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はじめに
いったい、われわれはいかなる時代に生きているのだろうか。様々な論者が、各々の視点
で時代診断を試み、社会の特徴を可視化しようとしてきた。
見田宗介は『現代日本の感覚と思想』において、戦後日本人の「心性の基調」を、
「現実」
の反対語で表現した。それは、
「理想の時代」
（1945 ～ 1960）
、
「夢の時代」
（1960 ～ 1975）、
そして「虚構の時代」
（1975 ～ 1990）である。見田は「虚構の時代」を 1990 年までとして
一旦、区切りながらも「虚構の空間と虚構の時代は、どこまでつづくか？」
［見田 2006：
95］と問い、1990 年以降の時代規定をしていない。この見田のテーゼを受けて、大澤真幸
はポスト虚構の時代を「不可能性の時代」と規定した。だがそれは、虚構の終焉としてでは
（1）
といった、これ
なく、虚構はより強まり、それの受容のされ方として、
「現実への逃避」

までの「虚構の時代」には見られなかった現象を捉えて時代を分節している。
つまり、われわれがここで踏まえるべきは、ポスト虚構の時代にあっても「現実の総体的
な虚構化を推し進めるような力学が強烈に作用している」
［大澤 2008：84］と彼ら論者らは
見做している点である。
果たしてそうか。本稿はこれへの疑義から出発する。
よって、第一節において、ジャン・ボードリヤールを射程に「虚構化論」への疑義を表明
（2）
する。そして、第二節においては、虚構に対するプロレスファンの振る舞いを「プロレス化」

として位置付け、
「プロレス化する社会」を提起する。
どういうことか。プロレスファンはプロレスをあらかじめ“八百長”だと知っている、に
もかかわらず、
プロレスファンはそこ（リング上）に意味や物語を見い出している。つまり、
プロレスファンは虚構を虚構として消費しているのであり、
決して虚構に埋没することなく、
メタレヴェルな視点から意味や物語を見い出しているのだ。
更に、プロレスファンは、プロレスが八百長でフェイクと知りつつも、それでも予期せぬ
突然のガチンコ（リアルファイト）の現出に驚き、歓喜する。つまり、プロレスファンは虚
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構的世界に突然現出するリアルなもの──虚構化以前・以外なもの──を欲しているのであ
り、それをプロレスに求めているのである。
こうしたプロレスファンのパースペクティブを踏まえて言えば、
「プロレス化する社会」
とは、虚構と知りつつも、あえてそこに意味や物語を見い出していく社会であると同時に、
虚構的世界に「支配」されつつも、それでも記号やシミュラークルへと回収されない残余を
認知・受容する社会のことである。
そして筆者は、虚構による現実の不可視化という閉ざされてしまった社会の変革の可能性
を、「プロレス化する社会」によって開かれると念っている（3）。

注
（1）1997 年の神戸市須磨区で起きた「連続児童殺傷事件」がこれにあたる。「現実」の不在に対し、
「現実」らしい「現実」の感覚を求めて行われた行為の結果であると大澤は説明している。
（2）
「プロレス化」は分析概念ではない。虚構の相対化というプロレスファンの振る舞いを「プロ
レス化」として位置付けたものである。筆者はこれをプロレスに限定せずに、社会的にも普
遍化されるべきであるという趣意で用いている。
（3）あたかも筆者は「現実」と「虚構」を二元論的対立図式で捉えているかのごとく論じているが、
これはあくまでも通用的真理（＝当事者意識）に妥協した謂いである。廣松哲学に準拠せん
とする筆者にあっては、
「現実」と「虚構」はスペクトルな連続帯であって、そのどちらもが、
諸関係の或る結節が物象化されたものとして捉えている。また、「リアルな現実」といった表
記をなす場合であっても、それはレアールな純粋所与としての「現実」なるものを指示して
はいない。そのようなものは存在しない。われわれにとって「現実」とは、言語（ラング）
によって媒介（分節）された、共同主観的な意味として認識される対象であって、“純粋無垢
な現実”なるものは端的に斥ける。

第一節 「虚構化論」と社会的実相の齟齬
見田や大澤と同じように現代社会を虚構として捉えた論者がボードリヤールである。その
よく知られているシミュラークル論及び記号論を瞥見しておこう。
ボードリヤールは、
「シミュラークルの先行」が今日のポストモダン社会の特徴だと強調
した。シミュラークルとは、模擬や模造、幻影の意味であるが、それは実体の存在しない記
号が作り上げた「ハイパーリアル」のことだ。ボードリヤールはこう説明する。
「領土が地
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4

4

4

図に先行するのでも、従うのでもない。今後、地図こそ領土に先行する──シミュラークル
の先行──地図そのものが領土を生み出す」
［ボードリヤール 1984：２］
。
「システムは記号
の中で自己を再生しながらどこにも存在しない現実を産み出してしまう」
［ボードリヤール
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1984：106］
。
「実在よりも実在らしいものが生れ、人は実在を廃棄するのだ」
［ボードリヤー
ル 1984：105］
。
「現実以上に現実になり、
真実以上に真実になった世界は、
全面的なシミュレー
ションの過程に支配されてしまうのである」
［ボードリヤール 1998：13］
。更に、
「ディズニー
ランドは、
錯綜したシミュラークルのあらゆる次元を表わす完璧なモデルだ」
［ボードリヤー
ル 1984：16］
。
「ディズニーランドとは、< 実在する > 国、< 実在する > アメリカすべてが、
4

4

4

［ボードリヤール
ディズニーランドなんだ ということを隠すために、そこにあるのだ」
1984：17］
。
極め付けはこれだ。
「現実とは、幻滅が生んだ私生児にすぎず、それ自体が二次的幻想な
のだ。現実を信じることは、想像力のあらゆる形態のうちでもっとも低俗で、もっともとる
に足らない形態である」
［ボードリヤール 1998：24］
。と、このようにボードリヤールは「現
実」を抹殺してしまった。われわれの存在している世界は「現実」ではなくて、シミュラー
クルの先行が作り上げた記号的世界、つまりハイパーリアルな虚構的世界だと言うのだ。
そして、ボードリヤールは 1991 年の湾岸戦争が開始されているその時に、リアルタイム
で新聞紙上に『湾岸戦争は起こらなかった』を連載したのだ。現実に戦争は行われているに
もかかわらず。
しかしこれは文字通りに湾岸戦争が存在していないと言っているのではない。
そうではなく、もはや私たちにとって現実とはシミュラークルの先行によって記号化されて
しまい、私たちの現実はマスメディアや PR 会社のキャンペーンによる情報の海によって幾
層にも記号が張り付いてしまい、あの時テレビに映し出された戦争は記号化された初めての
戦争、つまりハイパーリアルな戦争なのだと言うことを強調するパフォーマティブな言説と
して、それはあったのだと受け止められるべきなのだ。
なるほど、たしかにボードリヤールの言説は文字通りに受け止めてはならないのかもしれ
ないし、ボードリヤール特有のレトリックを割り引かなければならないのかもしれない。し
かし、どこまで割り引けばよいのか。
たしかに、ボードリヤールの記号論は消費社会を捉えるうえで有効なのかもしれない。再
び引用するが、
「人びとはけっしてモノ自体を（その使用価値において）消費することはない。
──理想的な準拠としてとらえられた自己の集団への所属を示すために、あるいはより高い
地位の集団をめざして自己の集団から抜け出すために、人びとは自分を他者と区別する記号
として（最も広い意味での）モノを常に操作している」
［ボードリヤール 1995：68］と。
ここではルイ・ヴィトンを事例に挙げておこう。ルイ・ヴィトン・ジャパン元社長秦郷次
郎の『私的ブランド論』に依れば、1997 年に開始したルイ・ヴィトン・ジャパンの広告コピー
は「ルイ・ヴィトンは、直ります」であった。つまり日本での広告メッセージの基本は「伝
統と丈夫」であった。その使用価値を全面に押し出したルイ・ヴィトンでさえも、
ファッショ
ンデザイナーのマーク・ジェイコブスを起用したり、現代アーティストの村上隆や草間彌生
とのコラボレーションを試みたりして──人びとの記号的消費に抗いきれずに──モード
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（流行）との共存路線に転換したのだった。このようにルイ・ヴィトンの鞄でさえ、
「記号の
海」に投げ出され、使用価値を全うすることなく、消費者によってブランドイメージだけが
消費されていくのだ。
ルイ・ヴィトンの鞄に限らず、全ての商品（モノ）の使用価値が後退し、よって、われわ
れの社会には記号が氾濫することとなった。そうした事態はあたかも
“シミュラークルの檻”
4

4

4

4

4

4

4

と──ボードリヤールに全面的に依拠する限りにおいては──そう見做すこともできよう。
しかしながら、コンビニの商品やブランド物などの記号性＝シミュラークル性をどんなに
集積してもわれわれの社会そのものが記号化＝シミュラークル化していると結論することは
できないだろう。
たしかにわれわれの社会、とりわけ消費空間においては「マクドナルド化」（1）や「ディズ
（2）
によって、記号化＝シミュラークル化されているであろうが、それでも、われわ
ニー化」

れの日常経験においては、虚構化されえない残余のようなものに出会うのではなかろうか。
例えばそれは、マクドナルドの店員の「スマイル」に見ることができる。アーリー・ホッ
シールドが解き明かしたように、マクドナルドの店員はマニュアルによって「笑う」ことが
教育され、「感情の商品化」が目指されている。われわれの文脈で捉えれば、まさにマニュ
アルによる虚構化（＝スマイル）がなされているのだ。あの店員の過剰なハイテンションの
「スマイル」に筆者などは圧倒されてしまう方なのだが、
その「スマイル」が、
どう見ても「作
り笑い」──「深層演技」まで突き抜けきれずに、
「表層演技」の直前で躊躇しているよう
な「笑顔」とでもいおうか──にしか見えない場面に遭遇すると、その「笑顔」に虚構化さ
れえない人間的な残余を、意識的というよりは、むしろ無意識による身体的な抵抗の痕跡を、
われわれはそこに「リアルな現実」として見い出すことができる。
これだけではない。どんなにペンタゴンが情報規制しようとも、偶然に映し出された米兵
の遺体を見た時に、われわれは記号化不可能なものをそこに見ているのではないか。虚構的
言説によって構築されていた原子力エネルギーの「安全神話」もまた、自己準拠的な「リス
（3）
によって一気に瓦解した。
ク」

このように、われわれの社会は、虚構化以前・以外なものが存在しているし、虚構の断裂
に垣間見えた「リアルな現実」を経験している。その意味で、ボードリヤールが言うように
「実在よりも実在らしいものが生れ、人は実在を廃棄するのだ」
［ボードリヤール 1984：
105］であるとか、
「現実以上に現実になり、真実以上に真実になった世界は、全面的なシミュ
レーションの過程に支配されてしまう」
［ボードリヤール 1998：13］などとは言えないので
あり、粉飾された言説であると論断せざるをえないのである。
だからと言って、筆者は虚構そのものが存在していないと強弁する心算はない。おそらく
社会的実相はこうであろう。社会の基本的なモードは虚構化であろうが、しかし、われわれ
はこの虚構化に完全に支配されているのではなく、
いくらでも“脱臼”することができるし、

─ 266 ─

プロレス化する社会の可能性

しているのである。
こうした虚構の“脱臼”をもっとも行っているのがプロレスファンである。次節では、こ
のプロレスファンの虚構の相対化という振る舞いを当為とする、
「プロレス化する社会」を
提言する。

注
（1） 社会学者ジョージ・リッツァに依れば、マクドナルド化とは①「効率性」②「計算可能性」
③「予測可能性」④「制御可能性」──リッツァはこれを「マクドナルド化四つの次元」と
言う──を消費者及び従業員に対して横溢させていくシステムのこと。
各々の概念を簡潔にまとめると、①「効率性」とは「さまざまな作業過程の簡素化、商品
とサービスの単純化、かつて従業員が行っていた仕事を客に無償でさせるという形態」のこ
とを意味する［リッツァ 1999：105］。②「計算可能性」とは生産過程やサービス過程のあら
ゆる物事を数値化・数量化していくことを意味する。③「予測可能性」とは「規律、システ
ム化、そしてルーティン化を強調し、そのため、いつでもどこでも同じものが得られるとい
うことを意味している。予測可能性は、舞台の複製、従業員のセリフを制御するマニュアル
の使用、そして規格化商品の提供などさまざまな方法」がある［リッツァ 1999：164］。そして、
④「制御」とは人間を媒介としない技術体系への移行のことである。人間の曖昧性からテク
ノロジーの確実性への移行が制御性を高めるということになる。
このように「マクドナルド化」とはマクドナルドが出店数を増やすことではなく、マクド
ナルドが取り入れているシステムが社会の諸領域に拡大していくことを言い表した概念なの
である。
（2） 社会学者アラン・ブライマンに依れば、ディズニー化とは、ディズニー・テーマパークの諸
原理が世界の様々な分野に波及していくこと、また、そういう社会のことを意味している。
ブライマンは、「マクドナルド化」がフォーディズム的で、つまり、画一的で生産の側に重点
を置いているのに対し、「ディズニー化」は多様性と差異を創出し、消費の側に重点を置いて
いるという。つまり、「ディズニー化」の方はポスト・フォーディズム的ということになる。
ブライマンはリッツァの「マクドナルド化四つの次元」に倣って、
「ディズニー化四つの次元」
を定式化する。それは、①「テーマ化」②「ハイブリット消費」③「マーチャンダイジング」
④「パフォーマティブ労働」だ。
瞥見で済ませるが、①「テーマ化」とは、おもにナラティブ（物語）と記号によって、商
業スペースを表現することである。例えば、「荒野の西部」をイメージしたレストランがそれ
である──『ハンバーグレストラン

びっくりドンキー』を想起されたし──。②「ハイブリッ

ト消費」とは、異なる消費形態の複合化のこと。つまり、単にモノを買うという行為のなか
に「異なる」別の要素が加わった消費形態のことである。例えば、
「消費と遊び」のハイブリッ
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トや「消費と繋がり」のハイブリットがそれである。消費と別の要素が混然一体となってい
ることによって、当事者意識においては「消費をしている」という意識が希薄になり、あく
までも当事者意識にとってはナラティヴ空間（エンターテイメント空間）を楽しんでいるだ
けにすぎないのだが、気づくと何かを買っているという効果がある。──アウトレット・モー
ルを想起されたし──。③「マーチャンダイジング」とは、イメージやロゴによる販売促進
のこと。──もともとマーケティング用語である「マーチャンダイジング」にはブランド・マー
チャンダイジング（商品化計画）とリテール・マーチャンダイジング（品揃え計画）があり、
商品そのものに限定するのではなく、市場調査から宣伝、価格、量、時期、場所の決定をも
含んでおり、つまり、実際に消費者が商品を買うまでの諸過程の計画性を指しているので、
ブライマンの言う「マーチャンダイジング」はかなり狭義の意味であることに注意をされた
し──。④「パフォーマティブ労働」とは、ある種の雰囲気を演出するためのパフォーマン
ス化された労働のことである。──これは想起しやすい。メイド喫茶がそうだし、居酒屋『庄
や』の「ハイ！よろこんで」もパフォーマティブ労働の一様だ──。
（3） 社会学者のウルリッヒ・ベックは、リスク（risk）と危険（danger）を区別する。リスクは
自ら選択した結果において現れるものであり、危険は端的に天災のこと──自らの選択とは
関係のない突然の襲来──である。つまり、リスクとは自己決定の対概念なのであり、自己
準拠性が高まれば、リスクは増大し、自己準拠性が存在しないところには、リスクもまた存
在しない。

第二節

プロレスファンのパースペクティブ──虚構の相対化の視線

「プロレス化する社会」を定礎するまえに、プロレスとは何なのか見定めておこう。
まずは通時論的にプロレスを見ておこう。古代ギリシアには「パンクラチオン」という競
技があり、対戦相手を倒すためなら、眼つぶしと噛みつき以外なら何をやってもよいという
“ルール”でおこなわれ、相手がギブアップもしくは死ぬまで続けられた。このパンクラチ
オンは紀元前 648 年の第 33 回から古代オリンピック種目にもなり、レスリングとボクシン
グはパンクラチオンから派生したものと言われている（1）。
われわれが知っているプロレスに近しい起源として言われているのが、イングランド・ラ
ンカシャー地方で発生した「ランカシャー・スタイル」を源流とするもので、
「キャッチ・
アズ・キャッチ・キャン」というレスリングの一種だ。これが 19 世紀のアメリカに渡り、
サー
カスの見せ物のひとつとして「カーニバル・レスリング」へと進化して、われわれの知るプ
ロレスへと発展していったのである。このアメリカで発達したプロレスが戦後の日本に輸入
され、1953 年、力道山によって旗揚げされた「日本プロレス」が、日本におけるプロレス
の幕開けとなる。
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プロレスとは何か。実はこの力道山のプロレスを見ていくと、それが何なのか、概観がつ
かめてくる。例えば、一般に言い伝えられているように、戦後、日本人の多くが、街頭テレ
ビに映し出される力道山対シャープ兄弟の試合において、力道山の空手チョップ攻撃がアメ
リカ人の巨体を叩きのめすその光景に、当然、敗戦の雪辱を重ね見ていた。しかしその力道
キムシンラク

山は、実は朝鮮半島（朝鮮民主主義人民共和国）出身の本名金信済という朝鮮人なのであり、
私生活においてはアメリカンカジュアルを着こなし、自宅は GE 製の家電に囲まれてアメリ
カ的豊かさを体現していた。つまり力道山は三極化された身体を生きていたのだ。ルーツと
しての朝鮮人、ライフスタイルとしてのアメリカ人、そしてプロレスラーとしての日本人。
一方、対戦相手のシャープ兄弟も、実はアメリカ人ではなく、カナダ国籍であった。この事
実だけでも、プロレスとは何かを示唆している（2）。
次に、その後の日本におけるプロレスの展開を共時論的に見ておこう。日本のプロレスは
各団体によって、スタイルが全く違う。例えばプロ野球であれば、セリーグの野球もパリー
グの野球も全く同じ野球だ。だが、プロレスは団体が違えば、とても同一のカテゴリーでは
括るのは困難なほど多種多様なのである。
ジャイアント馬場の「全日本プロレス」はアメリカン・プロレスを指向し、プロレスとい
う閉じた世界でのレスリングショーであったのに対し、
アントニオ猪木の「新日本プロレス」
は「キング・オブ・スポーツ」を標榜し、プロレス最強を証明するべく異種格闘技戦を指向
し、プロレスという閉じた世界からの越境を試みた。プロレスは最強のスポーツであること
の証明を目指したのである。
その後、
「全日本」の“DNA”を受け継いだ大仁田厚は「FMW」を立ち上げ、
「電流ロー
プ・デスマッチ」
、
「有刺鉄線デスマッチ」というショー的要素重視のプロレスに徹した。一
方、「新日」の“DNA”を受け継いだ前田日明や舟木誠勝は「UWF」のリングで、ショー
的要素を一切排し、プロレスの三大要素と言われている「ロープワーク、反則、流血」のな
い格闘技色の濃いプロレスに徹した。
このように「プロレス」という言葉で表現されるものは、野球のそれと違って、千差万別
であった。ここから言えることは、プロレスとは「未完のプロジェクト」であって、二つの
相異なるベクトルが対立して進化してきたものであり、
弁証法運動として存在しているのだ。
──この駆動する弁証法運動を拒んだ馬場は「プロレスはプロレスである」というトート
ロジーによって自らのプロレスを規定し、他団体との交流を拒絶した。また、佐山聡（初代
タイガーマスク）は、最強の格闘スポーツを追究して、とうとうプロレスそのものを“アウ
フヘーベン”してしまい、プロレス界から出ていってしまったのだ──。
こうしたプロレスという“運動”を武藤敬司（プロレスラー兼全日本プロレス元社長）は
「プロレスとはゴールのないマラソンである」と言表した。このようにプロレスラー自身が
語っているように、
どこか捉えどころのない不可知の余白を内包したものがプロレスなのだ。
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ところで、ロラン・バルトは小論「レッスルする世界」において、レスラーが「意味記号
を順次凝固することによって公衆が彼に期待していることを、徹底的に完成する」世界とし
た［バルト 1967：17］
。プロレスはスポーツではなく見世物ゆえに、
「レスラーの役目は勝
つことではなく、
彼に期待されている身振りを正確に果たすこと」にある［バルト 1967：６］
。
だから、レスラーのアクションは「意味の絶頂まで描きだす身振り」となり、そこには「真
実」というものはなく、
あるのは「度を越えた」
「過渡」なイメージである。要するにレスラー
たちの身体動作（＝シニフィアン）によって、最大限に意味（＝シニフィエ）を表現してい
るのだ。こうしてレスラーの身体は「形而上学的な表象」を帯び、
「善と悪との神話的戦い」
へと至る。このようにバルトは、
絶えず過剰で飽和なシニフィアンとシニフィエによって、
「神
話」へと昇華される見世物としてプロレスを捉えた。
この“神々の闘い”を社会学者のマイケル・ボールは「儀礼ドラマ」として捉えた（３）。ボー
ルはディーガンの「四つの中核記号」を当てはめ、
プロレスには「官僚制」
「時間の商品化」
、
、
「性差別」、「資本主義」のイデオロギーが反映されていると言う。しかもこれは「大衆のな
かから自然に生まれた価値観ではなく、エリート階層のイデオロギーを反映」していると言
うのだ。なるほど、たしかにアメリカン・プロレスの「マッチョ」が、
「ホモ野郎」や「ア
ラブの異教徒」を下劣な反則をかわしてフォール勝ちするというストーリーは「パックス・
アメリカーナ」のデフォルメ版と言えよう。ボールにとってプロレスとは、支配階級による
階級的イデオロギーを大衆に伝達していく儀礼ドラマということになる。
ただ、ボールの「プロレス論」を日本のプロレスに適用するには若干の乖離が生じる。た
しかに、日本のプロレスにも「性差別」はあったし、現在もあるだろう。しかしながら、
「ク
ラッシュギャルズ」
（全日本女子プロレスに所属していたライオネス飛鳥と長与千種のペア）
はむしろそうした「性差別」を受容しなかったからこそ、
大人気を集めたのであり、
こういっ
た事実は見落としてはならない。
「クラッシュギャルズ」の人気の理由は、
彼女らが、
それまでの会社の方針である「男性ファ
ンの性的な視線」を満足させるような試合内容を拒否し、彼女たちは空手なども取り入れ、
自分たちのやりたいように闘った。すると、
「客席から男性客が姿を消し、やがて少女たち
が会場を占拠する。クラッシュブームは、およそ四年にわたって日本中の女子中高生を席巻
した。それは、少女による少女のための女子プロレス革命であった」
［島崎 2011：152］
。と
あるように女子プロレスのファンはそのほとんどが女性であって、
性的な記号というよりも、
「闘う女性」（像）をファンたちは求めていたのだ。だから、
「今も、リングに赤い紙テープ
を投げる三十二歳の OL は、
『強くて、優しく、あんな人は男にもいない』と目を輝かせ」
、
「別
の三十歳の女性は、
中学のとき、
長与を知って不登校をやめた。
『やられてもやられても向かっ
ていく姿を見て、生きる力が湧いてきました』
」と語っている［島崎 2011：152-153］
。
また、かつて日本には「小人プロレス」というものが存在し、女子プロレスと共に興業と
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して成立していた。
一時期、
「良識派」
による
「小人症の障がい者を見世物にするのは差別だ！」
といった世論が、小人プロレスの興行を難しくしていった経緯があったが、
「僕はね、僕は
どうしても、自分を見限りたくはないんです。小人プロレスやってた時も同じでした。俺と
いう人間、小人という人間を見限りたくなくて、プロレスに賭けたんです」
［高部 2002：
124］という元小人プロレスラー天草海坊主の言葉を聞けば、
「良識派」の「正論」がいかに
頓珍漢であったか理解できる。更に言えば、
日本には「障害者プロレス」という“インディー
ズ”もあり、そこでは「健常者 VS 障害者」という対戦カードがあり、介助する健常者＝「強
者」と介助される障害者＝「弱者」という固定観念としての二項図式が実存的に告発されて
いる。
このように、日本のプロレスは支配階級による階級的イデオロギーの再生産の場というよ
りも、むしろ、そのような支配的イデオロギーと──文字通り体を張って──対決する場と
して、まさに通用的価値に対する妥当的価値を体現する場としてプロレスはあるのだと筆者
は強く思うのだ。そこでは儀礼として何らかのイデオロギーが反映されていることに異論は
ないのだが、しかしもはや、支配階級のそれだけではなく、アウトサイダーな者たちのそれ
であることの方を見落としてはならないし、むしろ後者の方を積極的に評価すべきなのだ。
想えばプロレスとは、そもそも「規格外な者」たちの受け皿として機能していたのではな
かったか。そこではステレオタイプ化されたキャラクターを演ずることが押しつけられてい
るかもしれないが、
「巨人症」の人や「小人症」の人も、
「在日コリアン」も、
「日系ブラジ
ル人」も、
「規格外」として社会から排除された者たちを、プロレスは受容してきた。この
ことは明記しておかなければならない。
以上を踏まえさらに展開していく前に、
「アングル」と「ケーフェイ」という二つのキイワー
ドを提示する。
「アングル」とは、
『週刊ファイト』元編集長井上譲二に依ると、
「プロレスに必要不可欠
な闘いのテーマ、意味を積極的につくりあげ、興行を盛り上げて成功に導く」仕掛けのこと
である［井上 2010：114］
。つまり、個々の試合を規定するメタレヴェルなストーリーのこ
とだ。例えば、力道山対木村政彦の試合は、その試合形態はプロレスであるにもかかわらず、
お互いの出自であるところの相撲対柔道という設定がアングルである。また、ジャイアント
馬場は外国人レスラーと対戦し敗れてしまう。よって十八回防衛したチャンピオンベルトが
海外に流出してしまい、
馬場がアメリカまで取り返しにいくというストーリーもアングルだ。
このアングルをもっとも効果的に活用したのがアントニオ猪木の新日本プロレスだろう。
世代交代を取り入れたアングル（アントニオ猪木対藤波辰巳、長州力対前田日明）や団体対
抗を取り入れたアングル（新日本プロレス対国際軍団、新日本プロレス対ＵＷＦ）を多用し
た。なかでも有名なアングルは 1973 年の「新宿伊勢丹前襲撃事件」だ。これは、猪木夫妻
が買い物中にタイガー・ジェット・シンに襲撃された「事件」だ。このアングルにより、猪
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木対タイガー・ジェット・シンの試合は“因縁”の対決としての意味を帯びることになった。
この様に、プロレスには大小様々なアングルがリングの内と外に仕掛けられてはじめて成立
するものなのだ。プロレスにとってアングルは重要な要素なのである。
また、かつてプロレスラーの間で「ケーフェイ」という隠語が存在していた。例えば試合
前の廊下などでレスラー同士の会話をしている時に、
「ファンや部外者がいるから気をつけ
ろ！話を変えろ！」
というような意味でレスラー内の合図として使用されていた。この
「ケー
フェイ」という言葉は「フェイク」
（いかさま、にせもの）をひっくり返した造語である。
この「ケーフェイ」という隠語を世間に暴露したプロレスラーが、初代タイガーマスクを
引退した佐山聡であった。虎のマスクを脱いだ佐山は、1985 年に暴露本『ケーフェイ』を
出版し、この佐山の暴露によって、
「プロレスはショーだ」とか「プロレスは八百長だ」と
か「はじめから勝敗が決まっている」だとか前々から指摘されていたことが、人気プロレス
ラーによって白日の下にさらされてしまった。
しかし、佐山はプロレスラー同士の間にもう一つの合図があると言う。それはリングに上
がったレスラーが、人差し指を頭上高く突き上げてピストルの形をするポーズだ。これは
「シューティング」と言われ、
「今日は真剣勝負でいくぞ！」という合図なのだ。いわゆるガ
チンコの合図だ。
つまり、プロレスというものは、全てがヤラセかというとそうでもなくて、突然ガチンコ
勝負が始まることもあり、ショーと真剣勝負の境界線を行ったり来たりしている。というこ
とは虚構（八百長）と現実（ガチンコ）の両方の世界にまたがって成立しているのがプロレ
スというものなのだ。
まとめると、プロレスには、二つのモードがある。第一のモードは「虚構モード」
。第二
のモードは「虚実一如モード」である。
第一の「虚構モード」とは、虚構が虚構として観賞されるプロレスを指す。そこにおいて
プロレスファンは、プロレスをフェイクと知りつつもあえてそこに意味や物語を見い出して
いるのである。
第二の「虚実一如モード」とは、虚構に満ちた試合中において、突然のガチンコ（シュー
ティング）が開始されるプロレスを指す。そこにおいてプロレスファンは、虚構の世界に突
然現出したリアルファイトを見逃さないのであり、それに歓喜し、認知・受容するのである。
よって、プロレスとは、
「虚構モード」と「虚実一如モード」
、この二つのモードで構成さ
れたレスリングショーであると筆者はそう、プロレスを定義する。
では、「プロレス化する社会」とは何なのか。
プロレスの「虚構モード」がそうであるように、虚構的世界に意味や物語を見い出しつつ
も、しかし、それはフェイクであると自覚したうえで──たとえばコンビニの季節限定商品
が、所詮はマーケティングの産物だと知ってはいても、あえてそこに季節の移り変わりを感
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受していく──虚構と関わり合う社会を筆者は「プロレス化する社会」の第一層として捉え
る。
そして、
「プロレス化する社会」第二層とは、プロレスの「虚実一如モード」がそうであ
るように、われわれの社会がどんなに虚構化されようとも、どんなに記号的表象に支配され
ようとも、虚構の突然の断裂や、記号化しきれない残余、そうした虚構化・記号化以前・以
外なものとしての「リアルな現実」の表出を認知・受容する社会のことを筆者は「プロレス
化する社会」第二層として捉える（4）。
よって以って、
「プロレス化する社会」とは、虚構に意味や物語を見い出しつつも、決し
て虚構に埋没することのない社会であると同時に、虚構的世界に「支配」されつつも、虚構
へと回収されない「リアルな現実」を認知・受容する社会のことなのである。つまり、「プ
ロレス化する社会」とは虚構を相対化した社会なのである。

注
（1） あくまでも競技としてのレスリングについてであって、レスリングのようなもの、つまりい
わゆる“取っ組み合い”であるならば、更に遡ることもできよう。
（2） 既に筆者はプロレスとは基本的には真剣勝負に非ず、ショーがメインであるという前提で論
じているが、プロレスを「真剣勝負」と見做す層も常に一定存在していることも自覚している。
元プロレス記者の井上は、
「ファン循環論」を説いていて、
「最初は真剣勝負と信じていたファ
ンも、いつしかプロレスが純粋なスポーツとは異なるものであることに気づく。そして一部
の人はプロレスファンを卒業していく。しかし、彼らと入れ替わる形で、テレビを観た子ど
もたちや若者が新規にファンとなり、プロレス人気を支えていく。かくて『プロレス＝真剣
勝負』と信じて疑わないファンは常に一定の割合以上存在し、一部マスコミの暴露攻撃や世
間の白眼視をものともせず、プロレスの勝負論は保たれてきた」と言うのである［井上 2010：
23］。このように、プロレスを「真剣勝負」と見做すファンの一定層の存在を認めつつも、し
かしながら、筆者が本稿で想定するプロレスファンとは、あくまでも「八百長」だと知って
いるファンを指している。
（3） ボールに依れば、「儀礼とは、社会における大規模な式典（ターナー 1969）、さらには、個々
人の日常生活の表現にほかなりません（ゴフマン 1967）。儀礼活動を集団と個人の両面から研
ドラマトウルギー

究するという意味では、演 劇論は信頼性の高い分析ツールとなります（ヤングとマッシー
ドラマトウルギー

メタファー

1978、ディーガン 1989）。演劇論では、儀礼は理想的な社会を表わす隠喩だと解釈。儀礼によっ
て価値観や規範が強制され、ついには、それが社会全体に浸透し、正式に認められていきま
す（ターナー 1974）」［ボール 1993：４］。このようにボールは著名な社会学者の儀礼論を援
用してプロレス論を展開していく。
（4）「プロレス化する社会」における二重性は便宜的な謂いであって、第一層（虚構モード）と
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第二層（虚実一如モード）は価値的な序列関係ではない。

結語
虚構による現実領域への迫り出しという事態に対して──プロレスファンのプロレスに対
するパースペクティブがそうであるように──われわれが、虚構に埋没することなく、また
虚構によって不可視化されていた「リアルな現実」を取りこぼすことなく社会に関われば、
もっと違った未来が見えてくるのではないのか。
まさに「プロレス化する社会の可能性」とは、虚構によって構築された通用的真理に対す
る、妥当的真理の志向的実現を可能とする社会の謂いである。この意味において筆者は「プ
ロレス化する社会」の可能性を見い出すのである。
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The Possibility of a Pro-Wrestling Transformed
Society
OKA, Tetsuro
The world we live in, as Habermas says, has been“colonized”by the system, largely
transforming modern society. As a result, our society is filled with fast food restaurants,
convenience stores, family restaurants, shopping malls and fast fashion. It means our
desire; as in we ourselves, is aiming for the opposite of reality, not only simulacra by the
system we created in the world we live in now. To summarize, in the area of the both
sides, the replacement of "reality" and "fiction" is now in progress.
On the other hand, despite knowing that professional wrestling matches are fixed, prowrestling fans try to find meaning and story within the wrestling ring.
That is, wrestling fans accept fiction as a fiction and try to find meaning and story from a
meta-level perspective without getting buried in the fictional world.
In addition, whilst being aware of the fact that the pro-wrestling matches are fixed,
wrestling fans still become surprised and are delighted by the appearance of sudden and
unexpected“real fights”. In other words, wrestling fans desire the appearance of real
things in a fictional world; pre-fictionalized/exceptional things – this is what they look for
in pro-wrestling.
Therefore, a“Pro-Wrestling Transformed Society" is one where meaning and story are
still searched for within something that is known to be fiction while a society which
accepts and recognizes the remainder which is not collected with symbols and
simulacrums even while being nominated at the same time.
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