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1．機能志向から表象志向の消費へ－近代以降の記号消費－

ジャン・ボードリヤールは物を言語的な存在，すなわち「記号（signe）」と捉え，フェルデ

ィナン・ド・ソシュールを祖とする「文化記号論（Cultural Semiotics）」の知見に依拠して

消費社会を体系的に分析した代表的な社会学者としても知られている。本稿では，ボードリヤ

ールの消費社会論にただ準拠するだけでなく，消費現象の研鑽に先鞭をつけた理論家や記号論

者の思想とも交差させながら，現代という記号消費社会の特性を体系的に論考していく。

啓蒙思想に支えられて近代国民社会が成熟していくなかで，物が生存を維持するための必要

性という合目的的な論理を超越して，「地位」や「個性」という「社会的な意味」（Baudrillard

1970＝1995 : 95）を表現する記号として消費されるようになってきた。このような生産至上

主義社会から消費社会への変化という脈絡についてボードリヤールは，「かつての製鉄業（メ

タリュジー）は，今では記号製造業（セミユルジー）となった」（Baudrillard 1976＝1992 :

185）と形容している。本論に入る前に確認しておきたいが，記号とは曖昧なかたちで濫用し

てはならない「学術用語」である。ボードリヤールが物を記号と見做すとき，「物品さえもが，

何かを意味するなら，ことばとなれる」（Barthes 1957＝1967 : 142）と道破したロラン・バ

ルトの「記号学（sémiology）」に倣って，基本的には「記号表現（signifiant）」（物の外形部

分である色・かたち・デザイン・付属品・ブランドアイコン）と「記号内容（signifié）」（物

〔抄 録〕

本稿の目的は，文化記号論のパラダイムを消費現象の分析に応用したことで知られ

るジャン・ボードリヤールの学説に準拠しながら，後期資本主義が開花させた記号消

費社会の特性を体系的に把握することにある。

論考のなかで着目したのが，消費者が物の記号性を背後から規定するコードに絡め

とられてしまうという逆説的な事態である。
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の意味内容である地位・個性）の「連合的総体」（Barthes）を指示していると考えられる。

ボードリヤールは，「物はもはやはっきりと規定された機能や欲求にはまったく結びついて

いない」（Baudrillard 1970＝1995 : 93）と指摘し，その「記号性」（所有されることによっ

て，ある実在およびその表象を表現する性質）に焦点を当てる。後期近代の大衆は，機能（使

用価値）と直結した「道具」としてではなく，「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……自分を他者と区別する記

号として（最も広い意味での）物を常に操作している」（Baudrillard 1970＝1995 : 68）ので

ある。

ただ，「物の機能からの解放」，つまり「物の記号性」という視座は，ボードリヤール以前に

ヴァルター・ベンヤミンとソースティン・ヴェブレンが既に提示していたものである。

ベンヤミンは，19世紀にパリで開催された万国博覧会を物の記号性の萌芽と捉える。「博覧

会が作る枠組みのなかでは商品の使用価値は背後にしりぞいてしまう」（Benjamin 1983＝

2003 : 15）ように，展示された物のどれもが「物神崇拝」の対象であって，それらは会場を

訪れた群衆をあまねく陶酔させるような「記号価値」（より抽象的な交換価値），言うなれば

「ファンタスマゴリー（phantasmagorie）」（幻像）を否応無く表象化させた。

「商品という物神への巡礼の中心地」（Benjamin 1983＝2003 : 42）は，万国博覧会から

「パサージュ」そして「百貨店」へと移行していった。パサージュ（「織物取引」の推進と「鉄

骨建築」の誕生が契機）とは，ガラス屋根と大理石を張ったアーチ型の壁に覆われた通路であ

り，両端には「流行品店」が軒を並べていた。

パサージュの「満艦飾」の商品陳列が醸し出す雰囲気は，何よりもまず「気晴らし（zer-

streuung）」という心理的効果をもたらす。無論，パサージュは民衆のために開放された消費

空間である以上，「商品を玉座につかせ，その商品を取り巻く輝き」（Benjamin 1983＝2003 :

15）から人びとが共通に感受したのは，より世俗的なファンタスマゴリーであった。とくに

「スペシアリテ」（特産品・特選品）への羨望は，物の機能が副次的な要素として後退しつつあ

ることを物語っていた。

パサージュの後ほどなくして百貨店が出現したが，これを利用する客は，万国博覧会の頃よ

りも主体的に「商品に埋め込まれた微妙な記号や解説を読みこなす技術をもつ記号学者になる

べく求められる」（Finkelstein 1996＝1998 : 162−3）。つまり百貨店は陳列された物の装飾性

や価格から，消費者にその記号価値を自発的に読み取らせる啓蒙と規律訓練の場だったのであ

る。

19世紀を通した物の記号性は，芸術の分野でも進展した潮流である。ベンヤミンが着目し

たのは，「アウラ（aura）」（オリジナルの作品が，今ここだけに在るとする観念）という「一

回性」の消失をもたらす「複製芸術」の普及である。

「複製技術」は木版から始まって，銅版，石版（並行して輪転機），写真，そして映画へと漸
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進的に進歩してきた。絵画との関連で言えば，写真はかつてない量的規模で「最高の完成度を

もつ複製」（Benjamin 1936＝2000 : 139）を市場に流通することで，過去の芸術作品からア

ウラの「凋落」をもたらす。しかしながら，「複製芸術はこの一回性を否定してしまうことに

よって，芸術と大衆とのあいだに回路を設定した」（宇波 1995 : 52）のである。

「事物を自分に「近づける」ことをきわめて情熱的な関心事として……対象をすぐ身近に，

映像のかたちで，むしろ模像・複製のかたちで，捉えようとする」（Benjamin 1936＝2000 :

144）大衆は，写真によって複製されたルネサンス期やバロック期の絵画を人目につくように

展示することに特別な意義を見出すようになる。このことは，「礼拝的価値」から「展示的価

値」への機軸となる鑑賞様式の転換を意味していた。「タブロー画は，これに先行したモザイ

ク画やフレスコ画より，大きな展示可能性をもつ」（Benjamin 1936＝2000 : 149）。

近代に入ってからの一連の変化のなかで芸術は，かつての儀式用の道具（古代の壁画・聖母

像・ミサ）としての宗教的機能の頚木から解放され，産業資本主義の肥大化が魅せるファンタ

スマゴリーを代理的に示す記号的性質を強く持ち始めるようになったのである。

一方でヴェブレンは，産業化と都市化のなかでアノミー的に増大する虚栄心と模倣への欲動

を大衆から察知し，機能と基礎的欲求とに結びつかない消費の新しい側面に焦点を当てた（Ve-

blen 1899）。彼の消費社会論の鍵概念は，「顕示的消費（conspicuous consumption）」であ

る。

19世紀後半の西欧市民社会で資本家層を筆頭に確認されたのは，農耕と私有財産制の勃興

以降，歴代の「有閑階級（leisure class）」（奴隷主，宗教指導者，王侯貴族，ジェントリ）に

専有されてきた豪奢な見せびらかしの消費であった。

加速する経済競争のなかで駆逐されつつある中産階級と搾取を免れない労働者階級は，家族

ぐるみで顕示的消費に邁進した。煩悶する中下層階級は新興の有閑階級に対する憧憬と対抗意

欲の下で，奢侈品あるいは模造奢侈品を濫費して虚栄心を充たしたのであり，まさにこの時

代，民衆は率先して「スノッブ（snob）」たらんとしたのである。

大衆による財産の蕩尽を厭わない顕示的消費の目的は，実際以上の経済的地位を証明するこ

とによって名声と尊敬を得ることであり，またその序列をめぐって周囲と自分とを「差別」す

ることである。成功の徴証である富を顕示する上で，「たんなる生活必需品の消費は，何の役

にも立たない」（Veblen 1899＝1961 : 96）ものであった。

自らが所有する物をつうじて，社会的属性の面で他者との差異を図らんとする 19世紀から

20世紀初頭にかけての濫費の慣行こそ，後期近代の記号消費の趨勢を決めたと言ってもよい。

顕示的消費の民主化と「消費の殿堂」の相次ぐ隆盛，そして複製芸術の大量生産とが時期的

に連動している点は注目に値する。近代の市民社会で新たに顕在化した現象として，女性によ

る階級を超えた濫費を挙げることができる。例えば，パサージュの店主が若い男性従業員を積

極的に採用した事実は，まさに女性と消費社会との急速な緊密化を如実に示すものである
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（Benjamin 1983）。さらに百貨店での買い物に時間を浪費することは，動機を共有する見知

らぬ他者と邂逅する「社交」の機会であり，言わば近代の女性が最初に経験した「社会進出」

でもあった（Finkelstein 1996）。

ただ，女性にとって社交以上に重要な消費の目的は，所得階梯が低い家庭の妻であろうと，

自身の有閑階級の出自を周囲に証明することにあった。着用者の身体の快適さや生存維持にと

って，機能において桎梏ですらある高価なハイヒール，スカート，コルセットが愛用されたの

は，それらが家事労働を免除された彼女たちの「貴婦人」としての地位を顕示するのに適して

いたためである。そもそもハイヒール等の服飾は，価格以前にその特異な形状からして，生産

労働から隔絶された閑暇を謳歌できる着用者の出自を指示していた。

女性は依然，男性に経済的に従属せざるを得なかったが，とりわけ中下層階級家庭の妻が，

いかなる肉体的辛苦を忍んででも金のかかる服飾を誇示的に消費したのは，自分の夫から彼の

経済的地位の証明を委託されていたためでもある。なかでもコルセットは，「すべての女性に

とって，社会的に非難されないような地位に立つためには，ほとんど欠くことができないも

の」（Veblen 1899＝1961 : 178）であり，このような「集合意識（conscience collective）」

（デュルケム）ゆえに夫の虚栄心を代わりに充たしてやれる常套手段であった。ヴェブレンは，

当時の女性による上記の行為様式を「代行的消費（vicarious consumption）」と呼んだ（Veblen

1899）。

第二次世界大戦後の記号消費社会化を世界的規模で促した経済秩序こそ，「後期資本主義

（late capitalism）」である。この新たに勃興した生産と流通のシステムは，第三の技術革新

（コンピュータ・オートメーション・プラスチック・合成繊維といった画期的生産手段），エレ

クトロニクスの進歩，ポストフォーディズム，高度経済成長，ケインズ主義，福祉国家化，ホ

ワイトカラー層の台頭，大都市の生活リズムの急速な変化，モード（流行）に対する関心の飛

躍的増大，郊外化，ハイパーマーケット，電子メディアの発達，情報通信ネットワーク網の拡

張，音楽や出版などの文化産業の成長，「ポストモダニズム（post-modernism）」の興起とい

った同時多発的に惹起した社会変動と密接に関係している。

本稿では後期資本主義を時期的に区分する必要性から，フレドリック・ジェイムソンの概念

を援用したい（Jameson 1991 ; 1998）。まず，本格的な記号消費社会の端緒にあたる後期資

本主義の前半段階（1950年代から 70 年代まで）を「消費者資本主義（consumer capital-

ism）」と呼ぶことができる。その最たる特徴は，資本による「意味作用（signification）」（記

号表現と記号内容の結合関係）に基づいて記号化された物，つまり「文化的なもの（the cul-

tural）」の圧倒的氾濫である。

ジェイムソンは，消費者資本主義と対応する上部構造の再編成について，民衆の手によって

彼ら自身のために生産され使用されてきた純粋な道具にとどまらず，政治的社会的主体性を発

露する自律的創造領域であったはずの芸術までもが「商業文化」に絡めとられてしまう事態を
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重視する。「文化的領域におけるポストモダニティを特徴づけるのは，商業文化のそとがわの

あらゆるものの……商業文化への吸収である」（Jameson 1998＝2006 : 186）。

ジェイムソンが強調する商業文化とは，戦略的に記号化された物全般を指示していると解釈

できる。なぜなら文化記号論的には，「われわれをとりまくおよそさまざまな文化的対象……

を何かを意味するものとして「記号」として捉えることができる」（池上ほか 1994 : 69）か

らである。消費社会と情報化社会の蜜月関係の所産たる TV ドラマ，コマーシャル，映画と

いった「イメージの爆撃」に特徴づけられる「ハイテク混合芸術」・「テクノロジー的芸術作

品」（Jameson）を含め，「記号作用」（意味を代理的に表す働き）する一切の物は，「消費者

資本主義の論理を描写し再生産し－補強する－」（Jameson 1998＝2006 : 35）表現形態なの

である。

高度経済成長期の物の比類なき豊穣は，社会的な意味の顕示に旺盛な新世代の消費者をまず

は西欧社会で大量に産出した。「1954年のブーム……520万台の新しいテレビ，890万台のラ

ジオ，274万台の自動洗濯機……アメリカの消費者はまた，その空想をくすぐられれば，誘惑

されて 3000万個のフラフープさえ買うことができた」（見田 1996 : 8）。子供の遊戯道具に過

ぎないはずのフラフープは，電化製品や自動車と同様に，各家庭が時代を彩るライフスタイル

を周囲に証明するための表徴に他ならなかった。

50年代以降の記号消費の普遍化は，人間の欲望の優先順位が全面的に転換したことを意味

している。物の道具としての消費とは，その機能を物理的に消耗する過程をつうじて「生存維

持」という基礎的欲求を充たす行為である。しかし物の記号としての消費とは，その象徴的意

味を他者に顕示していくことによって，「差異化」という派生的欲求を充たす行為なのである。

後期資本主義の後半段階（1980年代以降）にあたる「多国籍資本主義（multinational capi-

talism）」ないし「金融資本主義（finance capitalism）」（Jameson）は，石油ショック，新自

由主義，サイバネティックス革命，国際金融市場の多極化，電子株式市場における投機的取

引，直接投資の増大，大都市への多国籍資本の拠点集中，移民労働者の増加，冷戦終結という

パワーバランスの崩壊などが契機となって出現し成長してきた。生産様式の不断の外部拡張的

段階が消費領域へおよぼす最大の影響は，「大衆的文化生産と消費それ自体－グローバリゼー

ションや新たな情報技術と一体になって……一般化された商品体系に完全に組み込まれて」

（Jameson 1998＝2006 : 200）いくことである。

ジェイムソンの理論モデルは，本稿のような社会学の見地から物の記号性に焦点を当てる研

究にとって有益なものと考えられる。19世紀後半の言語学に多大な恩寵を受けている記号論

は，それゆえに「共時的なもの」への偏在という方法論上の陥穽を孕んでいる。

ソシュールは，「ラング（langue）」（同じ共同体において語形と語義の結びつきが制度化さ

れている言語）を「共時態（synchronie）」（特定時点における言語間の対立的相互関係と諸

価値－語形と語義－の状態）と「通時態（diachronie）」（共時態の歴史的変動過程）とに峻別
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し，前者の方を「言語記号学（sémiologie linguistique）」の一義的な考察目標とした。

しかしながらジェイムソンは，ソシュールの思想からの影響ゆえに，「その時点」における

詩的芸術の「文学性」（テクストを文芸ならしめる独自の手法・文体・韻律）に特化した初期

のロシア・フォルマニズム（20世紀の前半にヴィクトル・シクロフスキー，ローマン・ヤコ

ブソンらを中心に興った文芸批評の潮流）の静態的アプローチを，歴史的考察が困難として批

判する（Jameson 1972）。彼は記号を共時的な領域と通時的な領域とに分離することによっ

て，いずれか一方の分析が蔑ろにされてしまう事態を危惧していた。文芸記号論の嚆矢である

フォルマリズムが詩的芸術を自律的存在として強調する上で，制度，階級，イデオロギーとい

った社会学的要因を括弧に入れ，作品の同時点における手法や文体の解明のみを追求したよう

に，記号消費論でも物の外形面と内容面，構造自体の共時的把握への傾斜は否めない。換言す

れば，通時性を本質とする「社会的なもの（the social）」が触媒としていかに関与することに

よって，現代における物の諸特性が生成されてきたのかという動態的分析に乏しいのである。

したがって，ジェイムソンによる社会的諸制度の変動と相即的な生産システムの発展を消費

社会化（とくに芸術様式の商品化）と相関づける弁証法的モデルの応用は，消費財全般が対象

の記号論が直面する方法論的な硬直性を打開する役割を担う。広告産業の呼び水となる「世界

都市」の出現，階級関係における新中間層の台頭から二極分化への推移，文化産業への支援政

策，後期資本主義のグローバル化と環境的・金融的リスクによるその停滞といった社会制度と

経済秩序間の「複合的連関性」の視座を介入させることは，記号消費に関する通時的分析を共

示的分析から乖離しないかたちで可能にする。そして，そうすることによって初めて，技術革

新，マーケティング，デザイナーに支えられた記号化の原理（コード）の支配から自由な文化

（実質合理的な意味の伝達・表現を本質とする記号体系）を焦点化していく分析の道が開ける

のである。

例えば，「地産・地消」という共有価値に依拠した「スローフード」，諸個人の「生」に究極

的な意味を付与する宗教（儀式と教義から成る体系），作者自身の観念や自我の純粋な表出手

段としての「前衛芸術」などは，共同体成員の「身体性」と不可分に結合しており，特定のロ

ーカルな時空間に留まりやすい上に，必ずしも差異化の欲望に準拠してはいない。以上の性質

ゆえに，集団全体にとっての「望ましさ」の表象と密接な「評価的要素」や成員各人の信念お

よび世界観と密接な「実存的要素」（丸山哲央 2010）に深く関わる領域は，多国籍資本主導

の商業文化に同化吸収され難いのである。グローバルな商業主義が席巻する今日にあってもな

お自律的な記号体系を明証していく試論はまさに，アグリビジネスや文化産業の台頭を論拠に

全面的商品化を自明視するような議論への反駁的機能を果たすことになろう。

記号消費をつうじて顕示される象徴的意味は，たいていは表象としての地位とライフスタイ

ルであるが，多国籍資本主義下の消費社会でとくに常態化され，また百花繚乱するのは後者で

ある。グローバル経済は，世界各地の大都市において産業構造の変容（法律，金融，会計，広
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告，情報通信，コンテンツ関連業，対消費者サーヴィス業の成長），文化政策の一環としての

ジェントリフィケーション（居住人口の上流階級化）を伴う都市再開発，ポストモダニズムと

総称される芸術運動のいっそうの商業化（文化産業との癒着）を促すなかで，「審美的ライフ

スタイル」（ファッション，仕事，芸術鑑賞，食事，性愛・友愛関係を貫く理想とする習慣的

活動様式の体系）の顕示を志向する「ヤッピー」が中核を成す消費集団を台頭させた（アメリ

カのソーホーに代表されるように，彼らがポストモダニズムのアーティストの気風やスタイル

に惹かれて都心部に流入し定住するようになったことで，住宅地の高級化が進んだ）。

ここで提示した審美的ライフスタイルの概念は，マイク・フェザーストーンによる「日常生

活の審美化（aestheticization of everyday life）」ないし「生活のスタイル化」から刺戟を受

けたものである。日常生活の審美化（生活のスタイル化）とは，ポストモダニズムの作品群や

モード（流行の衣服や装飾品）の消費によってスタイル（外見）を個性化し，またそうするこ

とで自己のライフスタイルをひとつの芸術作品に変容させることである（Featherstone 1991

a ; 1991 b）。これは，とくに新しい趣味の開拓や新しいモードへの対応を通した自己顕示に

強い関心を示す層に共通する性向である。自らモードの「広告塔」となる「新しい中産階級」

が追求した尖端的なライフスタイルとは，「消費文化や文化産業が生み出し続けている新しい

スタイル，経験，象徴財の過剰に遅れをとらずについてゆくこと」（Featherstone 1991 b＝

2003 : 59）によって，憧憬するアーティストに漂う「時代の寵児的」雰囲気を身に纏うこと

であった。

いまや無数の記号を介して美化されるライフスタイルは，階級，世代，人種，民族，そして

個人単位で断片化し正確な数量的把握は困難となっている。例えば，「何となくエキゾチッ

ク」，「何となくエコロジカル」といったものでも，末梢かもしれないが紛れもなく審美的ライ

フスタイルの一部－ギデンズの言う「ライフスタイル部門（lifestyle sectors）」－なのである。

また，無数の選択肢のなかから自分好みのライフスタイルを選び取っていく記号消費は，ア

イデンティティの不断の再構築，すなわち「自己の再帰的プロジェクト（the reflexive project

of the self）」とも密接な関係にある（Giddens 1991）。

アウトレットモールやオンラインショッピングをつうじて謳歌できる審美的ライフスタイル

の先駆けは，消費者資本主義時代に人口に膾炙した「豊かなライフスタイル」と言えるのかも

しれないし，あるいは 19世紀末の「ダンディズム」（封建時代の貴族階級のスタイルや，彼

らの芸術活動，スポーツ，遊戯といった「顕示的閑暇（conspicuous leisure）」（Veblen

1899）の誇示的な模倣が特徴）や，「男性の衣服と女性の衣服との原理的な境界線をふみ越え

てしまい……「にやけた」ものという……そのようなおしゃれな服装をした紳士」（Veblen 1899

＝1961 : 177）が経済的地位とは別に顕示しようとした「何か」だったのかもしれない。
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2．物の機能の自由化－使用価値の細分化－

ボードリヤールは，急速な近代化に伴う家族関係の変容が人間の居住空間から写真のなかで

も唯一，礼拝的価値と親和的であった大家族とその家長の肖像画を消失させるとともに，「ユ

ニット家具」が 18世紀までの庭園付きの大邸宅を彩った高級家具の一式に取って代わる事態

を生んだと指摘する（Baudrillard 1968）。

初期近代の頃の高級家具と決定的に異なるユニット家具の特徴は，その機能の自由化，すな

わち機能の多様性にある。「自由にされているもの……は，それら物の機能である……物は機

能を持った物である限りにおいて自由である」（Baudrillard 1968 : 1980＝18）。

都市居住者の室内にあってユニット家具は，「望みのままに折りたたまれ，拡げられ，消え

去り，現れる」（Baudrillard 1968 : 1980＝17）のであり，またそれぞれが「完全に同質の家

具」（Baudrillard 1968 : 1980＝21）となる。家具の同質性とは，小型の衣装ダンスが書庫

に，容易に収納できる食事用テーブルが執筆用の机に，脚部の無いベッドがソファーに早代わ

りするといった具合に，さまざまな物が互いの機能を代用しあうことである。

機能の自由化は家具にとどまらず，例えば，いまや遠隔の他者との「発話」という機能さえ

あれば事足りる携帯電話にも確認できる状況である。多機能化が進む携帯電話は，ボードリヤ

ールからすれば「機能的無用性」をひけらかすだけの「ガジェット（gadget）」（生存に無用

の発明品）の典型としか映らないであろう（Baudrillard 1970）。

後述するが機能自体がひとつの記号内容と見做し得る以上，多機能性という趨勢もまた，後

期近代以降の記号消費社会の特性と言えるのである。

3．物の色とかたちの自由化－コノートされる象徴的意味－

現代における物の記号性を的確に把握するためには，物の機能の固定性からの解放（多機能

化）よりも，むしろ機能自体からの解放（象徴的意味の表現）の論理に立つことが求められ

る。

機能の自由化だけでなく記号表現（色・かたち・デザイン・付属品）の自由化も，後期資本

主義の消費社会に氾濫する物のより重要な特性である。あらゆる物が今日では何十通り，ある

いは何百通りにも細分化された記号表現の組み合わせによって成立している。例えば，実用的

な物の代名詞であったパソコンは，「オフィスを出て，しだいに「個人」のものになっていく

にしたがって，そのデザインはさらに考慮されることになるであろう」（宇波 1995 : 323）

という観測どおりに，「記号表現の戯れ」とでも形容すべき展開をたどっている。

記号表現の自由化に先鞭をつけたのは，第二の技術革新（電動機とベルトコンベアの開発）
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に由来する機械工業全盛期のゼネラル・モーターズである。同社はデザイン部門（美術と色彩

部門）の設置によって自動車の機能に優先性を置いたフォード社に対抗した。工業デザイナー

たちは「3200万台の自動車をデザインし，自動車というものを「創造力を駆使してつくられ

る金属製の彫刻」たらしめた」（見田 1996 : 23）のである。

色は昔から赤なら情熱や女性，青なら静寂や平和，黒なら死や恐怖といった具合に，一種の

記号作用をしてきた。消費社会において細分化していく色－「鮮やかな赤の肘掛け椅子，ブル

ーの長椅子，黒いテーブル，多色配合の台所」（Baudrillard 1968＝1980 : 35−6）－は，それ

だけ物が，個別の色を介して消費者の願望に関わる内容を表現するシンボル的な記号として消

費されるようになったことを示唆している。

ボードリヤールは，「自動車とタイプライターの色が黒でなくなるのには何世代もかかり，

冷蔵庫・洗濯機の色が白でなくなるのにはもっと時間がかかるだろう」（Baudrillard 1968 :

1980＝35）と予見していたが，色の固定性からの物の解放は急速に進行し，「76色 697種類

の内装のベンツ……染髪シャンプーの「ほんの少しだけ明るい色合い」」（Baudrillard 1970＝

1995 : 110）といった具合に，様々な色の位相をもたせることに成功した。物は機能ではなく

多彩な色によって，消費者を周囲との差異化へ導くような記号価値を表現するのである。

記号表現の自由化は，色にとどまらず同時に「かたち（フォルム）」にも生じる。後期近代

以降，ますます多様性を増してきた「かたち」もまた，地位やライフスタイルといった象徴的

意味を代理するようになっている。

記号学的に言えば，今日の物には「二重の意味作用」が働いているということになる。とく

に物は，数ある記号体系のなかでも「二重作用の証人となるものである。最初のある段階にお

いて……機能は意味を帯びる」（Barthes 1964 a＝1971 : 135）。つまり一次的意味作用（色

やその他の付属品との組み合わされた「かたち」と機能の結合）と，この過程に依存する二次

的意味作用（機能を担うことになった「かたち」と象徴的意味の結合）である。

今日あらゆる物が，まず何らかの機能を備えた「表示的記号（denotative semiotic）」とし

て生産された上で，象徴的意味と対応する「共示的記号（connotative semiotic）」として再生

産される。より高次の意味作用が成立するためには，象徴的意味と結合する記号表現の部分が

表示的記号によって構成されている必要がある（Barthes 1964 a ; Eco 1976）。共示的記号と

は，バルトの言葉を借りるならば，「以前に存在している意味的連鎖から出発して構築される

……二次的な意味論的体系」（Barthes 1957＝1967 : 147）なのである。

言語にとどまらず芸術，広告，建築，儀式，身振り，そして物をも記号と捉える文化記号論

では，最初の意味作用に関係する機能（使用価値）のことを記号の直接的・明示的意味を表す

「デノテーション（denotation）」（表示義）と呼び，二つ目の意味作用に関係する地位やライ

フスタイル（記号価値）のことを記号の随伴的・潜在的意味を表す「コノテーション（connota-

tion）」（共示義）と呼ぶ。共示的記号として流通する物は，表示的記号（一次的意味作用の体
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系）を新しい記号表現に「格上げ」ないし「変形」することによって成立しているため，たと

え生存に直接寄与しない機能であったとしても，けっして蔑ろにされることはない。つまり差

異化の手段として偏在しているといっても，まったくの機能を欠いた物など存在し得ないので

ある。

例えば自動車の後部の翼は，物が共示的記号として消費されていることの確証である。「翼

のかたちをしたものは，本当のスピードのしるしではなく，限界のない最高のスピードを意味

している……翼は，奇跡的な自動性，恩寵を暗示している……スピードの深い幻覚が表現され

るのは，自動車の翼においてである」（Baudrillard 1968 : 1980＝67）。

翼は，不明瞭な機能とともにスピードの「イメージ」を代理しているのであり，さらにそれ

は「表象（representation）」としてのスピードに付随して，公道を獰猛に疾走する「男性性」

にあふれたライフスタイルをも表現するのである。つまり自動車は，翼の部分に媒介された

「かたちにかかわるコノテーション」（Baudrillard 1968＝1980 : 68）を消費者に暗示するの

である。

自動車の翼の「かたち」は，本体を劇的に加速させるわけでも飛行させるわけでもない。そ

れでも翼が物神崇拝されるのは，自動車に求める消費者の動機性向が，生存のための必要性か

ら差異化のための自己顕示にシフトしたためである。

記号表現の自由化がもつ意義に関してボードリヤールは，コーヒーの豆挽き機を例に考察し

ている。「すでに客観的でなくなっているのは，コーヒー豆を挽くというその明確な機能であ

り，まったく客観的でなく，したがって非本質的なのは，コーヒー挽きの器械が緑か長方形

か，バラ色か台形かということである……非本質的なものが……生産を通して……それ固有の

目的性を確認する」（Baudrillard 1968＝1980 : 8）。

本来は本質的であるはずの物の機能がもはやそうではなく，非本質的な要素であったはずの

色や「かたち」の差異性が消費者の購買条件の中核を担っている。ここでは，実用性に特化し

ているかのように見える豆挽き機でさえ，その特異な記号表現の集合が単なる機能を超えたシ

ンボリックな意味と不可分の関係にあることが強調されているのである。

ボードリヤールは，物が機能から解放されて全面的に記号として消費されるようになったと

する（Baudrillard 1968 ; 1970）。しかし，色やデザインと組み合わされた「かたち」をつう

じて機能をデノート（表示）する道具自体が所与として記号（表示的記号）である以上，彼が

言うところの記号とは，厳密には機能とともに象徴的意味を消費者にコノート（共示）する共

示的記号を指示していると解釈すべきである。

記号表現の特殊性によって相互に区別される物の生産は，「指示対象（referent）」である高

級品の首尾一貫したディテールの集合を「脱構造化」することから出発する。高級品の「材料

とかたちの或る首尾一貫性……必然的なもろもろの関係の集合がこわされて，かたち・色・付

属品の差異が生ずる」（Baudrillard 1968＝1980 : 182）。
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ロールスロイスの車体の色はナチュラルな黒でなければならないが，それが廉価な大量生産

版としてシリーズ化される場合，むしろ色は「かたち」やデザイン同様，統一しないことが戦

略的に重視され，他のあらゆる色と交換可能な「残余カテゴリー」となる。

4．パノプリとモデルのコード

「パノプリ（panoplie）」とは，頭に被る物，上下に着る物，足に履く物，その他の装飾品，

さらにはインテリア用の家具や芸術作品の「組み合わせ」（セット）のことである。物はパノ

プリの状態で消費者に提供されることが多い。ショーウインドウ，陳列棚の傍らに配置された

マネキン，雑誌内の「「記述」された衣装」，「写真に撮影された衣装」（バルト），カタログ，

住宅見学会など，パノプリはいたる所に散見される。

記号消費は，ボードリヤールが言うところの「最小共通パノプリ」，すなわち「一般的モデ

ル」（審美的ライフスタイルの謳歌とその顕示を求める者ならば，最低限所有しておくべき規

範化された物の組み合わせ）の生産と所有から開始される。「自己を他者と区別することは，

あるモデルと一体となること……消費過程全体は……人為的に数を減らされたモデルの生産に

よって支配される」（Baudrillard 1970＝1995 : 113）。

資本は物をモデルとして発信することによって，消費者が希求する象徴的意味を統一的，言

わば「現示的」にコノートする。したがってモデルとは，既にひとつの意味作用によって記号

化されている物の集合体（表示的記号）が，コノテーションと対応する上位の記号表現として

成立しているような共示的記号なのである。モデルは，社会的地位や審美的ライフスタイルの

顕示を望む者ならば，買い揃えて然るべき「十分条件」である。

しかし，その所有が消費者の欲望を即時的に充たすというわけではない。それはあくまで範

例であり，ひとつの基点に過ぎないからである。差異化の快楽を追求する手段として一般的モ

デルをただ揃えることに終始するだけならば，大衆のスタイル（外見）は完全に平板化されて

しまい，モデルを介して解読される肝要な意味までも一様化の運命をたどることになるであろ

う。

こうしたリスクを回避するための喫緊の戦略となるのが，一般的モデルから「バリエーショ

ン」を派生させることである。「組み合わせのアイテムを一部変更すること，すなわち自分な

りの「組み合わせのバリエーション」を考案すること……仲間と同一のモデルを共有しながら

「個性」を表現することは，「モデルからの微細な差異（組み合わせのバリエーション）」によ

って十分可能なのである」（矢野 2009 : 34）。

モデルを揃えるやいなや，消費者は「パノプリ効果」を自ずと実践することになる。パノプ

リ効果とは，「数多くの記号中のひとつの記号としてある消費対象を指定すること」（Baudril-

lard 1970＝1995 : 148）である。いまや「人びとは「グローバルな陳列棚」からすぐさま手
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にすることのできる象徴財やスタイルというはるかに多くのレパートリーを引き出すことがで

き」（Featherstone 1991 b＝2003 : 61）る。つまり前提となるモデルが包含する組み合わせ

の内容を部分的に置換したり，新たな要素を追加していくことによって，類似していても微妙

に異なる重層的な意味が表現されるのである。陳列されている単体の服飾，化粧用品，自動

車，電化製品（洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・携帯電話・オーディオ機器・ノート型パソコ

ン），家具に加え，教養雑誌（文化的知識）や芸術作品までもが他者との差異化のためのバリ

エーションを構成する要素であり，パノプリ効果の対象となる。

例えば，教養雑誌を介した知識の習得願望の背後には，「社会のどのレベルにおいても，「上

の階層によじのぼった」世代は自分にふさわしい物のパノプリ〔セット〕を求める」（Baudril-

lard 1970＝1995 : 153）性向が横たわっている。つまり科学や芸術に関する教養もまた，理

想的準拠枠としての地位，あるいは知的に洗練されたライフスタイルといった個性を証拠立て

るために，他の物との自分なりの組み合わせのなかで所有されるのである。

後期近代の芸術作品の場合，単体のシンボルとして消費される際に果たす機能と言えば，大

衆が憧憬する様々なライフスタイルを強烈な自己投影によって即時的に擬似体験させることで

ある。

例えば，「ブルジョワの盛大な結婚は……映画，文学などによって，だんだんとそれは小市

民階級の恋人たちにとって，身をもって体験しないまでも少なくとも夢みるものとしての，基

準にさえない」（Barthes 1957＝1967 : 186）。また芸術のパノプリ性（異ジャンルの作品や

家具，インテリア照明などとの同一空間における展示的配列）については，ジェイムソンの次

の見解が存在証明している。「ポストモダンはむしろいまや装飾的な空間充填として自認した

装飾や視覚芸術，そして音楽に焦点を当てる……いっぽうにロックとヘッドホンがあれば，他

方には前資本主義の音楽もしくはバロック，古代音楽がある」（Jameson 1998＝2006 :

182）。

モデルのバリエーションは言語学で言うところの「連辞（syntagme）」（複数の記号が一方

向的に結合することで成立する全体）に相当する。陳列棚から新たに選択された物は，置換お

よび追加される際に，所謂「連辞関係（rapports syntagmatiques）」－連続する「二つあるい

は複数の単位の結合」（Saussure 1910＝2007 : 161）－に従って全体としての物の新秩序を形

成する。

つまりパノプリ効果と連辞関係に依拠したバリエーションは，既存の服飾モデルの内容に代

わる要素を消費者の身体において垂直的に着用し直したパノプリと，既存のインテリアモデル

の内容に代わる家具，電化製品，芸術作品，小物，ある室内イメージを想起させる内装の自動

車などを一定の規則的方向性に従って配列し直したパノプリという二つの様式をもつのであ

る。

ここまでモデルのバリエーションが形成される過程について言及してきたが，そもそも如何
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なる原理の下で一般的モデル（バリエーションの素体）は共示的記号として成立するのであろ

うか。その鍵を握るのが「コード（code）」である。「コードは，現にそこに存在するものを不

在の単位と結びつける……背後に存在する規則に基づいて……意味作用が成立するのである」

（Eco 1976＝1980 : 10）。文化記号論がとくに重視するコード概念の準拠枠は，言語記号（主

に単語）を「体系（système）」に包含される辞項と位置づけたソシュールによる「連合的配

列（coordination associative）」ないし「連合関係（rapport associatif）」である（Saussure

1910；丸山圭三郎 1983 a）。

文化記号論のなかでも，とくにコードの理論へ継承されたソシュール言語学の要諦とは，記

号の「価値」（記号表現と記号内容，さらにそれら両面にまたがる性質）が体系のもとに配列

された他の隣接する要素との「差異」の関係（脳裡において喚起される示差的関係）によって

決定されるとする，後に文化人類学者のレヴィ＝ストロースに導入されて以降，「構造主義

（structuralism）」の名称とともに広く人文・社会科学へ普及することになる公理である。

モデルも記号である以上，その意味作用はコードの存在を前提条件としている。ただしモデ

ルのコードは言語のそれとは異なり，消費者間の相互作用のなかで自然に生じたものではな

く，最初から利潤増大を至上命令とする資本によって人為的に設定されたものである。資本は

マーケティングに基づいて産出したコードによって，個別の物だけでなく，その全体としての

モデルを記号化するのである。

まずモデルを構成する個別の物がデノートする意味は，連合的配列のなかで決定される。あ

る自動車の機能は，従来のあるいは別の車種との配列関係のもとで厳密に規定されるのであ

る。

ボードリヤールは，モデルが消費者にコノートする価値に関しても，「コードにおける意味

上の差異」（Baudrillard 1970＝1995 : 67）に依拠するものと捉えているようだ。「色・付属

品・細部などの差異によって他の物と区別される」（Baudrillard 1968＝1980 : 174）ように，

物は単独でも対応するコードをもつが，モデルとして流通する場合，やはりその外形面（記号

表現）と対応するコノテーションはモデル単位のコードに依拠している。「どんなモデルにも

その対極にあるモデル，対立関係にあるモデルが存在する。あらゆるモデルはそれ単独では意

味をなさず，必ずその対極にあるモデルとの対立関係において意味が与えられるのである」

（矢野 2009 : 36）。

あるモデルがコノートする審美的ライフスタイルは，同じ体系のもとで対極に位置する別の

モデルとの二項対立関係－モダン／レトロ・高尚／俗悪・アウトドア／インドア・フォーマル

／カジュアル・ナチュラル／エレガント・アーバン／エスニック・環境に優しい／華奢－に従

うことによって明確となり，記号表現（着用する上下の物ごとに分化した機能を担うパノプ

リ）に付与されるわけである。モデルの生産は，まさに資本による「コードに基づいた意味づ

け」（Baudrillard 1970＝1995 : 67）を前提条件とするのである。
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ところでバルトは，ソシュールが提唱した「ランガージュ（langage）」（人間の普遍的・包

摂的な言語活動）の社会的側面である「ラング（langue）」（文法を含む社会制度としての言

語）と個人的側面である「パロール（parole）」（個人による発話行為）の概念を，言語以外の

記号現象の分析に応用している（Barthes 1964 a）。例えば，食品のラングは調理上の禁止事

項，メニュー（連続して運ばれてくる食品の全体），そして味の差異を規定する食品間の二項

対立であり，パロールは個人あるいは家族ごとに多様な調理と取り合わせの方法である。また

家具の場合，ラングは機能的に同質であっても「かたち」の異なる物（例えばベッド）の二項

対立であり，パロールは室内における個人の自由な配置の仕方である。

バルトに倣ってラングを記号に関する慣習的諸規則，パロールをラングに規制された限りで

の記号の個人的な運用の仕方と見做すとすれば，記号化された物全般の水準においてはコード

とモデルがラングに，（モデルの）バリエーションがパロールに相当すると言えよう。

ボードリヤールによると，現代の記号消費はあたかもクイズの様相を呈するという。消費の

殿堂を訪れた人間は，眼前に広がる物の宝庫から「絶え間なくそそのかれ，「質問され」，解答

するように催促されている……「購買行為」は，物が常に一連の似かよった物と一緒に提供さ

れ，個人がコンピューター・ゲームで正解を選ぶのとまったく同じやり方で物を選択する……

一種のゲームだと言うことができる」（Baudrillard 1970＝1995 : 144）。

パノプリとして一同に陳列される物は，それらが内包する意味を最初から判然と示すような

ことはしない。消費者はクイズの解答者として，膨大な数の陳列物から「メッセージ」を正確

に読み取らなければならない。解読（資本が物に付与したのと同じ意味を自分の脳裡に「表象

化」すること）の手続きが成功することによって初めて，差異化の幸福を享受するのに妥当な

モデルを選択できるのである。

したがって記号消費という行為様式は，資本（発信者）がコノートする象徴的意味を，消費

者（受信者）が一定の条件に従って解読していく言語的コミュニケーションなのである。

文化記号論では，発信者と受信者との間で共通のコードが参照されるときに，最も理想的な

かたちで記号を媒介とするコミュニケーションが遂行されると考える（池上 1984）。

資本は消費者に向けてモデルを発信するとき，マーケティングに裏付けられたコード（多様

なモデル間の意味的な二項対立軸）に基づいて決定した意味内容を，視覚的に明瞭な物的媒体

（物ごとに分節された機能を同時に担うパノプリ）によってコノートする。つまり資本と消費

者を主体とするコミュニケーションの成立条件のひとつは，「受信者の知覚に現に提示されて

いる何かが何か別のものの代りをする」（Eco 1976＝1980 : 10）という，モデルがその外形

面によってコノテーションを代理する記号作用を果たすことである。

そして消費者の方は，購買空間において邂逅した記号から正しい意味を解読すべく，資本が

意味作用の際に採用したのと同じコードを参照する。また彼らは，雑誌，広告ポスター，TV

コマーシャル，知識人，アーティスト，ファッション・モデル，ブティックの店員，親密な他
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者，見知らぬ他者，ヒエラルキー上の然るべきポストをめぐって競合する同輩や憧憬する上司

との多元的接触のなかで，物の適切な選択の際に必要となるコードの知識を半ば無意識に社会

化しているのである（矢野 2009）。

所有するモデル，あるいはバリエーションを介して理想的な意味を顕示する側の消費者と，

それを解読する側の消費者とのコミュニケーションの成否もまた，モデルの基底的なコードの

知識が鍵を握っている。モデルに関する二項対立軸の知識なくして，受信者側に立つ消費者は

相手が自分に証明してもらいたがっている審美的ライフスタイルを，彼が所有するモデルやバ

リエーションから正しく読み取ることができない。

翻って発信者側に立つ消費者にとってみれば，記号消費とは，クイズの正解者としてショー

ウインドウや陳列棚から妥当なモデルを選択できたとしても，相手の知的コードの欠如ゆえ

に，常に自らの望むものとは真逆の意味を証明してしまうリスクを伴う行為ということにな

る。

5．記号消費社会における抵抗原理

現代の記号消費社会における最も重大な特性とは，消費の本質が大衆による主意主義的な行

為ではけっしてなく，実際のところは，「差異の追求によって絶えず幸福でなければならない」

という社会的論理の押し付けとコード（モデル間の意味上の示差的関係）への無意識的従属に

他ならないという逆説的様相である。「消費者は自分で自由に望みかつ選んだつもりで他人と

異なる行動をするが，この行動が差異化の強制やある種のコードへの服従だとは思ってもいな

い」（Baudrillard 1970＝1995 : 68）。

ボードリヤールは，他者との差異化を志向する消費には「生活的側面」と「構造的側面」の

二つの水準が存在すると指摘する。前者は，物をステータス・シンボルとして利用すること

で，到達した地位を顕示していく意識的かつ倫理的な過程であり，後者は，消費の諸局面にお

ける無意識的なコードによる制約とこれへの「絶えざる登録の過程」（Baudrillard 1970＝

1995 : 68）である。コードは，物を購入する際や意味を読み取る際に無自覚的に参照される

一方で，日常生活を通して知識としても不断に習得されているのであり，この循環から抜け出

すことは容易ではない。まさに記号消費とは，終始一貫して「コードに支配された差異化」

（Baudrillard 1970＝1995 : 120）の営みなのである。

象徴的意味がパノプリの所有をつうじて公然と，あるいはさりげなく顕示されるなかで，他

ならぬ消費者そのものを構成要素とするメタで不変のコード（差異の秩序）が形成される。そ

れは，伝達される意味の序列をめぐる消費者間の示差的評価の関係である。人びとはこの秩序

のもとで，どちらがより個性的で卓越した意味を表現しているかを評価しあう。消費者は互い

に正しい物の選択と正しい意味の読み取りを成功させた上で，自分の所有物が伝達する意味の
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相対的評価に打ち勝つことが差異化の欲望を充たすための最終試練となる。

このような「人間化された」コードのもとでは，スタイルの交換さえ活発に行われる。つま

り「各個人は……秩序内の位置が取りかえ可能」（Baudrillard 1970＝1995 : 68）なのであ

り，繰り返されるモデルとバリエーションの模倣によって，消費者自身が「再生産的存在」，

すなわち個性を喪失した「シミュラークル（simulacres）」へ変貌してしまう。

多国籍資本主義の支配主体は，「あらゆる政治的矛盾を消費社会への移行によって解消しよ

うと」（ボードリヤール・吉本 1995 : 81）すること，つまり消費への耽溺によって我々の意

識から「現実的・社会的・歴史的な世界をできるかぎり排除すること」（Baudrillard 1970＝

1995 : 28）で永続的な繁栄を実現しようとする。意識されることのないコードの参照と習得

の連鎖のなかで，記号消費社会は「均質化された，無関心の支配する空間」（Baudrillard 1976

＝1992 : 184）にすっかり変容してしまっている。

もし，このような事態を打開したいのであれば，強制と服従の戦略からの逸脱を望む勢力に

よる何らかの意義申し立てが求められる。本論では最後に，ボードリヤールとバルトが呈示す

る記号消費社会に対する抵抗の原理を紹介しておきたい。

ボードリヤールは，記号消費社会の肥大化が追いつかなくなるほどの速度で無際限に消費を

加速させる抵抗の仕方を提案する。「権力を揺るがすのは，消費をおさえることによってでは

なくて，むしろ，消費を極端にまで押し進めることによってではないか……メディアを通じて

消費というものを，まさに見世物的に極限まで押し進める。そのほうが権力を動揺させること

ができるのではないか」（ボードリヤール・吉本 1995 : 79）。財産を消尽するまで「狂乱的

に」徹底される顕示的消費は，消費者としての普遍的地位を放棄することと引き換えに消費シ

ステムの瓦解をもたらす反乱の実践，つまり「経済原則」（貨幣との等価交換の取引）を無視

する「死」の「象徴交換」（Baudrillard 1976）なのである。

一方で，映画，広告，写真，音楽，ファッション，漫画までにいたる，あらゆる共示的記号

を支配階級の利害（大衆側のパロールの統合）を成就するための「神話」と位置づけるバルト

は，すでに有る記号が起点を成す，「人工的で偽り」（Barthes 1957＝1967 : 171）の二次的

意味作用の体系であるそれら（第一の神話）を，三次的意味作用の体系（第二の神話）へ任意

に転換させる抵抗原理について論考する。

第二の神話とは，第一の神話（表示的記号から成る記号表現と支配階級側のイデオロギー的

なコノテーションの体系）をさらに別の記号表現に変形させ，これに支配秩序の動揺や刷新を

志向する市民側のコノテーションを対応づけることで創出される対抗文化である。神話を逆に

抵抗の手段に「書き換える」ためには，「神話自体を第三の意味的連環の出発点とし，神話の

意味作用を第二の神話の第一要素とすれば，十分である」（Barthes 1957＝1967 : 178）。

またバルトは，第二の神話を創出するためには「眺められた素朴さとして一次的神話を基礎

づけることである」（Barthes 1957＝1967 : 179）と言う。つまり，第一の神話をそれに対す
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る抵抗勢力として第三者的に俯瞰する「まなざし」が求められるということである。

神話の対象を消費される物に限定すれば，市民はいったん購買層から自律した視座に立った

上で，実存への危機意識に基づいて環境保護，多文化主義，反グローバリズムといった対抗的

意味をモード（若者向けの服飾やポピュラー音楽など）に付与することによって，それらを自

分たちにとって有利な「人工的神話」に仕立てあげるのである。パノプリの二次的神話化は，

あるいは負の「媒介された経験（mediated experience）」（Giddens 1991）－遠く隔たった地

域で生じた環境破壊や金融危機の及ぼす局地的惨禍が，それらリスクのグローバル化によって

我々の日常生活空間にまで侵犯してくること－に対する覚醒を促す契機となるかもしれない。
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