リーの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 
偶発的な参加 

偶然の参加 14 

191 
参加理由が不明 37 

サッカーファンではない  78 

非日常に動員する環境要因 授業が中止になる 62 

過渡 

一回的な出来事の記述 

参加したイベントに関する情

報 
17 

188 

観客の様子 32 

非日常 会場の仮設性 49 

自己肯定感 声をあげた 14 

違和感 雰囲気にのれない 50 

曖昧な記憶 試合内容を覚えていない 16 

周囲との一体感 お祭り騒ぎの盛り上がり 10 

再統合 日常への回帰 

機会がないから行かない 5 

63 変化がない 43 

日常に戻る 15 

その他 関連する体験 

学外からの研究室訪問につ

いて 
51 

378 
サッカーよりも野球が好き 19 

震災の日の思い出 50 

歴史への参加  31 

日常的な視聴経験 20 
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現場での発見・ 

親密さへの回帰 

新幹線待合室での集団視聴

経験 
132 

有料特急で帰宅 56 

友人との思い出について 19 

表 14：インフォーマント#4 リーの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

 #4 リーの発話の特徴は，「その他」に分類される一連の新幹線待合室での体験について，

「現場での発見」および「親密さへの回帰」という，パブリック・ビューイング体験プロセスと同

じ現象が起きていることである。この一連の体験は，本論文が取り上げる仮設空間における

パブリック・ビューイングには当てはまらないものの，きわめて類似するプロセスであると言え

る。同時に，この経験が，彼のパブリック・ビューイング参加プロセスを裏打ちしているとも言

える。 

 

4-2-5.インフォーマント#5モイの発話数一覧 

 #5モイの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 
偶発的な参加 

気軽な気持ちで参加した 29 

63 サッカーファンではない 22 

日常の延長 普段着での参加 12 

過渡 

一回的な出来事の記述 
参加したイベントに関する情報 12 

225 

観客の様子 41 

非日常 会場の仮設性 26 

曖昧な記憶 試合内容を覚えていない 5 

周囲との一体感 
お祭り騒ぎの盛り上がり 62 

異なる人々が一つになる経験 15 

違和感 他人への抵抗感 7 

現場での発見 他学科の生徒たち 57 

再統合 
日常への回帰 変化がない 7 

18 
親密さへの回帰 マイブームになる 11 

その他 関連する体験 

居酒屋での視聴体験 96 

160 家電量販店での視聴体験 46 

高校時代の思い出 18 

表 15：インフォーマント#5 モイの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

 #5 モイは，「関連する体験」のうち，「居酒屋での視聴体験」のチャンク数が最も多い。この

エピソードは，既に述べた通り，「バラバラな感じ」のする体験として 2002年のパブリック・ビュ
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ーイングの対極に位置する経験と言える。 

 

4-2-6.インフォーマント#6ニコの発話数一覧 

 #6ニコの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 
非日常に動員する環境要因 参加するのが当たり前 11 

17 
抑圧の存在 愛国的表現のためらい  6 

過渡 

周囲との一体感 

お祭り騒ぎの盛り上がり 55 

144 

異なる人々が一つになる経

験 
32 

他者と異なる自己 

サッカーファンではない 19 

試合の勝敗と気分の変化 10 

泣く男 20 

非日常 公道での騒ぎ 8 

再統合 
抑圧からの解放・ 

外国との比較 

愛国表明の是非を考える必

要がない 
53 

77 他国との比較 9 

ナチズムから悪い影響を受

けるべきではない 
15 

その他 

一回的な出来事の記述 
パブリック・ビューイングの居

心地の悪さ 
5 

79 

関連する体験 

ブンデスリーガのファンにつ

いて 
18 

2010 年の習慣化したパブリ

ック・ビューイング体験 
37 

2002 年の友人たちとの視聴

体験 
19 

表 16：インフォーマント#6 ニコの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

#6ニコの発話を見てみると，「抑圧からの解放」として「愛国表現の是非を考える必要がな

い」ことが最も多い。実際に，ニコのインタビューでは過渡期での体験が再統合期に起こる

「抑圧からの解放」と行き来しながら語られており，この最も発話数の多い概念の重要性が分

かる。 

 

4-2-7.インフォーマント#7 プンチの発話数一覧 

 #7 プンチの発話数については次に示す通りである。 
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グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 

非日常に動員する環境

要因 

田舎の農村生活 14 

62 両親に頼み込む 19 

抑圧の存在 愛国的表現のためらい  29 

過渡 

一回的な出来事の記述 
参加したイベントに関する情報 13 

316 

観客の様子 25 

周囲との一体感 
周囲の人々と一緒に歌う 18 

お祭り騒ぎの盛り上がり 11 

ローカルな体験 「民族祭」的側面 37 

他者と異なる自己・ 

現場での発見 

泣く大人たち 54 

集団性への嫌悪 96 

「ファンではない」自己と同行者

のふるまい 
45 

サッカーファンではない 17 

再統合 

抑圧からの解放・ 

外国との比較 

他国との比較 6 

84 
愛国表明の是非を考える必要

がない 
39 

自己省察 愛国心表出の困難さ 39 

その他 自己省察 イベントの常連になる 113 113 

表 17：インフォーマント#7 プンチの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

#7 プンチの発話については，「現場での発見」に付随する「他者と異なる自己」に関する

言及が非常に多いのが特徴的であった。これはすなわち「現場での発見」である「泣く大人

たち」をはじめとする集団性への嫌悪感であり，「サッカーファンではない」ためにこのようなイ

ベントでは泣かないのだという自己を相対化する語りである。ところが，「その他」の項目にお

いては「イベントの常連になる」というエピソードに関連する発話が多くあり，これが「他者と異

なる自己」と同時に「周囲との一体感」を確認していたことの参照事項になると考えられる。 

 

4-2-8.インフォーマント#8 トニの発話数一覧 

 #8 トニの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 

偶発的な参加 
気軽な気持ちで参加した 16 

106 
何も分からず参加した 5 

非日常に動員する環境要因 企業キャンペーン 62 

抑圧の存在 イベントをめぐる議論 11 
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愛国的表現のためらい  12 

過渡 

一回的な出来事の記述 

参加したイベントに関する情

報 
55 

445 

観客の様子 8 

周囲との一体感 

歴史への参加 15 

周囲の人々と一緒に歌う 40 

異なる人々が一つになる経験  138 

お祭り騒ぎの盛り上がり 26 

非日常 
大学での異例の出来事 43 

公道での騒ぎ  42 

現場での発見 ドイツへの誇りを表明する人々 48 

他者と異なる自己 サッカーファンではない 30 

再統合 

非日常の希求 
国家的イベントへの関心の高

まり 
27 

62 
抑圧からの解放・ 

外国との比較 

ドイツへの誇りの表明が可能

になった 
35 

その他 関連する体験 

映画との比較 5 

72 

試合内容が重要ではない 18 

高校時代の集団視聴経験 27 

スポーツバーでの視聴体験 7 

寮でのイベント企画 15 

表 18：インフォーマント#8 トニの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

 #8 トニの発話は，チャンク数の多い「周囲との一体感」およびこれに付随した「現場での発

見」を中心に構成されている。つまり，ドイツ国旗を振る人々と共に歌い，一体感を得ることが，

その場で同じように振る舞いながらも，その場に居ながらにして全体を俯瞰するような「現場

での発見」として機能し，再統合期の「抑圧からの解放」および 2008 年の「寮でのイベント企

画」に繋がっていくと考えられる。 

 

4-2-9.インフォーマント#9 ミヒャエルの発話数一覧 

 #9 ミヒャエルの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 

コンテンツへの興味・非日

常に動員する環境要因 

サッカーにまつわる思い出 26 

60 チケットを購入できなかった 10 

抑圧の存在 愛国的表現のためらい 24 

過渡 一回的な出来事の記述 参加したイベントに関する情報 16 241 
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観客の様子 5 

周囲との一体感 

異なる人々が一つになる経験 27 

お祭り騒ぎの盛り上がり 30 

友人と騒ぐ経験 12 

他者と異なる自己 歌い始めを担当した 17 

非日常 

警察とのやりとり 25 

その場でのみ許される悪態 34 

公道での騒ぎ 14 

曖昧な記憶 試合内容を覚えていない 5 

現場での発見 造語の誕生 40 

一回性 ネットワーク形成がされない 16 

再統合 

抑圧からの解放・ 

外国との比較 

外国へのアピール 17 

130 

若者文化を担う誇り 14 

ドイツへの誇りの表明が可能に

なった 
43 

自己省察 ナチズムの禍根 32 

記憶の強化 
ワールドカップドキュメンタリー

の映画化 
24 

その他 

関連する体験 

試合を観られなかった経験 14 

393 

田舎の村での視聴体験 34 

自室での視聴体験 32 

大学寮での視聴体験 32 

友人宅での視聴体験 18 

レストランでの視聴体験 51 

2010 年大会の試合内容につい

て 
29 

東ドイツ国歌の意味 19 

ブンデスリーガについて 12 

一回的な出来事の記述 

パブリック・ビューイングの居心

地の悪さ 
16 

ユーロカップでのパブリック・ビ

ューイング体験 
78 

他者と異なる自己 

化粧を見せたい 53 

自室が友人コミュニティの中心

になる 
5 

表 19：インフォーマント#9 ミヒャエルの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 
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#9 ミヒャエルはサッカーへの愛着が強く，このことが「関連する体験」としての様々な機会

でのサッカー集団視聴体験に結びついている。これは#3チキと大きく異なっており，チキの

場合はサッカーへの愛着が故郷と結びついており，見知らぬ人々と集団視聴するパブリッ

ク・ビューイングと直接結びついていないのが特徴であった。ミヒャエルのパブリック・ビューイ

ング体験プロセスの中で最もチャンク数が多いのは「現場での発見」として参加するイベント

に付随した様々な造語を誕生させることであった。 

 

4-2-10.インフォーマント#10ヤンの発話数一覧 

 #10ヤンの発話数については次に示す通りである。 

 

グループ カテゴリー 概念名 チャンク数 合計 

分離 

偶発的な参加 

テレビを観ない 19 

166 

サッカーファンではない 34 

友人に誘われた経緯 8 

非日常に動員す

る環境要因 

ニュースで知っていた 21 

工事現場の目撃 20 

抑圧の存在 
問題のない世代 12 

愛国的表現のためらい 52 

過渡 

一回的な出来事

の記述 

参加したイベントに関する情報 52 

438 

観客について 8 

周囲との一体感 

周囲の人々と一緒に歌う 59 

お祭り騒ぎの盛り上がり 83 

異なる人々が一つになる経験 16 

周囲の人々との連帯感 9 

非日常 公道での騒ぎ 13 

他者と異なる自己 
頻繁に通う 18 

外国人との交流 49 

現場での発見 ドイツへの誇りを表明する人々 47 

非日常への不安 
暴動の心配 27 

プファンド集めの人 24 

一回性 ネットワーク形成がされない 12 

自己開示 両親をパブリック・ビューイングに連れて行く 21 

再統合 

抑圧からの解放・ 

外国との比較 

外国へのアピール 73 

214 

ドイツへの誇りの表明の日常化 49 

他国との比較 5 

ローカルな体験 
パブリック・ビューイング中止 63 

シュトゥットガルトへの愛着 14 
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思い出のマグカップ 10 

その他 

抑圧からの解放 日常化したパブリック・ビューイング体験 23 

120 

自己省察 

外国経験 19 

少年時代のサッカー経験 8 

感情の吐露について 22 

インタビューのた

めの補足的説明 

宮殿広場について 10 

故郷のパブリック・ビューイングについて 11 

自信と自負心について 18 

ディプロームについて 9 

表 20：インフォーマント#10 ヤンの大コード/小コード/概念ごとの発話回数 

 

#10 ヤンの発話の中心的部分は，過渡期の「周囲との一体感」および再統合期の「抑圧か

らの解放」であり，これらふたつ繋ぐエピソードとして外国人の交流について語った「他者と異

なる自己」がある。また，サッカーやスポーツの観戦が好きではないことについて他のインフ

ォーマントに比べてとりわけ多く発話したため，分離期の発話について「偶発的な参加」項目

が多くなっているのも特徴であった。 

 

5. インフォーマントごとの分析結果の図化 

 ここまで，分析工程の初期段階である要約の提示と第 1回図化を示し，さらに各インフォー

マントの分析において得られたカテゴリーの一覧を示してきた。これらを踏まえて，さらに抽

象度を上げた第 2回の図化を行う。 

 

5-1. 日本人インフォーマントデータの第 2回図化 

 まず，日本人インフォーマント 5名の参加プロセスについて，先に示した個別性を重視した

第 1回目の図，ならびに要約と各データに関する考察，およびデータ一覧を基に図化を試

みる。その結果が次に示す通りである。 
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図 11：インフォーマント#1ボーシの            図 12：インフォーマント#2キーコの 

参加プロセス（第 2回図化）                       参加プロセス（第 2回図化） 

 

       

図 13：インフォーマント#3チキの            図 14：インフォーマント#4 リーの 

参加プロセス（第 2回図化）                 参加プロセス（第 2回図化） 
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図 15：インフォーマント#5 モイの 

参加プロセス（第 2回図化） 

 

 まず，#1ボーシについては，周囲の誘いや企業キャンペーンで友人が手に入れたユニフ

ォームの入手といった，パブリック・ビューイング参加を促す周辺環境から気軽にイベントに

参加したと言える。さらに，パブリック・ビューイング体験においては，芝に観客が乱入した際

のペナルティとして会場側が行った映像遮断が，その場に居ながらにして，そこにいる自己

を俯瞰するきっかけとなった。ボーシは，見知らぬ人々と盛り上がるという周囲との一体化の

経験だけでなく，「ニッポンコール」を自ら主導したことによる誇らしげな気持ちも味わってい

る。こうした経験を彼は日常生活に持ち帰るが，この気分はしばらくすると消え，昔から家庭

で父親からの影響があった海外サッカーの仲間内での視聴経験を求めるに至っている。 

 #2キーコは，自ら環境を整備し誰かと一緒に視聴したいと考えていたことに加え，友人から

パブリック・ビューイングの情報を聞き，参加を決めた。ところが実際に彼女はパブリック・ビュ

ーイングではスクリーンを見ることができず，このことが彼女の現場での振る舞いを決定づけ

ることになった。すなわち，周囲の人々を真似ることによる一体感の獲得と，臨機応変な対応

をする彼女自身に対する自己省察を喚起したと捉えることができる。キーコはこの経験の後，

結局のところ自宅で観ればよいという結論に落ち着いており，実際に集団視聴のような体験

をその後求めていない。 

 #3チキは，日本人インフォーマントの中で唯一，サッカーというコンテンツと強いつながりを

持っているが，パブリック・ビューイングへの参加自体は，名古屋での新生活や周囲からの誘

いなど，サッカーをめぐる故郷との思い出とは異なる新たな環境要因が影響していると考えら

れる。パブリック・ビューイング会場において彼に強烈なインパクトをもたらしたのは，試合終

了時の参加者によるユニフォーム交換であった。彼は会場と一体になる経験をしたものの，

この出来事を受けて，彼自身は声をあげられただけで十分であったと確認するのである。そ
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の後，チキは彼の中に他人への抵抗感があることを認識し，親しい友人同士の方がより自己

開示できるとして，知り合い同士の共通体験を求めて行く。 

#4 リーは，授業の中止とイベント開催の情報を知っていたことが重なって，パブリック・ビュ

ーイングに参加した。普段から利用している食堂が臨時の視聴会場となり，食事をするテー

ブルの上に立ったことなど，日常性を帯びた空間への違和感が彼の中心的な現場での発見

である。状況を把握し，周囲との盛り上がりを経験するが，同時にそれほど声を出さず，雰囲

気に乗り切らない自分自身をも確認する。この経験は，彼が参照する他の友人とのエピソー

ドと並立的に，友人との思い出の一つとなったようである。 

#5 モイは，高校生活を送る中で，授業が終わった後，普段使われない教室でパブリック・

ビューイングが行われると聞き，友人と共に参加した。そこで彼女が見たのは，フェイスペイ

ントをし，ユニフォームを着て盛り上がる，テレビのニュースで見たことがあるような観客として

の他学科の生徒たちであった。モイは試合放送中彼らの動向を見守るが，実際に会話など

の接触はなかった。このことは，モイの高校生活の中で唯一，他学科の生徒たちとの接点で

もあり，知らない人々と一体化する経験でもあった。以降，サッカーはモイの個人的なブーム

になるが，しばらくするとそのブームも去った。 

 

5-2. ドイツ人インフォーマントデータの第 2回図化 

 次に，ドイツ人インフォーマント 5名全員の参加プロセスについて，先に示した個別性を重

視した図ならびに要約と記述，およびデータ一覧を基に 2回目の図化を行う。その結果が次

に示す通りである。 

     

  図 16：インフォーマント#6 ニコの           図 17：インフォーマント#7 プンチの 

参加プロセス（第 2回図化）                  参加プロセス（第 2回図化） 
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図 18：インフォーマント#8 トニの    図 19：インフォーマント#9 ミヒャエルの 

参加プロセス（第 2回図化）                 参加プロセス（第 2回図化） 

 

 

図 20：インフォーマント#10 ヤンの 

参加プロセス（第 2回図化） 

  

#6 ニコは，パブリック・ビューイングに参加するまでの前提として，ドイツへの誇りを公に表

現できないことについて言及している。こうした感情とは別に，彼は 2006年の周囲の雰囲気
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から，当然のようにパブリック・ビューイングに参加した。パブリック・ビューイングをめぐる一連

の経験の中で，彼がよく覚えているのは，ドイツのナショナルチームが試合に負けたことで泣

く男との遭遇である。彼の存在によって，ニコは全体の雰囲気に影響されていた自己と，影

響されないと感じていた自己を認識する。パブリック・ビューイング経験を経て，彼が気づい

たのは，もはやドイツへの誇りの表明の是非を考えなくても良いということである。その新たな

考えの参照事項として，彼は，自国への誇りの表明が自由である外国の状況を挙げている。 

#7 プンチは 2006年以前のドイツの状況について，常にナチズムの過去を頭にいれてい

なければならないと考えていた。こうした中で行われたパブリック・ビューイングは，彼女の友

人から情報を得て，両親に頼んで連れて行ってもらった。プンチのパブリック・ビューイング

経験では，彼女が当時 10代で，彼女が自らを批判的な人間であると評していることを浮き彫

りにする出来事があった。それは，ドイツのナショナルチームが負けて号泣する大人たちの

姿の目撃であった。彼女はこの出来事に動揺したと思われるが，同時に，彼女はパブリック・

ビューイングにおいてこうした大人たちと一緒になって盛り上がる経験もしていた。こうした一

連の出来事の後，彼女は周囲の雰囲気が変わり，ドイツへの誇りを持ってもよいのだという風

潮が生まれたことを悟った。こうした状況について，彼女は外国での状況を引き合いに出し

ながら語った。 

#8 トニもまた，2006年以前の，ドイツへの誇りを持ちにくく遠慮がちな雰囲気について言

及している。彼は，パブリック・ビューイングへは，周囲からの誘いで参加した。パブリック・ビ

ューイングにおいて，彼はドイツ国旗を持った大勢のドイツ人の姿を見て感銘を受けた。実

際には，彼はイベント会場で周囲の人々と同様にドイツのナショナルチームを画面に向かっ

て応援する大勢のうちの 1人であったのだが，同時に大勢の姿を見ることで，ファンではない

個人として，その現場を「素晴らしい」ものだと評価する自己を認識することになった。この経

験が，2008年のユーロカップにおけるパブリック・ビューイングの企画・運営にもつながると考

えられる。2006年を境に起こった変化について，トニは，これ以上ドイツ人として歴史に対し

何かをする必要が無くなったと述べ，やはり外国の状況を参照している。 

#9 ミヒャエルは，ドイツ人インフォーマントの中では唯一，サッカーというコンテンツと深い

つながりのある人物である。彼は実際に試合のチケットをとろうと試みたが上手くいかず，代

替としてパブリック・ビューイングに参加したと考えられる。ドイツへの誇りが表明しにくいとい

う認識については，他のドイツ人インフォーマントと同様に持っていた。パブリック・ビューイン

グの会場において，彼は見知らぬ人々と共に応援し，そのプロセスで生まれた幾つかの特

別な名称について語った。また，彼はこうした人々との共同体験において，彼自身が合唱を

習っていたことから，頻繁に歌い出しを担当できたことに誇りを持つと述べている。これらが，

彼のパブリック・ビューイングの現場での発見であり，他者と同一化する自己と，他者と異なる

自己という認識を生む出来事であったと考えられる。こうした経験を経て，彼は既に，新しく

生まれた用語である「チュラント」という文字の書かれた Tシャツを着ることができるようになっ

たと述べ，ドイツへの誇りを示すことについて，やはり外国を参照しながら，外国人のドイツへ

のイメージを変えることができたなら良かったと語った。 
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最後に，#10 ヤンは，ミヒャエルとは対照的に，サッカー選手やスポーツ観戦に興味を持

たないとはっきり断言するインフォーマントであった。彼はドイツに誇りを持ちにくい状況につ

いて，ギムナジウムの頃から友人たちと議論していたと述べている。パブリック・ビューイング

へは，以前からその存在を認識してはいたものの，直接会場へ赴くきっかけとなったのは友

達からの誘いであり，しぶしぶ同行することになった。パブリック・ビューイングの現場でヤン

が見たのは，ドイツ国歌を歌う大勢のドイツ人である。彼はこの集団の様子に衝撃を受け，

人々に混じり，一体感を得る。同時に，彼は現場にいる大勢の外国人観光客に対し，持ち前

の語学力を駆使して話しかけ，ドイツ人としてのホスピタリティを示すのである。この二つの出

来事は彼に誇りを与えたが，一方は自己を含む集団への誇りであり，他方は自分自身への

誇りであった。こうした経験の後，彼はドイツの雰囲気が変化し，もはやドイツへの誇りを表明

しても構わなくなったのだと感じる。そして，ヤンと最も参加動機が異なるミヒャエルと同様に，

外国人のドイツへのイメージ変化に貢献できたのではないかと振り返った。 

 

6. インフォーマントの参加プロセスモデルの提示と日独参加者比較 

 ここまで，分析工程の第 1段階から第 4段階まで，オープン化と収束化を経ながらコーディ

ングの過程を提示してきた。一連の作業は，既に述べてきたように，ともすればブラックボック

ス化しがちなインタビューデータの解析を，個別性の確認と個々のデータの抽象化，および

コーディングの例示と発話内容のチャンク数の確認によって可視化しようとする試みであっ

た。 

最後に，分析工程の第 5段階として，日本人インフォーマント集団とドイツ人インフォーマ

ント集団のパブリック・ビューイングへの参加プロセスを，抽象度を高めて図化すると，次のよ

うになる。 

       

図 21：日本人インフォーマントの      図 22：ドイツ人インフォーマントの 

参加プロセスモデル                  参加プロセスモデル 



138 

 

日本人インフォーマントの参加の一連の流れについては，まず参加前に非日常への導入

が存在する。パブリック・ビューイングへの参加中は，現場での各々の発見と参照しながら，

集団と一体化する自己と同時に，集団とは異なる自己認識がある。参加後には，親しい人々

との親密さの中へ戻っていくと考えられる。 

ドイツ人インフォーマントの場合は，次のようなプロセスが見出せる。参加前の段階では，

日本人インフォーマントが述べたのと同様に非日常への導入があるが，同時に前提として「ド

イツ的なもの」への表明をめぐる「抑圧」の存在が協調される。参加中については日本人イン

フォーマントと同様に，現場での発見を参照した集団と一体化する自己と，集団とは異なる

自己の発見がある。参加後には，「抑圧」からの解放と，アイデンティティ表出が自由にできる

外国/外国人との状況を比較する言及が見られた。 

このような日独参加者の相違点および類似点が浮かび上がってきたことを踏まえ，今 1度

メディア・イベント論に立ち返ってみたい。従来研究において，メディア・イベントの視聴者へ

の作用は，次の 10点が指摘されていると言える（Dayan & Katz：1992=1996）。 

   

1. 社会的時間・日常生活リズムを切断する 

2. 放送主体の想定した役割を担うように要求される 

3. テレビが家族の中心として復活し，家族を一つにする 

4. 日常の規範も，表面的で恣意的で根拠のないものだと気づかせる 

5. 同胞感情の高まり，共同体的関係（コムニタス）によって家族と友人間が改めて結

び付けられる。確執を終わらせる口実になる 

6. 中心と周縁が結びつく 

7. 世界中の全ての視聴者が同じ影響下にあるという知識を共有する 

8. 新しい支配層を創り出し，時代遅れになった支持層に改めて活力が与えられる 

9. カタルシス（浄化）経験が起こる。危機が解決されていく気分を味わう 

10. 他の人々の喜び，悲しみ，遊び，祈りのやり方に共感する 

 

上述した，既に指摘されている作用を踏まえて，日独インフォーマントのモデルから，参加

前，参加中，参加後の状況について，次のようなことが考えられる。 

参加の前提として考えられるのは，日独共通して，参加者は「ファン」でなく一般的なオー

ディエンスである可能性だ。これらの参加者には，参加動機としてサッカーファンという特殊

な集団への依拠が，参加プロセスにおいて役割を果たしていないことがその根拠である。 

イベント中については，日独共通して，「集合的アイデンティティの確認」と同時に「自己ア

イデンティティの確認」が見られる。この時，社会経済的地位を示す衣装を脱ぎ捨てるといっ

た儀礼の様式も同時に確認できる。 

参加後については，ドイツ人参加者にのみ「ナショナル・アイデンティティからの解放」が見

られ，メディア・イベントの「カタルシス（浄化）経験」が「外国/外国人」との関係から確認される。
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日本人参加者には参加の前提に「社会的抑圧」の意識が見られないため，メディア・イベント

がカタルシス経験として機能していないと言える。 

メディア・イベント研究においては，集合的アイデンティティ，すなわち「この集合行為に参

加しているわたし」という意識が問題とされやすい。サッカーワールドカップ中継番組のパブ

リック・ビューイングを語る際に，「メディア・イベント」という言葉を引き合いに出すことで，「メ

ディア・イベント」という用語が背負わされてきたイデオロギー，すなわちマス・メディアの作り

出す映像を通じた集合的アイデンティティ形成という側面を印象付けるマーケティング研究

者は多い。たとえば Cybulska（2007）はパブリック・ビューイングを語る上でメディア・イベント

の概念を持ち出し，従来指摘されてきた通りのスポーツとメディアとの密接な関係を改めて強

調してみせた。森津（2008）もまた，パブリック・ビューイングを通じた人々の熱狂を「メディア・

イベント」と呼ぶことで，パブリック・ビューイング現象の役割を説明しようとした。しかし，単に

パブリック・ビューイングをメディア・イベントのひとつの例であったと片づけることは，パブリッ

ク・ビューイングの解明に必ずしも結びつかない。 

では，ここで改めてパブリック・ビューイング参加者たちのインタビュー内容に立ち返って

みよう。インタビュー内容を先ほど述べたアイデンティティ概念に即して分析すると，三つの

カテゴリーが抽出された。ここで，各カテゴリーに関して，次のように紹介する。 

 

6-1. カテゴリー1：サッカーファンでないこと 

 サッカーの試合中継を視聴するパブリック・ビューイングに参加する者はサッカーファンで

あるという前提がこれまでにあったためにスポーツ・マーケティングやファン研究の領域の中

でパブリック・ビューイングが取り上げられてきたのだとすれば，その前提は必ずしもすべて

の参加者に当てはまるものではないと言えるだろう。 

 ファンは，「スポーツや芸能娯楽に対する熱狂的な愛好者」を意味し，一般的なオーディエ

ンスとは区別される（石田： 2002, p.790）。パブリック・ビューイング参加者が特殊なファンで

構成されているわけではないとすれば，スポーツ社会学で論じられてきたファン研究とは異

なり，参加者をマス・コミュニケーションの中の一般的なオーディエンスとして位置づけていく

必要があると言える。 

 

6-2. カテゴリー2：自己アイデンティティの確認 

インフォーマントの語りで最も重要な点が，「歴史的な出来事を体験するわたし」という視座

と同時に，「その中で他者とは異なるわたし」を語ることである。彼らの語りでは，パブリック・ビ

ューイング体験で遭遇した他者との関係の中で「他者とは異なるわたし」が言及されているこ

とに注意が必要である。 

この自己認識の在り方は，自分以外の人々との相互行為の中から生まれてくるもので，自

己アイデンティティの確認と言ってよいだろう。大規模なマス・メディアのイベントの中で，「私

は他の人とは違う特別な人間である」という人間にとって当然の，しかしマス・メディアが主導

するイベントを解釈する際に見過ごされがちな点が大きく浮上するのは興味深い。 
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6-3. カテゴリー3：集合的アイデンティティの確認 

サッカーワールドカップをホスト国の国民として体験し，パブリック・ビューイングによって

「わたしはドイツ人である」という思いを強くしたとしても，その体験は「ドイツ」という1点に集約

されるわけではない。国旗を振る若者から国粋主義の到来を予見することは簡単だが，むし

ろ，それまで意識されてきたからこそ公共空間から排除されていた「ドイツ」を表出できること

が明らかになったのだと考えることもできる。 

#10 ヤンの言葉を借りるならば，戦争，戦後経済危機，冷戦，東西分裂時代を経験してい

ない「問題のない世代」である彼らが，子供時代より教育されてきた「ナショナリズムを出して

はいけない」という強烈な意識から解放されたというアイデアは，Dayan と Katzがメディア・イ

ベントの視聴者への作用として挙げている 1点へ集約される視聴者像，すなわち「同胞感情

の高まり，共同体的関係の流行を生み出す」（Dayan & Katz：1992=1996, p.262）だけでなく，

「視聴している人々が，自分たちの真の規模を自覚し，自分がそのなかに加わっているという，

『大洋の中の』感覚を抱くことで実現されるような欲求に応える」（Dayan & Katz：1992=1996, 

p.264）ようなメディア・イベントの作用とは異なっている。 

 

7. 本章のまとめ――集団映像視聴とアイデンティティ形成をめぐる新たな可能性 

 さて，ここでインタビューを通して抽出された三つのカテゴリーから，ドイツのパブリック・ビュ

ーイング参加から立ち現れるものは何かを考えたい。 

 ひとまずことわらなければならないのは，この「10 名」というインフォーマントの数でもって，

日独の若者の 2002年と 2006年それぞれのパブリック・ビューイング体験を一般化するつもり

は全くないということである。これはあくまで，この 10 名のインフォーマントそれぞれの個別性

に迫った時に立ち現れるカテゴリーの，仮説的議論の構築を目指すものである。仮説の構築

の段階で，パブリック・ビューイング参加を普遍化することはできない。また本研究はパブリッ

ク・ビューイング体験という特定の現実を，複数のインタビューを通じてカテゴリー化によって

理解する試みであり，いわゆる解釈的客観主義のインタビュー分析の立場をとっている。した

がって調査者との対話により物語が生成されると捉える対話的構築主義の立場とは異なって

いることを明記しなければならない。 

日常的なサッカーとの関与を踏まえた上でパブリック・ビューイング体験の語りを改めて見

ると，それがカテゴリー1 で挙げた，参加者がサッカーファンに限らないという点はもとより，カ

テゴリー2の自己アイデンティティの確認が，カテゴリー3の集合的アイデンティティへの言及

と同時に浮上することが興味深い。この点を，2006 年ドイツのパブリック・ビューイング参加者

から見えるパブリック・ビューイングの仮説的結論とし，メディア・イベント研究の新たな議題と

して呈示したい。 

以上，日独オーディエンスのパブリック・ビューイング参加プロセスについて，個別性を重

視したインタビューデータから，巨大なイベントへ参加する人々の参加モデルの可能性につ

いて模索をしてきた。従来事例研究においては，しばしばテレビ放送の介在するメディア・イ

ベントの視聴経験として全体に集約される同化した集団が想起されていた。このような状況

は消えるわけではなく，メディア・イベントは人々をマス・メディアの力によって一点に集約さ
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せ，「ファシストの集会」のように機能する可能性を常に含有していると考えられる。 

他方で，本研究においては異なる可能性が二つの方向性によって立ち現れてきた。日本

人パブリック・ビューイング参加者のモデルからは，全体性への回収というよりも，むしろ「親

密化」へ向かうことで日常生活に埋め込まれたネットワークを強化する個別性の確立が考え

られる。また，ドイツ人パブリック・ビューイング参加者のモデルからは，ナショナル・アイデン

ティティの形成というよりは，むしろ抑圧された「ドイツ的なもの」からの解放による個別性の確

立という側面が指摘できる。 

このような帰結は，イベント体験中の「集合的アイデンティティの確認」と同時に起こってい

る「自己アイデンティティの確認」の認識が，今回のコーディングプロセスで発見されたことが

大きく影響していると考えられる。 

では，ナショナル・アイデンティティをめぐる社会状況がイベント開催時にほぼ同じだった

にもかかわらず，日本人参加者モデルに「社会的抑圧」が見られなかったことはいかに解釈

できるだろうか。また，「みんなと同じ経験」をすることで「自分が特別な存在だ」と感じるインフ

ォーマントの回答は，群衆論ではどのように評価できるだろうか。さらに，「親密化」「抑圧から

の解放」がそれぞれ用意する次の社会的形態をいかに説明できるのだろうか。 

こうした問題について，以降，第 5章で考察を進めていく。 
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第 5章 メディア・イベント研究の新たな地平 

 

1. 本章のねらい――調査結果を受けたメディア・イベントの再考 

 ここまで，2002 年と 2006 年に日独で開催されたパブリック・ビューイング参加者へのインタ

ビュー調査と分析を行ってきた。そこでは，日独パブリック・ビューイング参加者の体験として，

「親密化」および「解放」モデルが抽出された。 

 既に指摘してきたように，従来のメディア・イベント論の枠組みの中で挙げられてきた事例

で採用されてきたのは，国民国家といった単一の中心に向かって人々が集約されることによ

って，新たな社会秩序の成立を見い出す人々の体験モデルであった。ところが，本論文で

新たに提示された二つの体験モデルは，従来のモデルとは異なり，Lévi-Strauss（1958=1980）

の提案する「真正性」の可能性を含んでいる。 

 したがって，第 4章で提出された日独それぞれの体験モデルを構成する三つのカテゴリー，

すなわち，カテゴリー1「サッカーファンでないこと」，カテゴリー2「自己アイデンティティの確

認」，カテゴリー3「集合的アイデンティティの確認」に関する考察が，メディア・イベント論の新

たな可能性を探る鍵になると思われる。本章では，新たに議題として浮かび上がったこの三

つのカテゴリーに関し，一定の考察を加えたい。 

 そのために，本章ではやや遠回りではあるが，まず 1936 年にナチス政権下で行われたベ

ルリン・オリンピックを検討するところからはじめたい。このオリンピックはよく知られるように，

世界で初めてテレビ中継され，同時に世界で初めてのスポーツ・イベントのパブリック・ビュ

ーイングが行われるなど，スポーツ・イベントの巨大化のきっかけとなったイベントである。し

かし，本論文で注目したいのは，巨額の財政投資の結果つくられた競技施設や，オリンピッ

ク競技そのものではなく，オリンピックのチケットを持たない人々の参加が可能であった数々

のイベントである。 

 ベルリン・オリンピックを概観し，当時ドイツ国内で行われた様々なイベントを確認すること

で，メディア・イベント論に，「大勢の人々が同じ動きをする」という，ドイツ体操運動（Turnen, 

トゥルネン）の影響を見出す。当時ドイツ地域に広がって行った体操運動と，イギリスからの輸

入品であったスポーツとの対立関係を確認し，体操運動を通じてメディア・イベントを再検討

することで，まずはカテゴリー1 への回答を試みる。これまでサッカーやワールドカップといっ

たいわゆる「スポーツ」の競技スタイルから，スポーツ社会学の中で試合内容について語られ

てきたものの，発見されてこなかった参加者の体験は，実際には「スポーツ」ではなく，しばし

ばスポーツの対極とも捉えられる「体操運動」の側から説明することができる。 

 次に，中筋（2005）によって提案された群集論を中心に，見知らぬ人々の中に紛れることで

発見される近代的主体というアイデアを検討し，カテゴリー2への回答を試みる。 

 さらに，Simmelをはじめとした「よそ者」論を検討することでカテゴリー3への回答とし，最終

的には，1点へ集約される全体主義的運動と，本論で提出された二つのモデルに見られるよ
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うなメディア・イベントにおける水平なコミュニケーションの様態を分かつ要件について考察

する。 

 

2. 世界初のテレビ中継スポーツ・イベントと世界初のパブリック・ビューイング――1936 年ベ

ルリン・オリンピック 

 スポーツとマス・メディアの関係を語る際，たびたび話題になるのが 1936年にナチス体制

下のドイツにおいて 1936年 8月 1日から 8月 16日にかけて開催された，第 11回夏季オリ

ンピック大会，通称ベルリン・オリンピックである。 

 森津（2008）は 2002年に韓国で行われたパブリック・ビューイングの構造をメディア企業に

よって作られたイベントであったとして説明する際，ベルリン・オリンピックを例に挙げている。

すなわち「ナチスは，帝国としての拡大を目的とした国家の国威発揚と，イデオロギーや社

会階級によって分裂しつつあった国民を統合するためにスポーツを利用」（森津：2008, 

p.113）したとして，ナチス政権がベルリン・オリンピックを成功させた唯一の主体であるとする

見方を示している。森津（2008）は伊藤（2004）を参照しながら，このオリンピックの「政治的利

用」という側面を強調し，その「政治的利用」の直線的な構造をメディア・イベントに置き換え

ることで，人々を一点に集約するベルリン・オリンピック像を韓国のパブリック・ビューイングに

重ねている。 

マス・メディアの介入するイベントとしてベルリン・オリンピックを捉える際には，宣伝省によ

って管理される放送部門の宣伝活動がしばしば取り上げられる。Dan, A.（2001, p.56）は，夏

季ベルリン・オリンピックを，ラジオ放送の介在する 20世紀の巨大なメディア・イベントであっ

たと述べている。マス・メディアとしてのラジオ放送が普及し，大会の様子が国内で生中継さ

れたほか，外国のラジオ局からの特派員が中継しやすいよう競技場を設計するといった画期

的なメディア利用がなされた結果，この大会がナチズムのプロパガンダに利用されたというの

である。 

 メディア・イベントとしてのベルリン・オリンピックは，メディア・イベントとしてのパブリック・ビュ

ーイングと重なる部分が確かにあるように思われる。しかし筆者は森津（2008）が指摘したよう

な，一点に集約される直線的なコミュニケーションの中同様の構造を見出すのではない。 

たしかに，ベルリン・オリンピックはナチス政権によって強行された「強制同質化

（Gleichschaltung）」の一部として政治的に利用されたプロパガンダの産物であるという側面

を指摘されがちである。国際的な規模で行われたスポーツ・イベントであるベルリン・オリンピ

ックは，ナチス政権下で行われ，ラジオ放送が宣伝に利用されただけでなく，世界で初めて

テレビ中継されるほか記録映画が大成功を収めたことでも注目される。そのため，ベルリン・

オリンピックはその政治性やマス・メディアによるフレーミングがしばしばクローズアップされ，

競技場に入ることのなかった一般の人々にとってのオリンピック経験が顧みられることのない

まま，ファシズムのイデオロギーが発動し国民が動員された危険なメディア・イベントの代表と

いう烙印を押されているかのようである。 

しかしここではベルリン・オリンピックとドイツ国民の関係に焦点を絞り，人々を取り込む枠

組みと，人々の積極的な参加姿勢について考察することで，オーディエンスによる参加過程



144 

の理解に努める。ベルリン・オリンピックは単にベルリン市内の競技場でオリンピック競技が

開催されただけではなく，同時にドイツ各地で多くの余興行事が行われた。その中には，世

界で初めてのパブリック・ビューイングともいうべき，テレビ放送受像所での集団視聴も含ま

れている。国際的なスポーツの祭典がイデオロギーの中で語られるきっかけとなった 1936年

のオリンピックは，競技場外で開催された数々のイベントを確認することで，人々がオリンピッ

クに関与していく様子を改めてオーディエンスの参加プロセスとして捉え直すことが可能であ

る。ここではオリンピックに際して行われた数々のイベントに注目し，都市の祝祭空間を記述

することで，強制的なファシストの集会といった印象を引きずるベルリン・オリンピックにおける，

市民の自発的な関与の可能性を指摘したい。 

ベルリン・オリンピック時の「市民参加型」イベントの数々を概観していくことは，特にスポー

ツファンでもなく，自覚的なナショナリストではなかった人々がタブー視されていた国旗をテレ

ビ画面に向かって振る日独のパブリック・ビューイングの役割を考える際に，スポーツ研究お

よびファシズム研究とは異なる視座，すなわちメディア研究における解釈の可能性を探ること

に繋がる。 

 

2-1. ベルリン・オリンピック開催の経緯 

 そうはいっても，ベルリン・オリンピックはナチス政権が開催の主導権を握り，人々を動員す

るための仕組みを用意したのではないかという指摘があるかもしれない。 

ベルリン・オリンピックが開催されるにあたって，政治的関与があったのは確実である。

Grothe, E.（2008, pp.295-296）が触れているように，この大会で象徴となった巨大な競技場群

がそもそも巨額の財政支出から賄われていただけでなく，近代オリンピックに 1936 年以後不

可欠になったマス・メディアを宣伝省がおさえていたためである。 

Grothe（2008, p.292）は，1936年のオリンピックにおけるプロパガンダが，典型的には「スポ

ーツの道具化（”die Instrumentalisierung des Sports”）」といったように，ナチ時代の政治戦略

の一つとして称されつつも，その内実については未だ十分に明らかでないとして，オリンピッ

ク開催前の 1931 年から 1935 年と開催年である 1936 年に分けてオリンピック・プロパガンダ

を検討した上で，さらに国内外を含めたプロパガンダの効力について考察している。 

また，実際に，ベルリン・オリンピックの主催者団体としての組織委員会メンバーには，ナ

チ党員が多数含まれていたことから，大会の主催組織は政府によって支持された委員会で

あったと言える。人種差別政策を展開していた政権への逆風が吹き荒れ，オリンピックのボイ

コット運動が起こる中，ユダヤ系であることを理由に公職を失していた Lewald, T.が組織委員

会会長として据えられたものの，実質的には決定が事務総長である Diem, C.の手にゆだね

られることになったことも事実である。ナチス体制下のユダヤ人とスポーツとの関わりについ

て，Boch, V.（2002, p.16）はベルリン・オリンピックの開催にあたって，政治勢力が徐々にユダ

ヤ人排除へ動いていく様子を報告している。この巨大なイベントの主催団体に政治の息がか

かっていたことは，あらかじめ述べておかなければならない。 

 Keßler, M.（2001, p24）は，ナチス政権によるスポーツや文化活動の「道具化」と，それに対

するアメリカを中心としたボイコット運動や抵抗運動について詳細に報告し，ベルリン・オリン
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ピックが「疑いなくナチスによってなされた」としながらも，一連の抵抗運動の果たした政治的

なインパクトについて強調している。 

また，Bohlen, F.（1979）は，同様にオリンピックの「道具化」について論じ，経済的な意味で

も，政治的な意味でも，1936年のベルリン・オリンピックはナチの動員によってつくられたと結

論付けている。 

ところが，これらの先行研究においては，当時の IOC とナチス政権との間で行われた政治

的やり取りや，外交について精緻な報告がなされているものの，ドイツ国内においてチケット

を持たない潜在的なオリンピック参加者がどのような参加行動をとったかは不明のままであ

る。 

ここで一度，ベルリン・オリンピックが開催されるに至る経緯について確認しておこう。 

 当時，既にドイツはオリンピックの機会を 1度逸していた。1912年のストックホルム大会が行

われた時，次回 1916年大会はベルリンが会場として決定しており，Lewald, T.とDiem, C.の 2

人はこの頃から既にオリンピック開催に向けて準備を進めていた。ところが第 1次大戦が勃

発したことで計画は早々につまずき，ドイツは戦争責任を理由に 1920年と 1924年の大会か

ら排除された。こうした中でも，Lewald, T.と Diem, C.は国を代表してドイツを国際スポーツの

場に復帰させるよう交渉を続け，1932年ロサンゼルス大会において次回オリンピック会場が

ベルリンに決まったのであった。 

Diem, C.はさっそく 4年後のために準備を始めたが，当時のドイツはヴァイマル共和制の

混乱期であり，政府はもちろん国民からの関心も希薄であった。さらに，ベルリン大会以前の

近代オリンピックは万国博覧会ほど国際的に重要な地位を占めていなかったことも手伝って，

当初ベルリン大会は，ベルリン市が所有する体育館「ドイチュラント・ハレ（Deutschlandhalle）」

を使用のうえ，大会経費の全額は 600万ライヒスマルク程度の格安で執り行われる予定であ

った（大日本體育協會：1937, p.325）。ところが市体育館の近隣地が複数の個人所有であっ

たことが支障をきたし，具体的な開催場所について未解決のままゴタゴタが続いていた。 

 1933年にヒットラー.率いる国家社会主義ドイツ労働者党（Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei，通称NSDAP。党名から，Naziあるいは Nazis と省略して呼ばれることがあり，

日本でも一般的にドイツ語略称からナチと呼ばれる）政権が誕生すると，状況が一変した。ヒ

ットラー.は市体育館の視察に出向いて，政府が積極的にこのオリンピックを補佐し，一切の

設備と財政の責任を保証すると約束したのである。 

こうして 1933年夏から本格的なオリンピック準備が始まった。ヒットラーはMarch, W.の提案

したコンクリートとガラスをふんだんに用いたスタジアムを拒否したため，ナチ党の御用建築

家でありニュルンベルク党大会の演出も担当した Speer, A.による自然石を使った競技場案

が採用された。結局，会場として，オリンピック大競技場，ポロ競技場，水泳競技場，野外音

楽演劇場，ホッケー競技場，バスケットボール・フェンシング競技場，馬術競技場，体育大学

競技場，ヨット競技場，ボート競技場，オリンピック村が新たに建設され，会場建設費と土地

購入費用はあわせて 6500万ライヒスマルクにのぼった（大日本體育協會：1937, p.327）。これ

らの建築物は古代ギリシャ風の新古典様式であり，ヘレニズム文化の正統な継承者としての

ドイツを示すものでもあった。 
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加えて，今大会で新しく考案されたイベントである聖火リレー，様々な展示，大会シンボル

となる「オリンピックの鐘」や「オリンピック賛歌」発注，「オリンピック・ユーゲント」といった団体

の活動資金，記録映画のための資金，電燈の建設や街の整備，電信電話設備など，大会経

費は合計で 650万ライヒスマルクにのぼった。 

ベルリン市内では，道路や建築および市内の清掃美化，衛生と防疫の徹底，草花の植栽，

案内所設置，外国人への住宅紹介，市内装飾，さらに道路の補正改造等が行われた（大日

本體育協會：1937, p.339）。オリンピック会場への交通路を改善するための大工事が行われ，

地下鉄の駅が新設されたうえ，郊外線も改善された。東のアレキサンダー広場から西のオリ

ンピック会場に至る幹線道路が拡張され，やがて「Via Triumphalis（勝利の通り）」と呼ばれる

ようになり，15 キロにわたるこの幹線道路全域に最新照明が施された。沿線に家を持つ者は，

1936年夏までに完了するならばどんな改築にも 20％の補助金が与えられた（Hart-Davis, 

D.：1986=1988, pp.27-28）。ベルリン市内の住民たちは，市の奨励によって外壁を綺麗にし

たり窓際に花を飾ったりした。 

ウンター・デン・リンデンの菩提樹（リンデン）はすべて伐採され，かわりにハーケンクロイツ

旗を飾った巨大な柱が並んだ。街にはいたるところにハーケンクロイツ旗がならび，ところど

ころオリンピック参加国の旗がまじっていて，開催期間中は夜になるとこれらの旗がライトアッ

プされた（Hart-Davis：1986=1988, pp.138-139）。 

また，こうした公共工事には，国民のボランティアが多く動員された。オリンピック景気によ

って 1933年には 600万人だった失業者が 1936年には 100万人以下にまで減っていた

（Hart-Davis：1986=1988, p.37）ことからもわかるように，オリンピックのための労働によってボ

ランティア以外にも非常に多くの雇用が生まれており，そういった面からも人々の参加が見ら

れる。 

国外向けに大々的な宣伝も行われた。簡易パンフレットは 1000万部用意された。宣伝用

月刊雑誌「オリンピッシェ・シュピーレ（Olympische Spiele）」は 4か国語で各 6万部が毎月発

行され，15か月分発行された。オリンピック・マークの濫用を防ぐための統制法も 1934年に

決定された。広告用印刷物に 3万 8140 ライヒスマルク，新聞広告に 17万 3400 ライヒスマル

ク，広告郵便スタンプに 10万 5339ライヒスマルクが費やされ，オリンピックの準備が進む中，

1936年の夏がやってきたのである（大日本體育協會：1937, p.327）。 

 

2-2. ドイツ国内各都市におけるイベント 

 ところで，オリンピックのムードを味わったのはベルリン市民だけではない。ドイツ国内の各

都市においても様々なイベントが行われ，直接オリンピックを観戦できない国民はこうしたイ

ベントに参加することで間接的にベルリン・オリンピックと関わっていた。 

ドイツ国内の大都市においてはオリンピック競技の起源とその意義を説明する展示会が開

かれた。これは古代オリンピックの紹介とドイツ文化との関連を強調する展示で，ベルリン・オ

リンピックの施設モデルや大会プランなどの宣伝も兼ねており，1935年 2月から翌年の 9月

までドイツ各都市に巡回された。この展示は広大なスペースを必要とし，中小都市は開催に

苦労したため，農村の僻地や，労働者たちへの宣伝は，おもに「オリンピック・キャラバン（der 
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“Olympia-Zug”）」と呼ばれる宣伝隊が行った。キャラバン隊は 4台の巨大なメルセデス・ベン

ツのディーゼル・トラックとそれが引っ張る 8台のトレーラーによって編成されており，トレーラ

ーを組み立てると，200人が座れる展示室が出現した（Mandell：1987=1976, pp.150-151）。キ

ャラバン隊が朝早く到着する時，田舎町は大騒ぎとなった。町民はトレーラーが停車する広

場の準備のために清掃係として呼び出された。キャラバン隊はドイツ全土を網の目のように

動き，その移動距離は総計 1万キロ，集客人数は 100万人を超えた。（Hart-Davis：

1986=1988, p.27） 

オリンピックに関する大規模な展示と，オリンピック・キャラバンの二つは綿密な調整によっ

てほとんど重なることがなく，大都市も農村地帯もすべて網羅することができた（Mandell：

1987=1976, pp.150-151）。 

 スポーツ短編映画も地方へ巡回した。入場料は格安で，老人と子供は無料であった

（Mandell：1987=1976, p.151）。 

労働者にスポーツを推奨する役割は，「Kraft durch Freude（KdF；喜びを通して力を）」が

担った。48のスポーツ事務所が開設され，それぞれが多くの支部を抱えていた。この支部が

250の町村でスポーツや競技を組織化し，1000人を超える指導者を雇っていた（Hart-Davis：

1986=1988, p.71）。7月 23日から 30日まで，KdFが休養と余暇に関する世界会議をハンブ

ルクで開催した。KdFの会議では，休養と余暇の重要性が議論されたほか，24日には市民

マスゲームやラジオ祭が行われ，25日には 200の自動車によるオリンピック行列，花火など

市民を巻き込んだ様々な催しが行われた。この会議の後，メンバーはベルリンに向かい，8

月 10日 21時から，「民族の音楽と舞踏の夕べ（Musik und Tanz der Völker）」を行った。 

 こうした中で，ドイツ国内を一つに結びつけた二つの巨大なイベントが，聖火リレーと「オリ

ンピックの鐘」のパレードである。これらは，ベルリン・オリンピックに際して新しく考案されたも

のである。 

 聖火リレーは 1936年 7月 20日の正午にスタートした。ギリシャの少女たちが巫女のローブ

をあらわしたサージのスモックとショーツに身を包み，古代オリンピアの聖地で，円錐型の反

射鏡に太陽光線を集め，聖なる火を採火した。少女たちは聖杯に火を移し，大砲が放たれ，

古楽器で「オリンピック頌歌」が演奏され，近代オリンピック創始者であるCoubertin男爵のメッ

セージが朗読された。最終的に第1走者が聖杯に歩み寄り，最初のトーチに点火した。12日

間で 3075名によって 3075キロの道をリレーされた。風雨に耐え，1時間もつ火のために，組

織委員会は特別に松明を開発した。各走者はドイツから表彰を受け，松明の取手を記念に

持ち帰ることができた。ドイツのラジオ放送班は多額の費用をかけてギリシャに派遣され，可

能な限り聖火リレーを追った。ドイツ国民はラジオ放送を通じてその様子を聞いていた。

（Hart-Davis：1986=1988, pp.131-137） 

 聖火は，ギリシャ，ブルガリア，ユーゴスラビア，ハンガリー，オーストリア，チェコを通ってド

イツに運ばれた。聖火が通過する都市では様々な儀式が行われた。小さな町でも大きな町

でも，白い下着と袖無しのアンダーシャツを着た青年や老人たちが聖火のまわりを囲むよう

にして並走した。混乱を避けるために，白バイやパトカーが動員された。沿道には国内のス

ポーツ選手とスポーツ団体役員が立ち並び，さらに見物する群集がつめかけた。人々は押し
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つぶされながらも聖火を見ようと必死だった。ウィーンでは聖火の到着を機に，地元のナチス

党員が大規模な反政府デモを繰り広げており，大勢の人々が王宮（ホーフブルク）に集まっ

ていた。オーストリアで禁じられていた「ホルスト・ヴェッセル19の歌」が歌われ，ドイツ国歌が

歌われた。「ハイル・ヒットラー」の声が大合唱になり，ドイツとの国境近くなると聖火隊は巨大

な集団となっていた。ドイツでは，沿道にはすべてナチ党兵士が並んでいて，群集は彼らの

後ろから聖火を覗いた。ドイツ中のラジオが，ヒットラーの演説に続いて，聖火中継のニュー

スを流した。どの町でもどの村でも，役場の掲示板には聖火がどこを走っているのか知らせる

ビラが貼られた。マイセン市では，聖火がやってくるとドラムとファンファーレが全ての塔から

流れ出した。バート・リーベンベルダの町の中央広場では，建物がサーチライトで照らされ，

約 2万人の観衆がそれぞれ点火したローソクを手にして聖火を迎えた。ベルリンのルストガ

ルテンに聖火が到着すると，そこには茶色の制服を着て短剣を下げた 2万 5000人のヒットラ

ー・ユーゲントや，地方から来た数千の若者，さらに 4万のナチ突撃隊員，また多くの観客た

ちが待っていて，ファンファーレとともに聖火ランナーが広場にやってくると狂ったように「万

歳」と叫んだ。聖火は広場を一周した後，高い祭壇に移された。聖火はそこからオリンピック

道路を抜けて，帝国競技場へ向かった。沿道には大勢の参列者が拍手と歓声で聖火を迎え

た。最終ランナーがオリンピック・スタジアムにたどり着くと，まさにオリンピック開会式の最中

で，彼は場内のファンファーレと群集の歓声で迎えられた（Mandell, R.D.：1987=1976,  pp. 

156-168）。 

 また，この大会ではシンボルである「オリンピックの鐘（der Olympischen Glocke）」が，市民

の儀式の中心的なひとつとなった。鐘は，ドイツの有名な彫刻家 Lemke, W. E.に依頼され，

製造された。鐘は直径 2,8 メートル，高さ 2.7 メートル，重さ 9635キログラムであり，大会のシ

ンボルマークとともに「私は世界の若者たちを呼び醒ます（ICH RUFE DIE JUGEND DER 

WELT）」という銘が彫られている（Kruge, V.： 1999, p.84）。 

鐘は 1936年 1月 16日にボッフムの製錬所から完成されて出てきた後，聖火リレーのごと

く長いパレードを行ったのである。鐘はそれぞれの町で厳粛な儀式によって祝福を受け，市

民の歓迎を受けた。フリードリヒ大王の誕生日に旧プロイセンの王都ポツダムに着くと，何千

人もの人々が鐘のパレードを見るために通りにあふれていた。日を追うごとにオリンピックの

鐘の歓迎の度合いは熱狂的になった。マーチの演奏の中でオリンピックの鐘のパレードが

行われ，鐘は大観衆の声援を受けた。鐘のパレードの沿道では数々の有名人がスピーチを

行った。最後にベルリンのフランツ・ヨーゼフ広場に到着すると，そこで華やかな式典が行わ

れ，鐘はオリンピック委員会に引き渡された。鐘は数週間，四カ所の交差点に展示された後

にマイフェルトに移された。パレード中に自分の街で鐘を見ることのできなかった人々は，鐘

が公開されている間にそれを見るためにベルリンへはるばるやってきた（Hart-Davis：

1986=1988, pp.111-113）。マイフェルトへの献納式後も鐘は役割を続け，国内外の宣伝パン

フレットなどあらゆる印刷物に利用され，また小型の鐘が記念品として流通した（Mandell：

                                                  
19

 Wessel, H., L.はナチ突撃隊員であり，ナチ党が敵視していたドイツ共産党との銃撃戦で死亡

したことから，ナチスによって英雄視され，彼の作詞した歌が党歌として歌われるようになった。 
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1987=1976, p.156）。オリンピックの鐘は周辺部の人々の注意を惹き付け，オリンピックのシン

ボルとしての役割を存分に発揮したのである。 

 ところで，郊外の人々によるオリンピックへの関与を指摘する際，テレビをはじめとする放送

事業の影響力を度外視することはできない。そこで，ベルリン・オリンピックにけるマス・メディ

アの介入について少し触れておく。 

 ベルリン・オリンピックとマス・メディアの関係においてしばしば強調されるのは， 1933年の

ナチ党大会のドキュメンタリー映画『意志の勝利（Triumph des Willens）』を撮影した女性映画

監督 Riefenstahl, L.（本名 Riefenstahl, B. H. A.）による記録映画である。この映画は編集に 2

年が注がれ，結果的にはベルリン・オリンピックの開催される 1936年初めにようやく上演され

た（Mandell：1987=1976, p.319）。『オリンピア（Olympia）』は，『民族の祭典（Fest der Völker）』

と『美の祭典（Fest der Schönheit）』の2部構成である。それまでスポーツ競技の映像はニュー

ス映画で報じられる芸術性の低いもので，クローズアップがほとんどない単純なものであった。

しかし『オリンピア』は初のオリンピック記録映画としてだけでなく，その高い芸術性が絶賛さ

れ，その撮影手法は現代映画に大きな影響を与えた。この映画は世界各国において上映さ

れ続け，大勢の観客をあつめた。ベルリンでは連日の大盛況であり，1938年のベニス映画

祭でこの映画は金賞をとった（Mandell：1987=1976, p.337）。 

この映画が公開されたのは 1938年であったため，1936年のオリンピック開催期間中に

人々へ影響を与えたとは言えない。このため，本論文では記録映画の影響力については言

及していない。しかしながら，人々が後に思い出としてイメージするベルリン・オリンピック像を

芸術的な「記録」として固定化した可能性は指摘できる。 

 ベルリン・オリンピックの模様は主にラジオによって国民に伝えられた。そもそもラジオはナ

チスによって広められたメディアである。当時のラジオは高価であったため，一般市民が気

軽に手を出せるものではなかった。武田（2006, pp.59-60）によると，こうした状況の中で宣伝

省はドイツのラジオメーカー28社に委託し，労働者が月収の半額程度で購入できる国民受

信機(Volksempfänger)を作り出した。また，ベルリン・オリンピック期間中のラジオ放送は独占

的に行われ，大会が進むにつれて放送時間が長くなるように調節されていた（大日本體育

協會：1937, p.417）。 

 さらに，このとき初めてオリンピックがテレビ中継された。といってもこの時点ではまだ放送

網は整っておらず，技術も未熟だったため，受信は会場周辺に限られる上に，実況アナウン

スがなければ何が行われているか分からないほどの低画質であった。フイルム中介式による

新装置が制作され，オリンピック期間中，テレビ放送は 1日 8時間運用された。ベルリン市内

に 10か所の受像所が設置され，大会期間中，毎日 10:00から正午まで，15:00から 19:00ま

で，20:00から 22:00までの 3回に分けて一般公開された。100名から 300名ほどの観客で

にぎわったという（大日本體育協會 1937：p.438）。オリンピック村もあわせると，ベルリン市内

では合計 3000の座席を持つ 18のテレビホールへ映像が送られた（Mandell：1987=1976, 

p.169）。のべ 16万人がテレビ中継でオリンピックを観たとされる（武田：2006, p.31）。 

 ベルリン・オリンピックはそれまでのオリンピックとは異なり，テレビ中継が始まった大会であ

った。しかし，ベルリン・オリンピックにおいて現代と同程度のマス・メディアの介在があったと
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は言えない。むしろ，マス・メディアと同時に，オリンピック・キャラバンによる巡業や聖火リレ

ー，「オリンピックの鐘」のパレードを通じて，中央都市だけでなく，ドイツ中の国民にこのオリ

ンピックが「イベント」として体験されたことが重要であったと考えられる。 

 

2-3. ベルリン市におけるイベント 

 さて，ベルリン市内では，オリンピックのために幾つもの競技施設が新たに建設されていっ

た。メインスタジアムは当時最大の規模を誇るもので，大勢の観客の収容を可能にした。マイ

フェルト（Maifeld）と呼ばれる一般市民のための広場や，観客参加型の円形劇場である

Dietrich-Eckart20野外劇場といった，オリンピック競技とは直接関係のないイベント・スペース

も作られた。 

池田（1998）はこのマイフェルトと野外劇場を興味深く考察している。すなわち，マイフェル

トは競技場全体で一番大きな面積を有しているにもかかわらず，選手が競技を行うためでは

なく，一般ドイツ国民が参加して整列をしたり体操をしたりするための場所なのである。池田

（1998, pp.54-55）はナチの動員政策について次のように述べている。 

 

その動員というのは，しかし，上から下への，上意下達的な動員だけではない動員だっ

た。しばしばファシズムのことをいうときに，『上からのファシズム』と『下からのファシズム』

といういいかたをします。これは，非常に強力な，たとえばナチの勤労奉仕法という法律

によって枠をはめていって国民を動員していくという，上からの力によって統合していく

面と，そうではなくて，きわめて自発的に，自由意志によって自分が主人公として活動す

ることで，ファシズム体制を作り出していく，下からのファシズムというんですが，こういう

二つの側面が，あい補いあって，ファシズム社会を形成しているわけですね。そういう社

会のなかで，自発的な参加ということも含めての動員ですけども，国民が体を動かし，自

分で実際に何かをやっていくということで，ナチズム体制が下からずっと盛り上がってき

た面が非常に強い。少なくとも半分はあるわけです。 

 

マイフェルトではオリンピック開催中，連日にわたってドイツ国民が参加して巨大なマスゲ

ームが行われた。また，Dietrich-Eckart野外劇場で行われた野外劇は，シュプレヒコールと

分列行進からなる「ティング劇（Thingspiel）」と呼ばれるものであった。ティング劇は通常 2000

人ほどの演技者が真ん中のステージで演劇を行い，その過程で観客が次第に演劇に参加

していくことで，2000人の演技者と 2万人の観客が最終的には 2万 2000人の演技者集団と

なり，見物人と演技者の区別がなくなっていく演劇である。 

 大会当日には朝 8時からベルリンの 10万人を超す全児童生徒が運動場や体操場へ出て，

オリンピックの開幕を祝う体操やダンスを繰り広げた。10時にはベルリン大聖堂とヘドヴィヒ大

聖堂で公式行事が始まり，11時には第一次世界大戦の戦没者記念公園で荘厳な式典が始

                                                  
20

 Eckart, D.はナチ党初期の主要メンバーであり，ヒットラーと共に 1923年のミュンヘン一揆に参

加し，同年に死去した。 
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まった。この間に 2万 8000人の若者たちが，正午から始まる青少年フェスティバルに備えて

ルストガルテンに集合し整列した。ルストガルテンは大勢の人々が整列することのできる広場

として整備され，広場の両端には貴賓席やギリシャ風の柱も建てられていた。ウンター・デ

ン・リンデンには 50万人の群集が詰めかけていた。 

オリンピック委員会の面々による演説が終わると，聖火リレーの一団がルストガルテンに到

着した。数百人がランナーの後について走っていた。人々のざわめきは大歓声へと変わった。

ベルリン市内でのセレモニーは，聖火の到着とともに，群衆によるドイツ国歌「世界に冠たる

ドイツ」とナチ党歌「ホルスト・ヴェッセルの歌」の大合唱に終わったのであった（Hart-Davis：

1986=1988, pp.150-152）。 

 当時のドイツ国民の参加目的や心情については不明だが，結果として，様々なイベントが

同時多発的に開催されることで，都市が人々を媒介するメディア空間として果たした役割は

重要であったと予想できる。 

 

2-4. ベルリン・オリンピックにおける公共空間の役割 

ここまで，ベルリン・オリンピックにおいて開催された様々なイベントと，ドイツ国民がそうし

たイベントに直接的あるいは間接的に参加する様子を見てきた。その様子から分かるのは，

当時の人々が決して常にナチ政府によって強制的にオリンピック関与を求められたわけでは

ないということである。 

 初期の近代オリンピックは貧弱な催しであり，1908年の仏英博覧会と並行して開催された

ロンドン大会までは，博覧会と抱き合わせで開催されていた。その後徐々に規模が拡大され

るものの，博覧会を凌駕するようなものではなかったという（福田：2006, p.174）。この関係が

完全に逆転したのがベルリン・オリンピックであった。 

これまで，ベルリン・オリンピックはメディア論の文脈で語られる時，ナチスの強制的なプロ

パガンダに動員されるドイツ国民という直線的なコミュニケーション像が想定されてきた。既

に述べた通り，ベルリン・オリンピックは初めてテレビ中継されたスポーツ・イベントであるだけ

でなく，同時に初めてパブリック・ビューイングが行われたイベントでもある。森津は，メディア

企業によって作られたイベントとしてのパブリック・ビューイングと，ナチ政権下で行われたベ

ルリン・オリンピックの姿を重ね合わせている（森津：2008, p.113）。 

さらに，このイベントが，ドイツ国外に対する権力誇示の場として作用したというステレオタ

イプは確かに存在している。実際に，宣伝大臣の Goebbels, J.は，大会が始まる前の 1934年

にオリンピックのために委員会を設立したが，これらの委員会は，一般的な広告，交通広告，

旅行案内，会議と祭，劇場，映画，ラジオおよび新聞の 7 部門に分けられていた（Grothe：

2008, p.296）。ドイツ国内のどの小さな村にも，オリンピック広告を行き渡らせるとともに，国外

向けには，帝国鉄道の本社がその宣伝役を担い，ヨーロッパの主要都市と北アメリカを含め

た 40 カ国の各都市中央駅にオリンピックの宣伝材料が設置され，ドイツへのオリンピック旅

行が整備されるなど，ドイツ国外にベルリン・オリンピックのための宣伝とツアー旅行が組まれ，

大勢の客人がドイツに迎え入れられた（Grothe：2008, p.296）。 

このイベントが諸外国に対し「巨大な文化的成功」あるいは「世論を勝ち取った」といったよ
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うに言われることについて，実際にアメリカを中心としたベルリン・オリンピックに関する世論調

査を分析したのが Krüger, A.（1972）であり，彼はドイツについて当時持ちあがっていたアメリ

カの「世論」の答えの一つをベルリン・オリンピックへの参加ボイコット運動に見出している。ま

た，Bellers, J.（1986）は外国のマス・メディアでベルリン・オリンピックがいかに報じられたかに

ついて，イングランド，フィンランド，フランス，ギリシャ，オランダ，イタリア，アメリカなど，ヨー

ロッパと北アメリカを中心に 29カ国を調査している。その結果，宣伝大臣が期待したほどに

は総じて肯定的に報じられておらず，ほとんどオリンピックの開催について言及されていない

国もあることが明らかになった（Bellers：1986, p.250）。ベルリン・オリンピックが「外国」に対し

てナチス政権のプロパガンダとして機能していたというイメージについて，実際にはその「メ

ディアの効果」は疑わしい。 

あるいは，Grothe（2008）が前提としている，ドイツナショナルチームの最多メダル数獲得と

いった競技上での勝利や，宣伝省によって調整されたオリンピック関連報道および宣伝等を

もっても，実際にはチケットを持たず競技場へ出向かなかった人々への影響を推し量ること

は難しい。 

しかしベルリン・オリンピックを，ドイツ国内の公共空間で行われた様々なイベントにまで対

象を広げ，ドイツ国民との関係で再考してみると，参加者であるドイツ国民の積極的関与が

あってはじめてメディアとしてのオリンピックが成功に導かれたという構図が見えてくるのであ

る。 

 池田も指摘するように，この大会の成功の鍵は国民の積極性にある（池田：1998, pp.37-60）。

人々は自ら進んで「世界に冠たるドイツ」と「ホルスト・ヴェッセルの歌」を歌い，進んで聖火リ

レーを追いかけ，オリンピックの鐘を見るためにベルリンを訪れた。ナチス政府の思惑とは別

に，国民の側にそれを受け入れる姿勢があったことが重要である。それと同時に，家の外へ

出れば，街全体が装飾され数々のイベントが待ち受けているというメディア空間ができあがっ

ていたことも事実である。 

 MacAloon, J.J.（1984=1988）はオリンピックに関わるオーディエンスの自主性について指摘

している。すなわち，「スペクタクルでは，役者と観客，演技者と見物人の役割があたかも上

下両院をなすかのごとく制度化されている。役割はそれぞれまとめて一組，双方とも規範的

で，有機的に連関しており，当該パフォーマンスに必要である。どちらか一方の組が欠けて

も，スペクタクルは成立しない」のである（MacAloon：1984=1988, pp.391-392）。オリンピック大

会のスペクタクルは観客の積極的な参加を抜きにしては成功し得ないのである。ベルリン・オ

リンピックが大成功に終わったということは，ドイツ国民の積極的参加があったからだと言うこ

とも可能である。 

 Dayan と Katz（1992=1996, p.98）は，家庭のリビングにおけるメディア・イベントでは，主催

者・放送主体・視聴者という 3者の支持がなければイベントが成功することはないと述べてい

る。これに対して，MacAloonの，役者と観客の双方の協力によってはじめてスペクタクルが

成功するという主張は，公共空間におけるメディア・イベントの成立条件とも取ることができる。

とすると，マス・メディアの介在程度にかかわらず，視聴者がテレビを見るという行動をとること，

人々がイベントに参加するという行動をとることが，いかに重要かが分かる。 
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 ベルリン・オリンピックの事例において重要なのは，受け手がメディアの構成要素の一部と

なっていたことである。人々は単にメディアとして既に機能しているイベントに参加したので

はない。彼らは公共の場に赴き，オリンピックの関連イベントに関与することによって，結果と

して都市をメディア空間として作り上げた主体である。 

ベルリン市内では，開催された様々な式典に市民が動員されただけではなく，街全体が

オリンピック・ムードに包まれ，オリンピックのチケットを持たない人々もパレードや式典を見る

ために街に出てきた。郊外の町でも，オリンピック・キャラバンは大人気であったし，聖火リレ

ーやオリンピックの鐘のパレードはいつも大勢の野次馬に囲まれてドイツ国内を巡回してい

た。彼らは必ずしも義務的に参加したわけではなく，強制的に動員されたわけでもない。オリ

ンピックの開催国であるドイツの公共空間がメディアと化したと捉えると，彼らのこうした参加

行動は能動的で，メディアと双方向のコミュニケーションを取っていたと評価できる。こうした

意味で，ベルリン・オリンピックは中井の言うMittel的媒介の役割を果たしていたと言える。 

 ベルリン・オリンピックは，Dayan と Katzの主張においても，MacAloon,の主張においても，

人々の自発的な参加を可能にしたという点で「成功したイベント」に当てはまる。問題なのは，

こうしたMittel的媒介を果たすイベントが行われた国家あるいは社会が，結果として民主的

で平和な社会に終わらなかったことである。しかしそれは，Mittel的媒介が限られた政治体

制においてのみ可能ということを意味するわけではない。むしろ，政治体制に関係なく公共

空間で行われるメディア・イベントがMittel的媒介を果たすということが重要なのである。 

 ベルリン・オリンピックはドイツ国民の参加を可能にするメディア・イベント空間を作り出し，

人々は積極的にこの空間に参加した。この現象は，先行研究でおもに扱われてきた，私的

空間におけるメディア・イベントの果たす役割とは大きく異なっている。すなわち，私的空間

におけるメディア・イベントでは，Mittel的媒介が成功する可能性が低く，視聴者が放送から

受ける影響が少ないと言われてきたのに対し，公共空間におけるメディア・イベントは，私的

空間におけるメディア・イベントとは異なった役割を果たしていると考えられる。 

 通常，公共空間においてコミュニケーションの機会が増えれば，批判的な意見が増えると

考えられるかもしれない。実際にベルリン・オリンピックは，ドイツ国外においてはナチ政権の

驚異として批判的に報道され，実現されはしなかったもののボイコット運動も起きた。ところが

ドイツ国内ではこうした動きが目立たなかったために，このオリンピックは公共空間において

行われたにもかかわらず，私的空間における初期の弾丸効果論21のように，一方向的な

Medium的媒介だと評価されていたと考えられる。 

 しかしDayanとKatz（1992=1996, p.291）が家庭という私的空間におけるメディア・イベントの

作用について，「何気ない日常的な視聴の状態にあるよりも，メッセージを受け取る態勢がで

きている場合の方が，それを受け止める傾向がはるかに強い」と述べているように，人々のイ

ベントに対する視聴あるいは参加姿勢に着目するならば，ベルリン・オリンピックにおける参

加者の姿勢は積極的かつ双方向的なのである。 

                                                  
21

 マス・コミュニケーションの効果研究が始まったばかりの20世紀初めから1930年代末において

は，「弾丸理論」あるいは「皮下注射理論」が台頭し，マス・メディアの影響は誰に対しても強力で

画一的に及ぶと考えられていた。 
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 さて，ここまで，テレビ放送の介入するスポーツ・イベントであるメディア・イベントの先駆で

あったベルリン・オリンピックの，とりわけ観戦チケットを持たない一般市民が参加可能であっ

た公共空間での関連行事を見てきた。このイベントはナチス政権下のイベントという特殊な例

ではあるが，スポーツのファン，あるいは際立った愛国主義者集団の参加行為といった点で

語られない例として，日独のパブリック・ビューイングを考察する上での出発点となる出来事

である。これまでのメディア・イベントの事例において指摘されてきたように，大勢のマス・オ

ーディエンスが自発的に参加したイベントが，結果的にはファシズムという一点に集約されて

いった例でもある。パブリック・ビューイングの調査について，本研究ではそこに水平で真正

なコミュニケーションが存在する可能性が見出されているが，全く異なる特殊な状況と思われ

てきたナチス体制下のベルリン・オリンピックですら，たとえ当時様々なイベントに参加した

人々自身がスポーツファンやナチス賛同者でなかったとしても，そこに参加可能な枠組みが

用意されていたことを指摘しておかなければならない。 

 この，ベルリン・オリンピックで結果的に機能したメディア・イベントの非真正性と，日独パブ

リック・ビューイングで二つのモデルとともに見い出された真正なメディア・イベントとを分つ点

については，本章末尾に考察を加えたい。 

 

3. 儀礼としての体操 

 メディア・イベントとしてのスポーツ・イベントの源流の一つとしてベルリン・オリンピックにつ

いて述べてきたが，ここで，ベルリン・オリンピックの大勢の「参加者」であるドイツ国民や，パ

ブリック・ビューイングでのオーディエンスのふるまいが，実際には「スポーツ」の対極に位置

付けられる「トゥルネン（Turnen）」と呼ばれるドイツ体操運動の要素を多分に含んでいたこと

について指摘しなければならない。 

 

3-1. スポーツと体操運動 

 体操（トゥルネン）はスポーツとは異なる概念として広まっていた。スポーツは，イギリスで発

展した，勝利を獲得することを目指す個人主義的な行いである一方，トゥルネンは集団性と

民族の精神を強調するものである。そのため，スポーツはトゥルネンとは異質で批判されるべ

き対象であったという（伊藤：2004, p.107）。トゥルネンという言葉は「ドイツ体操の父」である

Jahn, F., L.によって生み出され，1840年代にベルリンからドイツ全土へ広がった。その体操

運動の目標はナポレオンによって占領された自国民を鍛えることにあった。 

ベルリン・オリンピック当時には，「トゥルン協会（Turnverein）」と呼ばれるドイツ体操連盟が

おびただしく存在し，当時ドイツには約 1万 3000の団体があり，150万人の会員を擁してい

たと言われる（Hart-Davis：1986=1988, p.60）。 

 大勢の人々が揃って同じ動きをするトゥルネン運動をはじめとして，同様の様々な大衆運

動とナチズムとの関係について指摘したのはMosse（1975=1994）である。Mosse（1975=1994, 

pp.94-95）は，1832年にライン河畔ハンバッハ城で行われた国民的祝祭が，3万人が集まる

ドイツ初の大衆集会であったと指摘した。この祝祭は「ドイツの 5月」に召集されたが，その理

由は古代ゲルマン人がこの時期に部族集会である「民会（ティング Thing）」を催したためで
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ある。人々は廃墟となった城まで行列をつくり，演説を聞いた。ハンバッハ祝祭において

人々は必ずしも統制されていたわけではなかったが，それでもハンバッハ祝祭自体はその

後のシンボルとなり，祝祭に隊列がつきものになった。次の大規模な祝典は 1859年の「シラ

ー祭」である。ドイツの詩人であるVon Schiller, J., C., F.の生誕100周年を祝う記念祭でここで

は男子合唱協会が指導的役割を演じた（Mosse：1975=1994, pp.97-98）。 

 このように，Mosse（1975=1994）は，国民的記念碑となる建築物とそこで行われるティング劇

の中に，体操家，男子合唱団，射撃協会，モダンダンスといった諸組織が参入していった様

子を捉えている。つまり，身体運動を通じてメンバーが結束する様々な大衆運動が，国民的

祝祭の源流に結びついていったのである。 

 ベルリン・オリンピックにおいても上演されたティング劇について，池田（2004, p.324）は，

「ナチズムの運動が生んだもっともユニークな文化表現」と述べている。ティング劇は，セリフ

の多くが合唱形式で語られるだけでなく，通常の演劇のような身振りの演技をほとんど行わ

ない。合唱隊は隊列を組んで舞台上を行進し，個別の登場人物も隊列に加わったり離れた

りしながら演技といえるような動きを最小限にとどめる。「シュプレヒコール（Sprechchor）」と呼

ばれる合唱と隊列を組んだ行進とが，ティング劇の基本形式である。シュプレヒコールは，1

人の先導者がスローガンを叫び，続いてその他大勢が同じ文句を唱和するという，デモ行進

で用いられるメッセージ伝達形式であり，本来はナチ党の政敵である共産党や社会民主党

の街頭闘争で先駆的に用いられていた。しかし，ティング劇は，シュプレヒコールが突撃隊

（Sturmabteilung；SA）の街頭行進で用いられるうちに自然発生的に生まれた素人の寸劇を

直接の起源としていた（池田：2004, pp.323-325）。ティング劇の演者たちは，ナチ党を演じる

隊列，それに敵対する共産党を演じる隊列，ユダヤ人を演じる隊列といった，はっきりそれと

わかる旗などの目印を身に付けて主張を叫ぶ。次第に興奮した観客はシュプレヒコールに

加わるだけでなく，隊列に加わり始める。やがて演者と観客の区別がなくなっていくこの演劇

は，まさに「自発性の文化表現としてのナチズム」（池田：2004, p.314）の一端を示していると

言えよう。すなわち，「観衆をも巻き込んで演じられる表現，演技者と見物人との境界が消滅

していく表現，だれもが表現者になっていく表現の形式が生まれた」のである（池田：2004, 

p.326）。 

 こうした同一性を強調する大衆運動は，ドイツの近隣地域にも影響を及ぼした。たとえばト

ゥルネンは，チェコ人による対抗組織である，ソコル（Sokol，スラヴ系言語で「隼」を意味する）

運動によって模倣された。福田（2006）は，当時チェコ地域において曖昧だった「誰がチェコ

人か」という問題を抱えたチェコ系社会が，ドイツ系社会と分化していく過程をチェコ体操運

動であるソコルの確立から捉えている。チェコ系少数地域のソコルにおいては，「チェコ人が

チェコ人として生きることができ，仲間との結束を確認することができる場所，すなわち国民

的な公共空間を構築すること」（福田：2006, p.128）が目標とされたというが，こうしたアイデン

ティティをめぐる問題意識はドイツ体操運動にも内包されていた。ユダヤ人もまた，ソコルを

模してユダヤ人体操協会を結成し，ユダヤ人体操運動を展開した。体操運動は中央ヨーロッ

パにおいて民族分化を促すという意味で重要な役割を演じたのである。 

このように，ヨーロッパ大陸ではスポーツより先に体操運動が発達していった。体操家たち
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は，他者と競争することによって自己の優越性を高めようとする性格を持つスポーツを批判し

た。福田（2006, pp.176-177）によると，体操家によるスポーツ批判は次の5点にまとめることが

できる。 

 

第 1にスポーツは個人的なものであり，他人に勝とうとするエゴイズムを助長するもので

しかなかった。第 2に，身体の一部だけを鍛錬するという点において，スポーツは身体

の調和を崩し，下手をすれば健康を損ねかねないものであった。第 3に，スポーツは道

徳的な価値を持っておらず，体操のように，心身のバランスのとれた発展を促すもので

はなかった。第 4に，スポーツは身体能力に優れた一部のエリートを優遇するものであり，

体操のような「民主的で国民的なもの」とは違って「非民主的な」娯楽に過ぎなかった。

（中略）第 5に，スポーツは費用のかかる娯楽であり富裕な階級しか参加できないもので

あった。 

 

体操家たちによるスポーツ批判からも，体操とスポーツの違いの一端を見ることができる。釜

崎（2009）は，トゥルネンとスポーツの間の抗争が市民たちの階級闘争の役割も担っていたこ

とを指摘している。つまり，スポーツを愛好する「近代派」市民と，体操を愛好する「伝統派」

市民間の対立である。最も単純な対立の例は，「平等」をめぐる考え方の違いである。体操家

が均質な市民階級を理想としたのに対し，スポーツ愛好家はこの理念を以前から存在するイ

デオロギーであるとし，競争を個人の引き立て役と見なしたのである（釜崎：2009, p.95）。 

 

3-2. 儀礼的大衆運動の再検討 

 釜崎と波多腰（2002）は Mosse を再検討し，トゥルネンが祝祭の場で伝統を創出してくプロ

セスを抽出したが，かつて全体の均衡を重んじる諸々の身体運動が権力的な全体主義へと

結びついていったことによって，トゥルネン的な運動を直接批判する必然性は無いように思

われる。「体操の父」Jahn によってトゥルネンが提案される以前から，人々が同一の動きをし

全体として均一な状態を作り出す身体運動は，人類学において，数々の儀礼研究の中で確

認されている。日本においても，ラヂオ体操をはじめとして，人々が同じ動きをする体操を輸

入している。 

 Lévi-Strauss（1962=1976, pp.38-41）は，ここでいう「スポーツ」に該当する「ゲーム」と，ここで

いう「トゥルネン」に該当する「儀礼」を比較している。 

たとえばゲームを知らなかったニューギニアのガフク・ガマ族の人々がフットボールを覚え

た結果，両チームの勝ち負けが正確に等しくなるまで，何日も続けて試合をやることになった

という。また，フォックス・インディアン22が死んだ縁者と別れる際の「跡継ぎの儀式」では，伝

統的に球技のゲームが行われるが，このゲームは「生者」と「死者」が戦う構成になる。この時，

「生者」は「死者」に，彼らが死によって何も失っていないことを理解させなければならないし，

                                                  
22

 アメリカ中西部に位置する現在のミズーリ州には複数の先住民部族が存在したが，フォックス

族もそのうちの一部族である。 
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「死者」は「生者」に死の現実性を思い起こさせ，長寿と食物を保証する。この「死者」と「生者」

のゲームでは，儀礼を受ける者（死者）の側が勝つように工夫される。つまり，あらかじめ勝敗

が決まったゲームなのである。Lévi-Strauss によると，北アメリカの神話では，ゲームに勝つこ

とは相手を「殺す」ことを意味する（Lévi-Strauss：1962=1976, p.40）。つまり，死者をゲームに

勝たせることによって，生者が死者であるかのような幻想を死者に抱かせ，死者をだますの

である。スポーツのように見えるフォックス・インディアンのゲームもまた，実際には儀礼として

機能している。ここで Lévi-Strauss（1962=1976, pp.40-41）を引用してみよう。 

 

（前略）ゲームの場合，相称性は先定されている。したがってそれは構造的である。なぜ

なら，どちら側にとっても規則は同じだという原則から相称性が出ている。非相称性は作

り出される。意図に発する出来事であれ，運に発する出来事であれ，才能にもとづく出

来事であれ，いずれにしても出来事の偶然性から不可避的に生じるものである。儀礼の

場合は逆になる。聖と俗，信者と祭儀執行者，死者と生者，イニシエーションを受けた者

と受けない者などのあいだに非相称性があらかじめ設定されるか要請され，それから

「演技」が出来事を用いて参加者全員を勝者の側に入れてしまう。それらの出来事の性

質と配列はまことに構造的な性格をもっている。 

 

つまり，儀礼においては，もともと非相称性を持つ諸個人が集合し，相互の非相称性を認識

しながら演技することによって，参加者全員が「勝者の側」に入り，全体としての相称性を実

現することができるというわけである。 

 また，Guttmann, A.（1978=1981）は，北アメリカにおいてかつて先住民やアフリカ部族が行

っていた儀礼としての球技と近代スポーツを比較しながら，近代スポーツの特徴として世俗

化，平等化，役割の専門化，合理化，官僚制的組織化，数量化，そして記録の追求を挙げ

ている。このうち「記録の追求」は，人々の営みを数量化することによって個人記録，大会記

録，世界記録といった様々な記録が生まれ，それらを突き合わせることによって時空間を超

えた競争が可能になったことを指す。この点が Guttmann（1978=1981）の示す近代スポーツ

論にとって最も重要な指摘であることは，原題「儀礼から記録へ（From Ritual to Record）」か

らも明らかである。 

スポーツと儀礼の違いについての言及は他にもある。たとえば Bateson, G.（1979= 2006, 

p.187）は，スポーツ＝ゲームには筋書きがないことについて触れながら，「次はこうしてこうな

ると最後までわかってしまえば，それはもうゲームではない。儀式である」と述べ，「遊びを関

係の樹立とその探求と定義すれば，挨拶や儀式は関係の肯定となる。もっとも肯定と探究が

同時になされることは，少しも珍しいことではない」（Bateson（1979= 2006, p.197））と注釈をつ

けている。筋書きのもとに行われる身体運動はスポーツ（＝ゲーム）ではなく，儀礼（＝儀式）

である。Batesonは，儀礼を，集合行為者の関係の肯定と見なしている点が特徴的である。 

さらに，Bateson（1979= 2006, pp.195-197）は，アブダクション（abduction）についても触れ

ている。アブダクションとは，ある記述における抽象的要素を横へ横へと広げていくことを指

す。Bateson（1979= 2006, p.195）によると，「隠喩，夢，寓話やたとえ話，芸術の全分野，科学
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の全分野，すべての宗教，すべての詩，(…)トーテミズム，比較解剖学における事実の組織

―これらはみな，人間の精神世界の内部で起こるアブダクションの実例，もしくは実例の集

体である」。アブダクション・システムにおいて，人々は相互に関わり合いながらも水平にその

関係を伸ばしていく。こうした集合の在り方は，序章で述べたような，Lévi-Strauss の言う真正

な社会の想像の仕方を想起させる。 

 とはいえ，スポーツと儀礼を単純に分け隔てられない分があるのも事実である。スポーツと

儀礼とが重なり合った部分に浮上するのは，Huizinga, J.（1938= 1963）の提案する「遊戯」と

いう概念である。Huizinga（1938= 1963, p.58）によれば，遊戯とは次のように定義される。 

 

遊戯とはあるはっきり定められた時間，空間の範疇内で行われる自発的な行為，もしく

は活動である。それは自発的に受け入れた規則に従っている。その規則は一旦受け入

れられた以上は絶対的拘束力を持っている。遊戯の目的は行為そのものの中にある。

それは，緊張と歓びの感情を伴い，またこれは＜日常生活＞とは＜別のものだ＞という

意識に裏付けられている。 

 

ここで提出された重要な指摘は，遊戯という集合行為の目的性である。 

「遊戯」の理論のうちの 1 領域として，金銭や権力といった外発的報酬をなげうって没入し

てしまう体験である「フロー（flow）」が起こる要因について，Csikszentmihalyi, M.（1975=1979）

は「自己目的性」を見出した。すなわち，ある身体運動を行う際に，外発的な目的を持たない

場合に，フロー体験が起こりえるのである。Csikszentmihalyi（1975=1979, p.65）は次のように

述べている。 

 

自己目的的経験は，それ以外の生活が往々にして退屈であるのとは異なり，退屈では

ない。同時に通常の生活の中では意識の中にしばしば入り込んでくる不安を生み出す

ことがない。退屈と不安とが相殺し合っていることから，自己目的的経験は行為者をそ

の活動に完全に没入させてしまうものの一つとなる。 

 

フロー理論の特徴的な点は，これが仕事中などの日常生活においても経験されることにある。

日常生活の中でフロー体験が立ち現れることで，結果的にフローを経験する時空間が日常

生活と切り離されることになるのである。 

青木（1983, p.9）は，遊びの中に儀礼化の一面と同時に儀礼化を破壊しようとする面があり，

儀礼の中にも遊びの要素があるとし，社会秩序は儀礼と遊びとの間で揺れ動くのだと指摘し

ている。こうした指摘は，日常-非日常という対立軸の中では捉えられないフロー体験を，儀

礼と遊びに共通する，枠づけされた（framed）出来事として説明可能にする。嶋根（2001, 

p.32）の言葉を借りれば，日常的時間が「非日常」によって分断される時に初めて，「『時間』

は『意味』をもった流れとしてわれわれの経験のなかに立ち現れてくる」のである。 

 スポーツと儀礼に話を戻そう。Lévi-Strauss（1962=1976, pp.40-41）は儀礼や神話が，出来

事の集合を「相互に目的となり手段となるような構造的配列を作り出そうとする」と指摘してい
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る。構造から出来事を作り出すスポーツに対し，儀礼は自己目的的となるために，後に作り

出される出来事を度外視する特徴があるとも考えられる。 

 外的な目的要因を持たずに行われる自己目的的な儀礼は，外部要因によって説明しようと

すれば，無意味さと無目的さをまとっているようにも見える。つまり，参加者自身は，集合行

為を行わなければならない理由や，儀礼中における振る舞いの意味を，具体的に説明でき

ないのである。このことは，第 4 章で明らかになったパブリック・ビューイングの議題の一つで

ある，カテゴリー1「サッカーファンでないこと」への回答に繋がるだろう。サッカーというコンテ

ンツの熱狂的ファンであるかどうか，またテレビ番組を見られる環境が自宅にあるかどうかと

いった状況にかかわらず人々がパブリック・ビューイングに参加したとすれば，この出来事は

無意味さと無目的さによって成立する儀礼として機能したと考えられる。 

 

3-3. 群集内での自己の発見 

 無意味で無目的なメディア・イベントが，カテゴリー2 で提出された「自己アイデンティティ」

の発見に結びつくのはなぜだろうか。ここで，群集論の中で突出したアイデアを提示した中

筋（2005）の議論を見ていきたい。 

 はじめに結論を言ってしまえば，中筋（2005）が提出した群集理論において最も重要な点

は，群集を社会的病理ではなく正常な社会的事実として捉え，日本における近代社会の形

成・維持の歴史的な先行条件であったことを明らかにしたことである。すなわち，「群集の居

場所での体験（群集になること）を通して，人びとは近代的な主体になった」のである（中筋：

2005, p.1）。 

 かつて Baudelaire, C., P.は，精神の絶対的優位性を放棄しつつ，群集の中に身を置くこと

によって，自己の精神の相対的な優位性を確認しようとした。つまり，群集を批評することを

通じて，実際には群集を明らかにするのではなく，群集の対極としての自己の精神の優位性

を構築しようとしたのである。中筋（2005, pp.14-15）はまず，自己精神と群集とをあたかも反発

し合うものとして捉えながらも実は依存し合う関係に置いてしまう，この群集論の構図を，「自

己精神定立の否定的媒介としての群集」と名付けた。これは序章で述べた，Lévi-Strauss の

いう「非真正」な社会の想像の仕方に通じる。つまり，1 点に対して集約される全体という社会

様式が，全体を否定し立ち向かうことに終始したカウンター・カルチャーとしてのサブ・カルチ

ャーという図式に固定されてしまう危険を思い起こさせるのである。 

これに対し，萩原朔太郎が詩の中で表現したのは，群集の中にいることによって生まれる

安定と解放という精神の新しい在り様であると中筋は指摘する。萩原朔太郎は彼の詩におい

て，自己と大勢の他者たちとの関係を優劣や対立の中で捉えようとはしない。むしろ，人々

の精神は，群集の中にいないとき，憂いの精神に自閉している。人は群集の中にいることで，

「自閉した精神から解放されることと自発的な意志と愛欲を解放させることの，二重の解放を

得る」（中筋：2005, p.16）。群集を人々の精神が融解された共同体として描き出す群集論の

構図を，中筋（2005, p.16）は「自己精神溶融の肯定的媒介としての群集」と名付けるが，ここ

で提出される群集の在り様は，第 4 章で明らかになった，パブリック・ビューイング参加者の

体験にあらわれたカテゴリー3「集合的アイデンティティの確認とそこからの解放」への回答に
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もつながる。この点については，次の項目においても改めて考察したい。 

最も重要な指摘は，群集の中にいない精神が憂いと悲しみの感情に自閉している理由を，

そこでは彼の自発的な意志と愛欲を解放させる機会がないためとし，「共同体に溶融されて

いるのは，むしろ群集の中に居ない時の精神」であるとした点である（中筋：2005, p.18）。した

がって，群集の中にいる時，各自の精神はその自発性を解放され，その時初めて精神的な

定立が生まれる。この構図を，中筋（2005, p.18）は「自己精神定立の肯定的媒介としての群

集」と名付ける。 

さて，中筋はその後の議論の展開の中で，この「自己精神定立の肯定的媒介としての群

集」という群集論の構図を，彼の提案する新たな群集像として採用している。つまり，個々人

の主体化の前提条件としての群集である。しかしこの構図は群集の外部を問うことができな

いため，群集の「創業」を問う別の構図との連動が不可欠であることも言い添えている（中筋：

2005, p.20）。 

さて，この構図は，まさにパブリック・ビューイング参加者の体験プロセスにおけるカテゴリ

ー2「自己アイデンティティの確認」を指し示している。群集を恐怖し，その中で人々が自分自

身を失う（Losing myself in a crowd）かのように見えることを批判した Ortega y Gasset, H.

（1930= 1995）や Le Bon, G.（1895= 1993）といった初期の群集論を引用するまでもなく，「自

己精神定立の否定的媒介としての群集」像は，あたかも群集を批判することで相対的に自己

の精神の優位性を確立できるかのように思わせてくれる。しかし本論文の分析結果として提

出されたのは，自分自身を失うのではなく，むしろ自分自身が発見される現場としての群集

（finding myself in a crowd）であった。「人は，群集という教会において孤独という洗礼を受け

ることによって，はじめて自発的な意志と愛欲をもつ存在」となるのであり，群集の中で自己

を発見することによって，改めて家族や地域といったコミュニティの中で，他者との関係を築く

ことができるのである（中筋：2005, p.22）。 

 

3-4. よそ者論をめぐって 

 さて，ここまで，中筋の議論を引用しながら，パブリック・ビューイング体験プロセスを経て

「自己アイデンティティ」が創出される可能性について，「自己精神定立の肯定的媒介として

の群集」の構図を確認してきた。この構図が立ち現れる際には，中筋が指摘する通り，群集

の「創業」を問う別の構図との連動が必要となる。そこで，パブリック・ビューイング参加者の議

題として浮上した最後の課題であるカテゴリー3「集合的アイデンティティの確認とそこからの

解放」に見られる構図について検討したい。 

 といっても，既に中筋の議論においては，これが「自己精神溶融の肯定的媒介としての群

集」論として提案されている。中筋（2005, p.19）によると，この構図で捉えられるのは，「近代

社会の『外部』に広がる非・近代の社会としての群集」であり，「近代社会と言う歴史＝社会的

限定を越えて存続する『共同態』か，近代社会の跡を襲うべき未来の『予兆』」であるという。 

 自己溶融を社会的秩序の前提として肯定する構図を明らかにしたのが，Durkheim, É.

（1912= 1975）である。Durkheim は，オーストラリア先住民族を調査・分析，その宗教的儀礼

において見られる人々の高揚した感情に注目した上で，儀礼の熱狂状態を「集合的沸騰」と
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名付けた。この集合的沸騰を体験することによって，参加者は個人を越えた社会構成員とし

ての自己を発見する。すなわち，日常生活から断絶された儀礼が，社会統合と秩序をもたら

すのである。 

既に第 1章において，メディア・イベントの概念が儀礼研究の多大な影響を受けていること

を確認したが，一見無秩序なバカ騒ぎが，結果として社会秩序の創出に貢献しているという

構図は，人々をイベント参加者としての社会構成員として意味づける方向へと向かう。ここで

生じる「われわれ意識」が，カテゴリー3「集合的アイデンティティの確認とそこからの解放」の

うち，「集合的アイデンティティの確認」を説明するための回答になり得る。 

では，カテゴリー3に内包された，「集合的アイデンティティからの解放」という側面はどのよ

うに解釈できるのだろうか。ここで，都市における群集としばしば対に語られてきた，「よそ者」

をめぐる議論を参照したい。 

「よそ者（Fremde）」を社会学の中に位置付けたのは，Simmel（1908= 1999）である。彼は，

著書「社会学」における「よそ者についての補論」の中で，よそ者を次のように定義した。すな

わち，従来よく考えられていた，「今日来て明日去っていく人」という意味でのよそ者ではなく，

「今日来て明日とどまる人―いわば潜在的放浪者」（Simmel：1908=1999, p.248）としてのよそ

者である。彼は潜在的放浪者でありながら，来てまた去っていく解放を乗り越えているわけで

もない。一定の空間の内部に繋ぎとめられていながらも，彼は初めからそこにいたわけでは

ない。彼はその地で育つことがあり得ない特質をその地に持ち込んでしまっている。 

Simmel（1908=1999）が指摘したよそ者の特徴は次のように説明できる。つまり，よそ者にと

っては見知らぬ人がもっとも近い存在だということである。よそ者は集団の一つの要素を成し

ており，構成員としての地位を保つと同時に，集団の外側に立ち，集団に立ち向かう要素も

含んでいる。たとえばよそ者としての行商人が，ある町に定住しようと決めるならば，彼の自

分自身がよそ者であるという意識はいっそう研ぎ澄まされる。古典的な例として Simmel が言

及するのは，彼自身がユダヤ系であることからも，ユダヤの行商人である。この，近さと遠さに

関する議論についてより具体的に見てみよう。 

まず，よそ者はフットワークのよさという独特の性格を持つ。この特性を集団の内部で発揮

することによって，近さと遠さの結合を生み出すが，それでもけっして他者との有機的な結合

は生まれない。このことは，無関心と参加の混合した「客観的」な態度であるとも Simmelは述

べている。つまり，集団内の利害関係から排除された判定者としての役割を担う時，あるいは

しばしばよそ者が他人の秘密を告白され，それが懺悔に似た性格を帯びる時，よそ者は集

団内で支配的な地位を得る。こうした役割がよそ者に対して与えられることは，すなわちよそ

者が固定観念に拘束されない自由をまとっているからでもある。 

さらに，Simmel は，よそ者が集団内の他者と関係する時，その共通事項が普遍的な特性

に過ぎないと他者によって認識されることにも触れている。たとえば私はよそ者との間に，人

間一般の共通事項を感じ取る。この限りにおいて，よそ者は私にとって近い存在である。しか

しその共通性はきわめて多くの人々を結び付けているがゆえに，私とよそ者をも結び付けて

いるに過ぎない。その意味ではよそ者は遠い存在である。 

普遍的なものだけが共通するという意識は，共通していないものの強調にもつながるが，
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この非共通性もまた，よそ者に共通する特徴である。したがって，よそ者は「個人としてでは

なく，ある特定の類型に属するよそ者一般として受け止められる」ことになる（Simmel：1908= 

1999, p.258）。このことに関連して，Simmel（1908=1999, pp.258-259）は中世フランクフルトで

要求されたユダヤ人税を例に挙げる。キリスト教徒の市民たちによって支払われる税は，彼

らのその時々の資産水準に応じて変化したのに対し，ひとりひとりのユダヤ人に対する税は

いったん定められると永続的に固定された。ユダヤ人は社会の内実を担う構成員としてでは

なく，ユダヤ人一般として地位を定められていたのである。最終的に，中世フランクフルトに

おいてはよそ者一般に対して一律の人頭税が課されることになる。「よそ者についての補論」

の巻末で，翻訳者である鈴木（1999, pp.323-324）は，「貨幣と同様，抽象的で中立的な存在」

であるよそ者が「非帰属性を本質とするがゆえに，その存在に，葛藤を宥和する普遍的性格」

を持つという理論に，Simmel が芸術の中に探ってきた葛藤や均衡，和解の可能性と重ね合

わせている。Simmel（1908=1999）は，集団との非有機的な関係を通じて，よそ者が集団の有

機的構成員となる状態を描きだしたのである。 

Schütz（1970=1980）は，よそ者が集団に接触する瞬間をより具体的に考察している。

Schütz によれば，よそ者が集団の成員と共有できるのは「せいぜい現在と未来だけ」であり，

その意味で集団構成員から見れば，よそ者は「歴史を持たない人間」である（Schütz：

1970=1980, p.47）。集団の構成員に加わろうとしているよそ者は，傍観者であることをやめ，

いわば「正面席から舞台に飛び上がり，共演者達との社会関係に入り，進行中の芝居に加

わ」らなければならない（Schütz：1970=1980, p.48）。しかしその時，よそ者は，集団の中で自

明である文化パターンが，彼にとって何の役にも立たないことを思い知る。彼は集団のパタ

ーンを翻訳して受け取らなければならないが，翻訳が可能となるのは彼にとって翻訳し得る

等価物があった場合のみである。よそ者は人々に加わり，人々の文化パターンを自分自身

で試していくが，それは彼にとって「一歩一歩チェックする必要のある単なる主観的な見込み」

にすぎない（Schütz：1970=1980, p.52）。こうしてようやく理解された集団内でのふるまいは，

よそ者にとって「自分のもの」にはならないが，「なじんだもの」にはなる（Schütz：1970=1980, 

p.50）。 

このような Schützのよそ者理解において発見される，集団に対するよそ者の態度の特徴と

しては，第1によそ者が持つ客観性が挙げられる。よそ者は，人間が「その地位を失い，行為

を導く基準を失い，さらには自己の歴史までも失うことがあり，通常の生活様式なるものが，

常にみかけよりもはるかに頼りがいのないものであること」を経験として知っている（Schütz：

1970=1980, p.54）。したがって，彼はしばしば，習慣的な生活様式の存続を信じている集団

構成員には見過ごされてしまうような，「『相対的に自然な世界観を脅かしかねない危機の兆

候』」に気づくことになる（Schütz：1970=1980, p.54）。 

第 2 に，集団構成員にとって，彼らが適切で最上だと考えている彼らの生活様式をよそ者

が受け入れようとしないか，あるいは受け入れられない場合，彼らにとってよそ者は恩知らず

の裏切り者に見える。実際には，よそ者にとって，集団の新しい文化パターンの理解は，彼

を迷わせる迷路であり，しばしば集団に対してあいまいな忠誠心を示すほかないのである。 

Schütz はよそ者という繊細な存在が集団と接触する時に発揮する鋭さとあいまいさを緻密
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に検証している。このようなよそ者と集団との接触の瞬間は，都市空間における群集との関

係でも論じることができる。Benjamin（1935＝1995/06）が「パッサージュ論」の概要として示し

た「パリ——一九世紀の首都」において描いた，「遊歩者（Flaneur, フラヌール）」と，彼らが

身を隠す居場所としての群集である。パッサージュとは，街路をガラスの屋根で覆った，いわ

ゆるアーケード街のことを指す。遊歩者は 19 世紀初頭のパリに登場したパッサージュととも

にあらわれた。Benjamin は，「疎外された[よそ者になった]人のまなざし」と，「大都市への，

そして市民階級への敷居[過渡期，移行領域]の上にいる」「遊歩者のまなざし」とを重ね合わ

せている（Benjamin： 1935＝1995/06, p.346）。大都市は，大勢のよそ者を受け入れる。都市

群集はいわばよそ者の集合である。彼らは目的もなく都市を彷徨い，群集となり，また個々の

生活に戻っていく。大都市は彼らにとって，くつろぎ，安定できる場所なのである。 

近森（2007）は，従来，ものごとに批判的な距離をとる「観察者」だと考えられてきた

Benjamin の「遊歩者」概念を「陶酔者」として読み解くことで，慣れ親しんだ都市が見知らぬ

迷宮として遊歩者の前に立ち現れる際，彼が感じる無気味さと，都市の中に抑圧されていた

現実の回帰を明らかにする。この実感を近森（2007, p.27）は「遊歩者の陶酔経験」と呼んだ。

19 世紀パリを，人々が集団で夢をみている状態と捉えるパッサージュ論のモチーフは，集団

で陶酔を経験する群集の姿をも想起させる。この陶酔経験の中で，人々は，都市において

本来的によそ者である自己と，自己を取り巻く人々との近さと遠さを認識し，群集の構成員と

しての自覚から解放されていく。 

「よそ者にとっては見知らぬ人がもっとも近い存在」であるという Simmel（1908= 1999, 

p.249）の指摘は，一定期間，限定された空間において形成され，2 度と同じ構成員によって

集まることのないよそ者の集合体においても，集合的アイデンティティを形成する方向への

動きと同時に，そこから人々を解放する方向へと機能すると考えられる。カテゴリー3 におけ

る「集合的アイデンティティからの解放」の側面は，メディア・イベントによって構成される集合

がよそ者の集合であるとみなす以上の解釈によって回答ができる。つまり，よそ者としての

個々のパブリック・ビューイングの参加者は，その集合自体がよそ者から構成されている集団

と接し，その中での正しいらしいふるまいを実践し，場合によっては個々のふるまいの模倣を

受け入れられないといった思いをしながら，見知らぬ人々を近い存在と感じる瞬間を味わう。

そのことによって，近森（2007, vi）の言うところの「何か遠ざけられ，抑圧されたもの」，すなわ

ち本論文で既に指摘した，ドイツ的なものを表出していいかどうかを強烈に意識するという現

実に潜んでいた抑圧から解放されていく。メディア・イベントの従来事例研究では捉えられて

こなかった日独二つのモデルを分かつものは，前提条件としての抑圧の存在であったと捉え

られるのである。 

 

4. 本章のまとめ――メディア・イベントの一回性と終わらない社会運動 

 さて，ここまで，2002年と2006年に日独で行われたパブリック・ビューイングの参加プロセス

モデルから抽出された幾つかの議題について検討を試みてきた。ここで，メディア・イベント

の役割として本論文で抽出された新たな可能性についてまとめておこう。 

第 1 に，日本人インフォーマントの参加プロセスモデルで示されたような，自己の発見と集
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合的アイデンティティの確認を経たうえで親密圏へと潜っていく可能性である。 

第 2 に，ドイツ人インフォーマントの参加プロセスモデルで示されたような，自己の発見と

集合的アイデンティティの確認を経たうえで，抑圧としての集合的アイデンティティの存在認

識から解放される可能性である。 

 日本において縮小化の一方をたどっているパブリック・ビューイングは，2002年の若者批判

の論調からどのような影響を受けたのだろうか。当時の議論の中で最も強調されたのは，国

旗を振る若者たちの「無邪気」な姿であった。つまり，その集合行為の無目的さが批判の的

になったと言ってもよい。ところが，ここまで明らかにしてきたように，実際には，彼らの行動は

無意味さの中にこそ儀礼としての意味があるのである。さらに，儀礼の無意味さの中で自己

を定立させ，陶酔の中にその集合から解放されていくメディア・イベントの役割については，

既にたびたび繰り返してきたとおりである。 

外部に目的を持ったトゥルネン的身体運動としての儀礼は，Mosse（1985= 1996）が既に論

じている通り，すなわちカルトである。カルトと化してしまう社会運動は，外部に目的を持ち，

運動自体の有意味さと価値が強調されることによって，その運動は終わることがない。カルト

化した諸運動がナチズムに集約されていった経緯については，Mosse（1985= 1996）が明ら

かにした通りであるし，近代日本を対象にしたメディア・イベントの事例研究においてもその

危険性は強調されてきた（津金澤1996）。DayanとKatz（1992= 1996）もまた，メディア・イベン

トの機能として，集合行為のカルト化の危険性をたびたび示唆している。目的性という点が，

一回性という特徴を持つメディア・イベントと，メディアの介入した終わらない社会運動として

のカルトとを分かつ最も重要な点であると考えられるのである。 

一回的なメディア・イベントは無目的さ・無意味さ・無価値さを内包しており，それゆえに多

元性へと繋がる可能性を孕んでいる。こうしたメディア・イベントの脱中心性は，Lévi-Strauss

（1958=1980）の「真正な社会」を想像させる。彼がマス・コミュニケーションの諸手段が 1点に

集約される社会統合へのみ向かうのではないと語り，その実現が今日の若者によるマス・コミ

ュニケーションの新たな利用によってなされると予想した結果が，パブリック・ビューイング現

象にその一端を覗かせているのである。 
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終章 

 

1. 本論文の概要――パブリック・ビューイングを読み解くために 

 マス・コミュニケーションによって媒介された一回的なメディア・イベントが，「真正な社会」を

その帰結としてもたらす可能性について，記述を試みてきた。家庭でのテレビ視聴が可能で

あり，放送される番組のコンテンツに対して日常的には興味がなかったとしても，パブリック・

ビューイングにおいて人々はコンテンツを特に目的とせず集まり，その脱中心的な儀礼行為

によって他者とは異なる自己を発見する。 

 本論文の内容をまとめると，次のようであった。 

第 1 章では，パブリック・ビューイングを理解するために重要となる幾つかのキーワードに

ついて概念定義を試みた。 

第 2章では，2006年サッカーワールドカップドイツ大会および 2002年のサッカーワールド

カップ日韓大会において，パブリック・ビューイングがどのように展開し，またどのように語られ

てきたのかについて，それぞれの状況記述を試みた。ドイツにおいて，パブリック・ビューイン

グは FIFA と市当局において，2002 年秋から既に計画が練られ，公式イベントとして大々的

に行われた。これとは対照的に，2002 年の日本におけるパブリック・ビューイングは， FIFA

公式イベントとして体系的に行われておらず，日本全国で草の根的に起こった運動としてそ

の全体像は曖昧であった。当時の日本におけるパブリック・ビューイングについては先行研

究がそれほど多くないが，無邪気に国旗を振る日本の若者たちを「ぷちナショナリズム」とい

う言葉で揶揄し，批判する動きがあったことがドイツの状況とは対照的であった。 

第3章では，2002年および 2006年において日独で行われたパブリック・ビューイング参加

者へのインタビュー調査および分析を行うにあたって，本論文が用いた方法論および手順

について述べた。本論文では，2002年と 2006年にそれぞれ日本とドイツにおいて行われた

パブリック・ビューイングに参加した日本人とドイツ人の 20 代の若者それぞれ 5 名ずつに 1

年程度をかけてインタビュー調査を行ったが，その際にグラウンデット・セオリー・アプローチ

（GTA）に基づいたサンプリングおよび分析について説明し，本論文が用いた方法論の枠組

みを提示した。 

第 4章では，日独合計 10名の参加者へのインタビュー調査について，3段階の図化およ

び要約の提示と解釈を示し，プロセスを開示しながら分析を行い，10 名のパブリック・ビュー

イング体験プロセスから日独の参加モデルを抽出した。パブリック・ビューイング体験中にお

いては，日独共通して全てのインフォーマントに「われわれ意識」と同時に「私は私だ」という

自己認識が見られたが，日独における参加前の状況の違いから，日本人インフォーマントか

らは「親密さへの回帰」モデルが得られ，ドイツ人インフォーマントからは「抑圧からの解放」

モデルが得られた。 

第 5 章では，メディア・イベント研究の新たな争点と展開について検討した。「親密さへの
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回帰」モデルおよび「抑圧からの解放」モデルの二つは，これまでメディア・イベント研究が示

してきた「統一性への集約」とは異なっている。このことを受け，メディア・イベント研究および

パブリック・ビューイングの「統一性」の役割を強調する事例研究においてしばしば引用され

る，世界で初めてテレビ中継されたスポーツ・イベントであるナチスドイツ体制下で行われた

ベルリン・オリンピックを詳細に眺め，このイベントにおいて見られた様々な関連行事とオー

ディエンスの能動的参加について再評価した。さらにスポーツと体操運動との違いについて

触れ，体操運動の儀礼的側面を検討した。その上で，第 4章で提出された日独インフォーマ

ントの参加プロセスで明らかになった三つのカテゴリーの検討と解釈を試みた。 

 さて，ここで改めて，今回取り上げたパブリック・ビューイングにおいて中継された，サッカ

ー・ワールドカップの試合中継番組の内容，つまり「スポーツ」という映像コンテンツについて

触れなければならない。本論文において明らかになったように，イベントに集う人々が必ずし

もサッカーのファンではなく，画面を観ていない「視聴者」さえ含まれていたとしても，中継さ

れる映像抜きにパブリック・ビューイングは成立しないからである。 

DayanとKatz（1992=1996）は，メディア・イベントの 3類型について，放送主体や視聴者の

役割，特徴を分析している。その中で，オリンピックなどのスポーツ・イベントや大統領候補の

討論会を例とした「競技型」について，その中心的なメッセージが競技者と観客とによって認

識される「合意されたルール」にあるとして，Weber, M.の権威の 3 類型のうち合理的―合法

的な権威のモデルを上演するイベントであるとしている（Dayan & Katz：1992=1996, p.67）。し

たがって，視聴者は，競技型メディア・イベントがルールの美しさを尊重して（いわば「スポー

ツマンシップにのっとって」）行われているかを見極め，さらには競技者のうち勝者が誰かを

判断するという，内省的かつ普遍的な「判定者」としての役割を求められるという。これは，本

論文で明らかにしたオーディエンスが担う役割のうち，第 5 章で検討したカテゴリー3 への回

答である「よそ者」の役割の一部分と重なる。すなわち，「今日来て明日とどまる人」であるよ

そ者は，Simmel（1908=1999）の指摘する通り，集団内の利害関係から排除された判定者と

しての役割を担う時，よそ者はしばしば他人の秘密を告白され，それが懺悔に似た性格を帯

びるという部分である。 

ルールが支配するスポーツ・イベントを，テレビ放送主体があたかも中立的であるかのよう

に競技者の対抗関係を強調しながら生放送で中継し，視聴者がメディアとスポーツの主催団

体との間にある利害関係から排除された判定者の役割を演じることでイベントに参加すると

いう構図は，国家間のチームで争う競技型メディア・イベントが合理的で非人間的な権威の

制度化の中で登場した，きわめて現代的なメディア・イベントの類型であることを示している。

とはいえ，視聴者が判定者としての役割のみを担っているわけではないことも，本論文で明

らかになった。 

本論文で扱うパブリック・ビューイングは，サッカーのテレビ中継番組を契機として行われ

るイベントであり，番組のコンテンツであるサッカーは，ルールに基づいて勝敗を競うスポー

ツである。しかし，パブリック・ビューイングにおいて，視聴者の参加行動は，その場に居なが

らにして会場を俯瞰する「よそ者」としての判定者であるだけでなく，他の参加者たちとの関

係の中で同調的に振る舞い，そのことによって自己認識を余儀なくされる，スポーツとは対極
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に位置する「体操運動」によって説明が可能であった。既に述べてきた通り，体操運動家た

ちにとって，スポーツとは個人主義を助長し，勝敗によって社会に非対称性をもたらし，身体

の一部を極端に発達させる悪しきエリート趣味であり，これに対して体操運動は他者と同じ動

きをすることによって社会に調和をもたらし，身体をバランスよく鍛錬することによって美しい

肉体を獲得することのできる，対照的な身体運動であった。だからこそ，これまで「スポーツ」

研究の範囲で，あるいは「競技型メディア・イベント」といった枠組みの中で，スポーツをコン

テンツとしたメディア・イベントにおける，儀礼的あるいは体操運動的な観客の体験を読み解

くことが困難であった。 

マス・メディアとスポーツの関係は，主催するスポンサー企業やメディア企業，大会誘致へ

の駆け引きや競技の勝敗を中心に読み解くと，その非対称性に目が行きがちである。高橋

は「メディアバリュー（メディアで取り上げられる価値の高い）スポーツ」（高橋：2002, p.52）を

「メディアスポーツ」と定義した上で，メディアスポーツの視聴者へ及ぼす影響と課題につい

て「ドイツのナチズムがオリンピックを政治利用したように，メディアスポーツが政治的な材料

になりうる現在では，無批判にメディアスポーツを消費することの危険性も感じておかなけれ

ばならない」（高橋：2002, p.65）と述べている。このように，これまでのメディアとスポーツに関

する研究においては，各国のナショナルチームが勝敗を競うメディアスポーツとしてのサッカ

ー・ワールドカップが背負う，「合意されたルール」という合理的で平等な制度と，政治あるい

は経済的な要因による平等とは程遠いイベントの開催状況との解離が注目を集めてきた。こ

うした構造の中で捉えられる観客像は，利害関係とは無関係な判定者か，あるいは利害関

係に否応なく巻き込まれてしまう非力な消費者でしかない。本論文は，視聴者の体験からパ

ブリック・ビューイングをみつめることで，スポーツ・イベントに際する従来の観客像に，新たな

役割を書き加えるものであった。 

 

2. 映像環境の変容を踏まえたメディア・イベント論の再構築 

 21 世紀初頭を通して広く認知されていったスポーツ・イベントに際するパブリック・ビューイ

ングは，その形態が 2002 年の初期から見られた日本において，2010 年代に改めて包括的

な利用が提案された。2006 年のドイツ大会において見られたファン・フェストを，世界規模で

実現させようとする動きである。 

日本時間の 2010年 12月 2日深夜 2時，スイス・チューリッヒにある FIFA本部にて，2022

年 FIFA ワールドカップ招致の最終プレゼンテーションが行われた。2002年に日韓共催ワー

ルドカップ招致に成功した経験を持つ日本の招致チームがアピールしたのは，フルコート

3Dビジョン（”Full Court 3D Vision”）を用いた世界 208カ国でのファン・フェスト（“Universal 

Fan Fest in 208 Nations”）である。「招致ブック」によると，スタンド内 360度に設置された，200

個の高精細カメラが捕らえる自由視点映像（Freeviewpoint Vision）は，選手ひとりひとりの動

き，ボールの動きを，あらゆる角度から撮影し，圧倒的迫力で観る者に迫るという23。さらに

                                                  
23

 招致ブック http://www.jfa.or.jp/jfa/rijikai/2010/20100520/pdf/h20100520_01.pdf （2013年 8月

6日閲覧） 

http://www.jfa.or.jp/jfa/rijikai/2010/20100520/pdf/h20100520_01.pdf
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「Universal Fan Fest in 208 Nations」の企画は，2006年においてはホスト国であるドイツ国内

のみで行われた FIFAファン・フェストを拡大し，F I F Aに加盟する 208すべての国と地域に，

ワールドカップの素晴らしさを体験できるファン・フェストを設置する計画である。このファン・

フェストに集う人々は，それらの映像を観ることにより，あたかも日本のスタジアムにいるかの

ような臨場感の中で，ワールドカップの喜びと感動を体験することができる。そして，日本のス

タジアムの観衆と一体となった熱狂と興奮に包まれ，その喜びを共有することができるという

のである。 

 こうした視聴のあり方が，「パブリック・ビューイング」として認知され始めたのは，わずか数

年あまりの出来事である。日本招致委員会委員長であり日本サッカー協会会長である小倉

純二は，ファン・フェストのパブリック・ビューイングで展開される 3D のサッカーを，「Science 

Fiction ではなく Science Fact」24であると強調した。「ワールドカップを日本で見られるように

（筆者注：招致プレゼンテーションを）頑張ります」25といった招致委員会代表団員の発言と，

全世界で見られる3Dパブリック・ビューイングの実現を目指すというプレゼンテーションとが，

ここでは両立しているのである。 

 結論から言えば，2022 年のワールドカップは中東カタールで開催されることが決定し，日

本への招致の実現は夢となった。しかし，いつかこのアイデアが実現する時，「208=1」という

招致ブックのキャッチコピーが示す通り，マス・コミュニケーションの一方向的な流れによって，

世界中の視聴者はただ一つの現実に集約され，一つに統合されてしまうのだろうか。 

 本論文において提出されたのは，むしろ，1 点に集約されない装置としてのパブリック・ビュ

ーイングの可能性であり，人々の実践であった。映像は出来事を技術的に複製可能にし，枠

づけされ完成された出来事として視聴者に呈示される装置である。ところが映像はそれを視

聴する者に，閉じられた環への全面的な服従のみを求める装置ではない。 

もちろん，テレビのリモコンに 4 色のデータ連動ボタンをつけることや，映像の前に立った

人の顔がテレビに映し出されるといったことで図られる括弧つきのインタラクションを視聴者

の実践として取り上げたいのではない。むしろ，「仕掛け」によってのみ映像の閉じられた環

への視聴者による関与が起こるとする考えは，映像の完結性が常に視聴者に対して強固に

働くのだという前提に基づいているという意味で，個々の視聴者が行う実践の存在を見落と

している。完結的で一方的な映像コンテンツがマス・コミュニケーションの中で用いられたとし

ても，視聴者はその閉じられた環を突き動かす独自の関与を，映像が流れる空間の中で行

っているのである。 

 

3. 今後の課題 

 本研究は日独のパブリック・ビューイング体験を比較分析し，メディア・イベント論内に位置

                                                  
24

 DREAM2022活動ニュース「最終プレゼンテーション，終了。いよいよ開催国発表へ 

(2010/12/02)」より http://www.dream-2022.jp/jp/news/article/10_12_02.html（2010年 12月 19日閲

覧） 
25

 DREAM2022活動ニュース「最終プレゼンテーションリハーサル本格化 (2010/11/30)」より

http://www.dream-2022.jp/jp/news/article/10_11_30.html （2010年 12月 28日閲覧） 

http://www.dream-2022.jp/jp/news/article/10_12_02.html
http://www.dream-2022.jp/jp/news/article/10_11_30.html
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付けることで，メディア・イベントの概念を更新する試みであった。この過程の中で，メディア・

イベントという枠を大きく超え，論文内では明らかにすることができなかった課題もまた浮き彫

りになった。 

 本研究で扱ったパブリック・ビューイング現象は，公共空間でのメディア利用をいかになす

べきかという政治的な問題の一角を占めていると言える。パブリック・アートと，それが恒常的

に設置される特定の場所が持つ固有の文脈とのずれをめぐっては議論が絶えないが，そう

した中で，その場所に置かれて初めて意味を成すものとして美術品を捉えていく動きもある。

このようなサイト・スペシフィック（site-specific）な特徴を持つ媒体として，いつでも・どこでも視

聴可能なテレビ番組をはじめとする偏在的なメディアが成立することがいかに可能であるか

といった問題，およびそうしたメディアの表象するコンテンツやメディアの設置のされ方がい

かにあるべきかといった考察は，パブリック・ビューイングを考察の出発点とした方向性の一

つであると言える。 

 また，本研究においてパブリック・ビューイングの日独比較を行う際，前提として浮かび上が

った「公共空間で愛国心を表明しにくい」といった共通の事情から受ける心的な抑圧の有無

をはじめとして，可能性として浮かび上った日独における幾つかの状況の違いや共通項に

ついて，さらに精査していく必要がある。若者と社会，また社会状況とマス・メディア受容者と

の関係についても，さらなる考察が必要である。 

 さらに，本研究の範疇外とした大型映像装置の機能やサッカーの歴史といったスポーツに

関する考察，および他の映像視聴や他のコンテンツとの比較検討についても，本研究で検

討したパブリック・ビューイングの日独比較との関係で論じていく余地があるだろう。こうした

諸問題についての回答も，今後の課題としたい。 
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