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［研究動向］　「メディアとスポーツ──その研究経緯と課題」
　「メディアスポーツ」という領域からイメージされるテーマは非常に幅広い。例えばメディアにおける
スポーツの表象（ジェンダー、人種など）、メディアやスポンサーシップと関連したスポーツの商業化、
スポーツジャーナリズムのあり方などが挙げられる。
　一方で、「メディアスポーツ」という言葉はある種の流行にもなっており、メディア言説だけでなく、
研究者の間でも安易に用いられている感がある。一定の定義を与えたうえで、「メディア」と「スポーツ」
の厳密な意味での関係性やその作用を正面から問おうとするものは多くない。そのなかでも、とりわけ「メ
ディア」と「スポーツ」の媒介性（mediation）をとらえることが重要な課題だ。そこから一定のモデルを
導き出すことで、個別に研究されてきた領域を横断的にとらえることが可能となると考えられるからだ。
　両者の関係をめぐっては、甲子園野球やプロ野球などを例に、歴史的なアプローチからその構築過程
が探求されてきた（津金澤編1996、有山1997など）。それに比べ、ミクロな位相でその動態をとらえよ
うとする研究は近年になってようやく提出されてきた。橋本（2002）は内外のメディアスポーツ研究の経
緯を的確に整理したうえで、メディア研究が陥りがちなテクスト主義や技術決定論を批判し、個別具体
的に営まれている「生活」のなかでメディアスポーツをとらえる必要を訴えている。
　しかし、テクスト分析、言説（discourse）分析のようなアプローチによって得られる成果もある。テク
スト分析を契機にしてオーディエンス、メディア企業、社会意識といったマクロなものをとらえていく
には、さらなる理論的探究が必要であろう。この点で、清水（1998）が甲子園野球を事例に、メディア表象、
フィールドワーク、歴史的考察を組み合わせて行った研究は一つのモデルケースといえる。
　井上（2012）は、現代におけるメディアスポーツの巨大化とグローバル化がスポーツの社会的影響力の
問題をあらためて提起していると指摘する。このような社会状況に加え、2011年に起きた東日本大震災
もまた、「メディアスポーツ」が持つ意味合いの重要性を示している。
　清水（2012）は、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）などの国際大会の表象において、日本の

「スモール・ベースボール」という言説が支配したことを指摘し、ここから、「他国民と比較しながら、
想像の共同体としての『日本人』の身体や精神の優位性を示そうとする意図とプロセスを分析すること
ができる」としている。また、森田（2012）は3.11後の女子サッカー「なでしこジャパン」の表象を例に、

「絆」や「粘り強さ」といった特徴が日本人の心性と重ね合せられることで、被災地と非被災地が分断
されたり、さまざまな問題が隠蔽されるという権力作用が生起していることを喝破している。
　SNSやモバイルメディアといった新たなメディア環境の出現も視野に入れつつ、マクロな社会変動の
なかで「メディアスポーツ」をとらえていく必要がある。

東洋英和女学院大学講師　岡井崇之
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書評：加藤晴明（2012）. 『自己メディアの社会学』 リベルタ出版 渡部麻美
　本書は、ネット研究第1世代の著者による独自の視点からのメディア論である。パーソナル・メディ
アに焦点を当てながら、本書は関係性論やコミュニティ論には与しない。著者が呈示するのは、自己
という我々のもっとも近くにある視点である。
　序章では「メディアとは自己を仮託する文化装置である」という命題が提起される。つづく第1章
と第2章では、従来のマスメディア論や近代視覚論をふまえ、本書で論じる自己メディア論への転換
とその必要性が議論される。さらに第3章から第5章に渡って電話メディア、携帯電話メディア、イ
ンターネットを取り上げ、「救済」という概念を通してメディア媒介コミュニケーションを説明する。
第6章ではネット社会論の系譜を俯瞰し、終章で本書の理論枠組みを再確認する。
　本書全体に通底するのは、「我々はなぜかくも自己語り装置として自分のメディアを必要とするの
か」というひとつの疑問である。人々はネットを通して、ブログでの日記やツィートなど様々な形で
自己表出を行う。これらの自己表出の多くは、必ずしも何らかの必要性があって行われているわけで
はない。時には自身のプライバシーを危険に晒すことまでしながら、なぜ人々は自己表出を続けるの
か。本書はこのような疑問に答える新たな理論枠組みを提示する。
　従来のメディア論は、メディア媒介コミュニケーションについて、道具的コミュニケーションと遊
び的コミュニケーションの二通りの理論枠組みを紡出してきた。本書では、従来の枠組みに対して、
新たに「救済」という概念が打ち出される。著者から見たメディア媒介コミュニケーションとは、現
実の制約を越え、新たな自己像を構築するための自己表出である。パーソナル・メディアの普及は、人々
が容易に自己表出できる手段を獲得したことを意味する。自己表出が他者から受容されることで、自
己は「救済」される。この「救済」が、我々がメディアを介して自己表出を続けることの誘因のひと
つとなる。
　本書で主張される自己メディア論の特徴は、メディア媒介コミュニケーションにおける他者の捉え
方にある。パーソナル・メディアはメッセージを相互にやり取りするコミュニケーションの場である
はずが、そこで行われていることは他者への一方向的な「メッセージの投射」である。著者は、この
場合の他者を、自己のリアリティを獲得するうえで必要な承認のためのアイテムにすぎないと指摘す
る。例えば、フェイスブックでの「いいね」という他者からの肯定的反応は、ネットのコミュニケー
ションの本質が承認にあるという本書の見解が現出した例といえるだろう。
　自己を受け入れて欲しい、理解して欲しいという欲求は、時代を経てメディアの形態が変容したと
しても普遍である。著者が提示したメディアを自己救済の装置とする見方は、今後のメディア研究に
とって基軸となり得る枠組みだと考えられる。

編集後記
　メディア・コミュニケーション研究所ニューズレター第3号となる今号は、2012年度の活動報告
および、2012年度の（最新の書籍紹介を含む）研究動向を中心として報告する形となった。本号は、
短い時間での執筆依頼にも関わらず、忙しい研究所員の一人一人が、熱心に執筆にあたってくださっ
た原稿から成っている。本ニューズレターが、メディア・コミュニケーション研究所の活動や、メディ
ア関連の研究について広く内外の関係者に周知し、更なる研究所の活動の発展に繋がることを願いた
い。また、快く第1回講演会の報告をご担当くださった図書館の鷺谷さんに心からお礼申し上げた
い。 （石井香世子）

【参考文献】　有山輝雄（1997）『甲子園野球と日本人―メディアのつくったイベント』吉川弘文館／井上俊（2012）「ス
ポーツとメディア」井上俊・菊幸一編『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房／清水諭（1998）『甲子園野球のア
ルケオロジー―スポーツの「物語」・メディア・身体文化』新評論／清水諭（2012）「カルチュラル・スタディーズ」井上俊・



本学メディア・コミュニケーション研究所、大学図書館共催
「活字の世界を楽しむ」　連続講演会第1回（2012年10月18日）

書籍は情報ではない 作家・法政大学日本文学科教授　中沢けい
　まず情報の一つである電子テキストと書籍を比較してみたい。最近電子ブッ
クの新規導入もすすんではいるが、「国歌大鑑」のような大部のものは別とし
て単体の電子ブックは普及しないのではないかと思っている。電子ブックは専
用の機器を必要とすることにまずハードルがある。映像や音楽がみられる端末
があるのに、電子ブックだけがみられる機器をどの程度利用するだろうか。む
しろ映像や音楽と一緒のメディアであれば普及するのではないか。
　書籍、特に文学作品は、まず雑誌に掲載され、単行本になり、文庫本となっ
て形成されていくのが一般的なプロセスである。そのプロセスにおいて、装丁、
挿画、活字にもそれぞれの製作者がこだわりを持ち、それらが総合されて書籍という作品を作り上げ
ていく。書籍はそのプロセスにおいて、内容も、装丁も変化していくことがあるが、作家という立場
からみると、単行本になった時点で完成したと考えることができる。
　情報は簡単に書き換えることができ、情報そのものの存在が見つからなくなることもありうる。こ
れに対し、書籍は一度出版されると簡単に改変できないというメリットがある。ただし、以前活字を
組んで印刷していたころと比べると、パソコンで印刷編集ができるようになったため、書籍であって
も刷りによって内容やページを変えることがある。ただ、まだまだ印刷体として電子よりも書籍は固
定化されているといえる。
　情報とは、刻々と変わるものであり、わかりやすさは問われるが、美醜は問われない。それに対し、
文芸作品は美醜が重要な要素であり、作品全体のフォルムによって伝わるものがある。作品はただの
文字列としてのテキストではなく、独立した世界を持ったものとして、作品の受容を豊かなものとし
ている。そこに情報と書籍の違いがあり、講演会のテーマである「書籍は情報ではない」というタイ
トルの意味もその辺りにあるといえる。
　情報と書籍の違いを明確に示したうえで、中沢さんが最後に発した ｢なぜ、テレビが普及している
のに映画はなくならないのか｣ という質問に、書籍の存在の意味もあるのではないかと感じられた。
 記：鷺谷由美

連続講演会第2回（2012年11月12日）

電子書籍 岩波書店　渡辺勝之氏
　2011年ごろから、マスコミで「電子書籍元年」と騒ぎ始めた。日本の出版
業界では一種の脅威として受け止めた印象がある。岩波書店でこの新規部門を
担当してきた渡辺氏によれば、「電子書籍元年」はすでに3度にわたり取り沙
汰されてきた。
　1980年、コンパクトディスク（CD）の登場により、記録媒体のデジタル化
が始まった。87年には広辞苑第3版のCD版が誕生した。辞書電子化の端緒と
なる画期的変化であった。

　1992年ごろ、ソニーの電子ブックを広辞苑に導入し、マイクロディスク（MD）がCD-ROMに替
えられた。現在普及している電子辞書の原型である。このあたりが実際の電子書籍元年といえるので
はないか。
　ウィンドウズ98が販売された98年以降、富士通が広辞苑のCD-ROMの入ったパソコンを大量に売 

り出した。ケータイ系なども含めて辞書機能がネットの世界にも広がる。「ここで出版業界は見誤った」
と渡辺氏は指摘する。「新聞社がただで記事情報をネットに流していたので、出版社もただで辞書を
載せた。辞書をネットに載せたら、その余波で本（書籍）もネットで売れる、と出版社は誤解した」。
　日本史・世界史年表をネットで売ろうしたが、売れなかった。「このころからウェブで（書籍は）
たやすくオカネをとれない」と実感したという。一方、電子辞書の方は爆発的に売れていき、安売り
競争の世界に突入している。
　以上は辞書からみた回顧談ながら、苦い思いがにじんでいる。今回の「電子書籍ブーム」は多分に
マスコミ先行のはやし方が目立った。無論、海外からキンドルなどの日本市場参入の外圧を受けて、
波風が立ち始めたのは事実である。それでは、ネット書店の世界が確実に広がっていくのだろうか。
　そんな疑問を抱き、講演を聞き終えた。講演後に改めて尋ねてみた。渡辺氏の返答は警告を含むも
のだった。「ネットの書店には圧倒的に売れるものしか出せない。極端なことをいえば、重厚な内容
で高価な書物は、国会図書館が電子書籍で一部置いておいて、ネットワークでつながればそれだけで
よいことになる。逆に国会図書館が買わなければ…怖い世界になりかねない」 記：町田幸彦

連続講演会 第3回（2012年12月10日）

漢字を感じる 名古屋市立大学 特任教授 守誠先生
　何冊ものベスト・セラーの作者であるという守先生のお話は、ベスト・セラー
が売れるためには「作家」の力はたったの5%だと言い切るところから始まった。
先生は、ご自身が書かれたベスト・セラーの本を数冊教室の前に並べ、「これ
が売れるために作家の力はたったの5%、それ以外の部分はそれを売ろうとす
る会社の宣伝にかけられる財務力や、編集者の力量なんですよ」という。先生
の最近のベスト・セラーは、「配当漢字（小学校で習う漢字）を使った大人向
けの漢字本」だという。先生によれば、現在の日本人は、パソコンを使って文
章を書くことが日常化しているために、日々漢字力が退化しているという。守
先生は、ご自身のベスト・セラー作家としての経歴から、「俳優もタレントも作家も、有名になるた
めには、彼らを見出し裏で育てた人たちの力が9割です。俳優も作家も、当人たちは掌の上で踊らさ
れている存在なんですよ」という。
　また守先生は、英語が非常に堪能で、高校時代から5万語の単語を記憶していたほどであるとして、
お話の最後に黒板に「もっとも長い英単語」を書いてくださった（neumonoultramicroscopicsiliovolc

anoconiosisであるらしい）。守先生の英語力は、「テーマを与えられれば即興で1時間講義ができる」
ほどのものであり、ハーバード・ビジネス・スクールにも匹敵するほどのシンガポールや中国の超一
流大学で講義をなさるほどである。
　先生によれば、OECDの予測では西暦2060年の世界では、インドと中国が世界のGDPの48%を
占めるようになっているだろうという。先生は、我々は歴史的背景を自分の頭で考え、時代の行き先
を見据えて自分の知識や行動を決定していくべきであるというお考えを何度も示された。
　数か国語に堪能な先生は、夢の中でも外国語を話していらっしゃるほどである。しかしそうした先
生でさえ、「漢字を覚えることには効能がある」として、漢字についての大変興味深いお話をご講演
くださった。 記：石井香代子

菊幸一編『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房／津金沢聡広編（1996）『近代日本のメディア・イベント』同文
舘出版／橋本政晴（2002）「メディアスポーツ研究の経緯」橋本純一編『現代メディアスポーツ論』世界思想社／森田浩
之（2012）「3.11とメディアスポーツ―物語の過剰をめぐって」『スポーツ社会学研究』第20号 1巻
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載せた。辞書をネットに載せたら、その余波で本（書籍）もネットで売れる、と出版社は誤解した」。
　日本史・世界史年表をネットで売ろうしたが、売れなかった。「このころからウェブで（書籍は）
たやすくオカネをとれない」と実感したという。一方、電子辞書の方は爆発的に売れていき、安売り
競争の世界に突入している。
　以上は辞書からみた回顧談ながら、苦い思いがにじんでいる。今回の「電子書籍ブーム」は多分に
マスコミ先行のはやし方が目立った。無論、海外からキンドルなどの日本市場参入の外圧を受けて、
波風が立ち始めたのは事実である。それでは、ネット書店の世界が確実に広がっていくのだろうか。
　そんな疑問を抱き、講演を聞き終えた。講演後に改めて尋ねてみた。渡辺氏の返答は警告を含むも
のだった。「ネットの書店には圧倒的に売れるものしか出せない。極端なことをいえば、重厚な内容
で高価な書物は、国会図書館が電子書籍で一部置いておいて、ネットワークでつながればそれだけで
よいことになる。逆に国会図書館が買わなければ…怖い世界になりかねない」 記：町田幸彦

連続講演会 第3回（2012年12月10日）

漢字を感じる 名古屋市立大学 特任教授 守誠先生
　何冊ものベスト・セラーの作者であるという守先生のお話は、ベスト・セラー
が売れるためには「作家」の力はたったの5%だと言い切るところから始まった。
先生は、ご自身が書かれたベスト・セラーの本を数冊教室の前に並べ、「これ
が売れるために作家の力はたったの5%、それ以外の部分はそれを売ろうとす
る会社の宣伝にかけられる財務力や、編集者の力量なんですよ」という。先生
の最近のベスト・セラーは、「配当漢字（小学校で習う漢字）を使った大人向
けの漢字本」だという。先生によれば、現在の日本人は、パソコンを使って文
章を書くことが日常化しているために、日々漢字力が退化しているという。守
先生は、ご自身のベスト・セラー作家としての経歴から、「俳優もタレントも作家も、有名になるた
めには、彼らを見出し裏で育てた人たちの力が9割です。俳優も作家も、当人たちは掌の上で踊らさ
れている存在なんですよ」という。
　また守先生は、英語が非常に堪能で、高校時代から5万語の単語を記憶していたほどであるとして、
お話の最後に黒板に「もっとも長い英単語」を書いてくださった（neumonoultramicroscopicsiliovolc

anoconiosisであるらしい）。守先生の英語力は、「テーマを与えられれば即興で1時間講義ができる」
ほどのものであり、ハーバード・ビジネス・スクールにも匹敵するほどのシンガポールや中国の超一
流大学で講義をなさるほどである。
　先生によれば、OECDの予測では西暦2060年の世界では、インドと中国が世界のGDPの48%を
占めるようになっているだろうという。先生は、我々は歴史的背景を自分の頭で考え、時代の行き先
を見据えて自分の知識や行動を決定していくべきであるというお考えを何度も示された。
　数か国語に堪能な先生は、夢の中でも外国語を話していらっしゃるほどである。しかしそうした先
生でさえ、「漢字を覚えることには効能がある」として、漢字についての大変興味深いお話をご講演
くださった。 記：石井香代子

菊幸一編『よくわかるスポーツ文化論』ミネルヴァ書房／津金沢聡広編（1996）『近代日本のメディア・イベント』同文
舘出版／橋本政晴（2002）「メディアスポーツ研究の経緯」橋本純一編『現代メディアスポーツ論』世界思想社／森田浩
之（2012）「3.11とメディアスポーツ―物語の過剰をめぐって」『スポーツ社会学研究』第20号 1巻
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［研究動向］　「メディアとスポーツ──その研究経緯と課題」
　「メディアスポーツ」という領域からイメージされるテーマは非常に幅広い。例えばメディアにおける
スポーツの表象（ジェンダー、人種など）、メディアやスポンサーシップと関連したスポーツの商業化、
スポーツジャーナリズムのあり方などが挙げられる。
　一方で、「メディアスポーツ」という言葉はある種の流行にもなっており、メディア言説だけでなく、
研究者の間でも安易に用いられている感がある。一定の定義を与えたうえで、「メディア」と「スポーツ」
の厳密な意味での関係性やその作用を正面から問おうとするものは多くない。そのなかでも、とりわけ「メ
ディア」と「スポーツ」の媒介性（mediation）をとらえることが重要な課題だ。そこから一定のモデルを
導き出すことで、個別に研究されてきた領域を横断的にとらえることが可能となると考えられるからだ。
　両者の関係をめぐっては、甲子園野球やプロ野球などを例に、歴史的なアプローチからその構築過程
が探求されてきた（津金澤編1996、有山1997など）。それに比べ、ミクロな位相でその動態をとらえよ
うとする研究は近年になってようやく提出されてきた。橋本（2002）は内外のメディアスポーツ研究の経
緯を的確に整理したうえで、メディア研究が陥りがちなテクスト主義や技術決定論を批判し、個別具体
的に営まれている「生活」のなかでメディアスポーツをとらえる必要を訴えている。
　しかし、テクスト分析、言説（discourse）分析のようなアプローチによって得られる成果もある。テク
スト分析を契機にしてオーディエンス、メディア企業、社会意識といったマクロなものをとらえていく
には、さらなる理論的探究が必要であろう。この点で、清水（1998）が甲子園野球を事例に、メディア表象、
フィールドワーク、歴史的考察を組み合わせて行った研究は一つのモデルケースといえる。
　井上（2012）は、現代におけるメディアスポーツの巨大化とグローバル化がスポーツの社会的影響力の
問題をあらためて提起していると指摘する。このような社会状況に加え、2011年に起きた東日本大震災
もまた、「メディアスポーツ」が持つ意味合いの重要性を示している。
　清水（2012）は、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）などの国際大会の表象において、日本の

「スモール・ベースボール」という言説が支配したことを指摘し、ここから、「他国民と比較しながら、
想像の共同体としての『日本人』の身体や精神の優位性を示そうとする意図とプロセスを分析すること
ができる」としている。また、森田（2012）は3.11後の女子サッカー「なでしこジャパン」の表象を例に、

「絆」や「粘り強さ」といった特徴が日本人の心性と重ね合せられることで、被災地と非被災地が分断
されたり、さまざまな問題が隠蔽されるという権力作用が生起していることを喝破している。
　SNSやモバイルメディアといった新たなメディア環境の出現も視野に入れつつ、マクロな社会変動の
なかで「メディアスポーツ」をとらえていく必要がある。

東洋英和女学院大学講師　岡井崇之
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書評：加藤晴明（2012）. 『自己メディアの社会学』 リベルタ出版 渡部麻美
　本書は、ネット研究第1世代の著者による独自の視点からのメディア論である。パーソナル・メディ
アに焦点を当てながら、本書は関係性論やコミュニティ論には与しない。著者が呈示するのは、自己
という我々のもっとも近くにある視点である。
　序章では「メディアとは自己を仮託する文化装置である」という命題が提起される。つづく第1章
と第2章では、従来のマスメディア論や近代視覚論をふまえ、本書で論じる自己メディア論への転換
とその必要性が議論される。さらに第3章から第5章に渡って電話メディア、携帯電話メディア、イ
ンターネットを取り上げ、「救済」という概念を通してメディア媒介コミュニケーションを説明する。
第6章ではネット社会論の系譜を俯瞰し、終章で本書の理論枠組みを再確認する。
　本書全体に通底するのは、「我々はなぜかくも自己語り装置として自分のメディアを必要とするの
か」というひとつの疑問である。人々はネットを通して、ブログでの日記やツィートなど様々な形で
自己表出を行う。これらの自己表出の多くは、必ずしも何らかの必要性があって行われているわけで
はない。時には自身のプライバシーを危険に晒すことまでしながら、なぜ人々は自己表出を続けるの
か。本書はこのような疑問に答える新たな理論枠組みを提示する。
　従来のメディア論は、メディア媒介コミュニケーションについて、道具的コミュニケーションと遊
び的コミュニケーションの二通りの理論枠組みを紡出してきた。本書では、従来の枠組みに対して、
新たに「救済」という概念が打ち出される。著者から見たメディア媒介コミュニケーションとは、現
実の制約を越え、新たな自己像を構築するための自己表出である。パーソナル・メディアの普及は、人々
が容易に自己表出できる手段を獲得したことを意味する。自己表出が他者から受容されることで、自
己は「救済」される。この「救済」が、我々がメディアを介して自己表出を続けることの誘因のひと
つとなる。
　本書で主張される自己メディア論の特徴は、メディア媒介コミュニケーションにおける他者の捉え
方にある。パーソナル・メディアはメッセージを相互にやり取りするコミュニケーションの場である
はずが、そこで行われていることは他者への一方向的な「メッセージの投射」である。著者は、この
場合の他者を、自己のリアリティを獲得するうえで必要な承認のためのアイテムにすぎないと指摘す
る。例えば、フェイスブックでの「いいね」という他者からの肯定的反応は、ネットのコミュニケー
ションの本質が承認にあるという本書の見解が現出した例といえるだろう。
　自己を受け入れて欲しい、理解して欲しいという欲求は、時代を経てメディアの形態が変容したと
しても普遍である。著者が提示したメディアを自己救済の装置とする見方は、今後のメディア研究に
とって基軸となり得る枠組みだと考えられる。

編集後記
　メディア・コミュニケーション研究所ニューズレター第3号となる今号は、2012年度の活動報告
および、2012年度の（最新の書籍紹介を含む）研究動向を中心として報告する形となった。本号は、
短い時間での執筆依頼にも関わらず、忙しい研究所員の一人一人が、熱心に執筆にあたってくださっ
た原稿から成っている。本ニューズレターが、メディア・コミュニケーション研究所の活動や、メディ
ア関連の研究について広く内外の関係者に周知し、更なる研究所の活動の発展に繋がることを願いた
い。また、快く第1回講演会の報告をご担当くださった図書館の鷺谷さんに心からお礼申し上げた
い。 （石井香世子）
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ルケオロジー―スポーツの「物語」・メディア・身体文化』新評論／清水諭（2012）「カルチュラル・スタディーズ」井上俊・


