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の作業は、概念史の構築を軸とする。そ
のためのドキュメンテイションは大きく
三つの位相に分かれる。
　第一に、辞書、辞典の記述。第二に、
新聞記事や雑誌記事、小説、詩、エッセ
イ、戯曲、映画などからの使用例。第三
に、当のことばを語る言説（たとえば、「い
かす」をテーマとする論考、すなわち、「い
かす」論など）。これらを織りあわせれば、
生きられたことばの歴史が見えてくる。
　なぜ、「いかす」なのか。それは第一
に、論者自身の研究の内的な動機に基づ
いている。論者はこれまで、先に述べた
方法論上の前提に基づき、「かっこいい」
という感性を論究してきた3。1960年前
後に発生、流行した「かっこいい」は当
時、ポスト「いかす」という位置づけで
しばしば言及される。
　両者は似て非なることばでもある。両
者の比較を通して、より包括的な、概念
史に基づく感性的カテゴリー論を編むこ
とを企図している。

「いかす」の美学
──異化した世界を、同化する

特別論文

はじめに

　本論文は、「いかす（イカス、イカす）」
1という感性の内実の一端を明らかにす
る。いわゆる感性的カテゴリー論の一環
にある。その方法は、感じられたも

・

の
・

を
述語づける（カテゴレイン）ことばの分
析を旨とする2。
　というのも、感性はことばを超えては
たらくが、たほうで、ことばによって制
御されてもいるからである。さらに、あ
ることばのありようが、ある歴史情況に
根ざし、ひいては、あるイデオロギーに
棹さしている。とすれば、一見自由な感
性の行使もまた、当の歴史、ひいては、
イデオロギーの刻印を免れえない。
　そうした図式を、本論文はふまえる。
すなわち、「いかす」ということばのあ
りようを、それをとりまく歴史情況をふ
くめて解析することを通して、「いかす」
という感性の特質を見きわめたい。実質
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　そうした研究史上の前提とかかわるし
かたで、本論文では、「いかす」を「感
じることば」であると位置づける。感じ
ることばは、拙論「「かっこいい」は、カッ
クイイ――「流行語の流行」と、感じる
ことばの生成」（2021年）4において、「かっ
こいい」を一つのモデルにして提示した
概念である。
　感じることばとは、一言で言えば、こ
とさらに感じることを誘うことばであ
る。その作用は、二つのレヴェルでの感
じる傾向となってあらわれる。
　一つには、ことばを感じる傾向、であ
る。たとえば、「かっこいい」というこ
とばの流行時には、ことばを使うにさい
して、「かっこいい（カックイイ）」とい
う発音をきこうとする（新語、流行語、
オノマトペにしばしば見られる傾向であ
る）。その傾向は、指示作用の再帰性と
いうしかたで定式化しうる。
　たとえば、「かっこいい」ということ
ばは、かっこいい5、というしかたで。
この傾向は、パフォーマテヴィティ 6を
増幅し、「かっこいい」を発することが、
かっこいいということにいたる。
　二つには、ことばを通して感じる傾向、
である。たとえば「かっこいい」は、あ
るものを、そのものの感じられる性質に
おいて述語づける。このばあい、述語づ
けにさいして、理知的な根拠づけは要ら
ない。
　したがって総じて、かっこいいと発す
れば、かっこいいものを措定することが

できる。ひいては、発話者自身がかっこ
よくなりもする。かっこいい文化を担う
かっこいいコミュニティに属し、かっこ
いい世界を生きることができる。本論文
以下でくわしく見るが、「いかす」もまた、
そうした特質を備えている。
　「いかす」は、いわば「与太者」のコ
ミュニティに出自を持つスラングで、発
生時期は不明だが、すくなくとも1958年
から60年代なかばまで、若者、子どもを
中心に流行する。統語論上、「いく」の
ヴァリアントであるとみなされる傾向が
あり、「いかせる」、「いかれる」、「いける」
などと通じることになる。
　流行のきっかけでもあった映画俳優の
石原裕次郎（1934－1987年）を当時の外
延の典型とし、あるパーソナリティや装
い、おもちゃや食べもの、景色やムード
などを、もっぱら肯定的に述語づけた。
　「いかす」があ

・

る
・

感性をつかさどるの
は、いかすものが、感覚、イマジネイ
ションをたぶんに発動させるからだ。た
とえば、いかす石原裕次郎は、遠くに居
て近くにも居るというアンビヴァレンス
によってファンを翻弄し、魅了した。
　「いかす」と感じることは、日常から
非日常へ、あるいは凡庸から卓越へと、
いかすものに「いかされ」つつ「いく」
という他者化の経験である。それは、世
界が開ける経験でもある。
　しかし同時に、そうした越境がまた、
「いかす」コミュニティの内在性に回収
されもする。「いかす」という価値それ
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自体の妥当性は、当の価値が説明的でな
い以上、「いかす」の発話を含むコミュ
ニケイションの存在によって支えられる
からである。
　その結果、やはり「かっこいい」のば
あいと同じく、「いかす」ということばは、
いかすことばである7、という命題に行
きあたる。すなわち、「いかす」と言う
ことはいかす、というパフォーマティ
ヴィティが機能する。
　「いかす」コミュニティの住人はなか
ば無意識に、自己承認を求めて「いかす」
と感じがちになっていく。「いかす」も
また、ものを、その感じられる性質にお
いて述語づけ、いかす文化と呼ぶべき領
域とともに流通する。
　本論文はさらに、「いかす」と同時期
に人口に膾炙していた、「グッと（くる）」、
「しびれる」、「絶頂」、「最高（最低）」、「ズ
バリ」、「ぴ（っ）たり」、「ばっちり」と
いうことばを分析し、「いかす」との親
近性をあぶり出す。
　そうした同時代の流行語の特性を束ね
るしかたで、「いかす」が感じることば
の一つのモデルとなっていたとを示すこ
とも、本論文のもくろみの内である。

◆「いかす」の体現者である石
原裕次郎

　1960年前後の日本では、「流行語の流
行」と言うべき現象が起こっていた8。
1940年代からはラジオ、1950年代末には

テレヴィが普及し、子ども、若者を中心
に、「申しわけない（モーシャケナイ）」、
「まあネ」、「かもネ」、「ガチョン」、「ス
イスイ」、「チョンパ」、「お呼びでない」
などの「テレビ語」、「芸能珍語」が蔓延
する。
　それは、戦後に、外来語化、カタカナ
化をもともないつつ、「書き言葉」から「話
し言葉」へと日本語の使用のウェイトが
移っていったことと無縁ではない。すな
わち、そうした流行語の使用は、発音と
リズム、ときに身ぶりと一体となった発
話行為9まるごとの遂行であったからだ。

　「イカス」感じや「イヤーな感じ」。要
するに“感じ”で流行語が簡単に作られ、
簡単に消えてゆく。
　「日本の文化この百年＝流行語　「ハイカラ」

（明治）　「文化」（大正）　世相・人情をみごとに

キャッチ　いまはズバリと感覚的に」

『毎日新聞』1962年11月19日　

東京朝刊　10頁　１段目　朝刊

　こう当時の新聞記事が報告する通り、
流行語が表す「感じ」と、発話されたさ
いの「感じ」こそが重視された。そのと
きことばはそれ自体、理解するべきもの
ではなく、感じるべきものであった。

中 原：イカす、という言葉が出たの
が、裕次郎が出たときですから、昭和
三十一、二年ですね。

コ シノ：そうすると、カッコいい、は、
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そのあとね。
長沢節、コシノ･ジュンコ、中原弓彦

「座談会　映画の中の ｢カッコいい｣ お話」

『映画ストーリー』12巻６号（通号142号）

雄鶏社　1963年　p.59

　特定のテレヴィ番組から生まれたと
はっきりわかる流行語が多数あったな
か、「いかす」も「かっこいい」も、そ
の出自は不明である。ただ、「かっこいい」
とはちがって「いかす」には、その流行
に明確な動因があった。先の記事にも名
が挙がっている、石原裕次郎の存在であ
る10。
　「イカす、という言葉が出たのが」、石
原が銀幕で活躍しはじめた1956、７年（昭
和三十一、二年）であるという先の中原
の指摘は、口語での使用も含めれば、お
そらく妥当である。というのも、「いかす」
の文献上の初出は不明であるが、すくな
くとも「いかす」をタイトルに含む文献
が出てくるのが、1958年である。

　ゲタがクツに勝つ――といえば“銀座
野郎”に大もてなのが“裕ちゃんゾウリ”
だ。
　――（中略）――ゴム製で軽いから
熱い砂の上を歩いても海水にぬれても
OK、これにイチはやく目をつけたのが
逗子、葉山の太陽ボーイたち。ヨット・
ハーバーなどで用いていたものだが、彼
らのホープ石原裕次郎が銀幕に進出する
におよんでゴムゾウリも銀座街頭に進

出、ロケの時などこれでペタペタと歩き
まわる裕ちゃんのスタイルがすっかり若
者の心をとらえたらしい。

「これはイカすヒザ小僧スタイル」

『娯楽よみうり』第４巻第30号（1958年７月25日

号）　読売新聞社　p.47

　以降、「いかす」をタイトルやテーマ
に含む1960年前後の文献の大半が、石原
自身が書いたものをはじめ、石原への取
材記事など、なんらかのかたちで石原と
かかわることになる。

　あの『陽のあたる坂道』は、裕ちゃん
もそうだし、ぼくも大好きなデビュー映
画だった。
　あの映画のなかの、裕ちゃんのせりふ
に「――てきとうに親切で、てきとうに
意地悪で、てきとうに泣き虫で・・・・」
というようなことばがあった。その、す
べてのてきとうさを持ったのが、つまり、
ぼくらにいわせれば、イカス人間である。
　裕ちゃんはその代表選手みたいなもの
だ。『乳母車』もよかったがぼくは、『嵐
を呼ぶ男』で裕ちゃんがドラムをたたい
たところが、だんぜんイカした場面だっ
たと思う。
　ぼく自身については、やっぱり、『陽
のあたる坂道』のジャズをうたう場面
が、イカス場面だったと思うけど、どう
かなァ。
川地民夫（かわじ・たみお）「イカス仲だよ裕ちゃ

んとぼく」『女学生の友』第９巻第７号（1958年
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10月号）　小学館　1958年　p.151

　「裕ちゃん」こと石原裕次郎は、その
装い、体つき、歩きかた、話しかた、た
たずまいのすべてにおいて、川地のこと
ばを借りれば、「イカス人間」の「代表
選手」、いわば、「いかす」の体現者であっ
た。
　石原の特長は、たとえば「色男」、「女
性的な男」、「美男子」11、「ハンサム」12、「二
枚目」13と形容されるそれまでの映画ス
ターや舞台俳優の典型と一線を画してい
たことである。つまり、石原のたたずま
いは、スクリーン上で、メディア上で、
ある異化14を孕んでいた。
　石原の後輩俳優であり、幼なじみでも
あった川地はたしかに、「すべてのてき
とうさ」という質を語ることで、石原の
魅力の基盤を看破していると言える15。

◆アンビヴァレンスである「て
きとうさ」

　ただし、「てきとうさ」とは、それが
異化をもたらす以上、ほどほどである、
というよりは、ある種のアンビヴァレン
スであった。そのことを、当時の「スー
パーティーン」たちの「ユー画」熱を伝
える記事は描写する。

　“だからヨー、おめがヨー”といった
調子でグッとのしかかり、長い足をいっ
そう長く見せる細めのズボンにポケッ

ト・ハンドでのし歩く画面の裕次郎は、
錦之助などくらべものにならないくら
い、生々しく暴力的である。ところが、
その暴力さが十代という“爆発物”にぴっ
たりきながら、どこかに節度を感じさせ
る落ちつきをもっている。ちょうど「風
速四十米」のロケ場所、東京平河町の工
事現場に、裕次郎がゆかたがけで自動車
を乗りつけてきた。腕まくりしながら車
から出てきた裕次郎は、ロケに参加する
技術の人たちにもあいさつがてら、何気
なく話しかけている。こんなところに“節
度をもった暴力”みたいなものが強くか
ぎつけられた。
　裕次郎は人気俳優には違いないけれ
ど、ファンに対してこびようともしない
し、十代のファンが多いことも意識して
いない。自分のできる限界内で自分なり
に思う存分やっているだけらしい。―
―（中略）――とにかく、当の裕次郎が
どうであろうと、わがハイ・ティーンた
ちが　こういうスーパー・スターにひと
つの理想像を発見したことはまちがいな
い。いわば、十代の悪徳や不安をのり越
えた十代の姿を、ハイ・ティーンたちは
ユー画を楽しみながら受けとっているの
だろう。世の母親たちは美空ひばりや中
村錦之助などの人気スターには苦い顔を
しても、裕次郎には「たのもしい。きっ
とああいう子は親孝行よ」という感想を
述べている。この母親たちの感想は十代
の不安をのりこえた、まさにスーパーの
姿を裕次郎からうけとったからではない
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だろうか。
　この夏、封切られたユー画の一つ「素
晴しき男性」をみたハイ・ティーンたち
は「だんぜん、スマートね」とため息ま
じり。この映画に出てきた裕次郎のスタ
イル――白いベレーに白いズボン、横じ
まのシャツ――がさっそく十代の男子の
間に流行を生んだように。そして、「ユー
ちゃんのよさは、ふだんそこいら辺を歩
いていて、そのままカメラにうつっちゃ
うみたいなところ。それでいて、スクリー
ンから客席へいまにもふみ出しそうな熱
意があるのネ」と一席、ユーちゃん論を
ぶって楽しそうに映画館を出ていった。
毎日新聞学芸部『スーパーティーン――十代の

行動』隆文館　1958年　pp.34－36

　暴力的で落ち着いている。素朴で世慣
れしている。カジュアルでゴージャス。
気さくでこびない。まじめで不まじめ。
冷めていて熱い。しかも、こうしたアン
ビヴァレンスが、かならずしもスクリー
ンやステージのオン・オフの区切りに
沿っているわけではない。
　石原裕次郎という芸名であり本名でも
あるパーソナリティはまさに「スクリー
ンから客席へいまにもふみ出しそうな」
しかたで、演技と自然、虚構と現実とい
う二分法をも脱構築する。それは同時に、
それまでになかったいわば生きかた（ス
タイル）の次元を切り開くことでもあっ
た。
　そうしたパーソナリティを文字どおり

体現するのが、「長い足をいっそう長く
見せる細めのズボンにポケット・ハンド
でのし歩く」と描写される石原の体と運
動である。それを佐藤忠男は、より丹念
になぞるように分析する。

　石原裕次郎はどうだろうか。これはま
るで号令などという野暮なものはかけら
れたことがないみたいな感じである。
　真正面から相手を見つめず、ちょっと
背中を丸めるような具合にして、たえず
肩をすくめたり、体をふらふらゆすった
りしながら、時々ちらちら上目づかいに
視線をやって、ぶつぶつ呟くようにセリ
フを言う。同世代のジェームズ・ディー
ンの懐かしいポーズだったが、裕次郎の
身振りにもいくらか共通した面があるよ
うだ。
　猫背、というほどのことはないが、時
たまぐっと顎を引くような具合にして、
バスケットボールの選手が一ときも体を
静止させないのと同じように、長い足を
たえずぶらぶらさせ、従って体全体を相
手に真正面に向けず、斜めになったり横
を向いたりして、途切れ途切れにセリフ
を言う。
　――（中略）――
　ところで、直立不動の佐田啓二なんか
が責任感過剰のタイプであるとすると、
やたらに体くねらせて「だからよお、お
らよう」と横を向いたり背中を見せたり
する、戦後世代のジェームズ・ディーン
や石原裕次郎や川口浩のポーズは、責任
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感過剰の逆、つまり無責任な勝手気儘を
現すものなのだろうか。一見そうも思わ
れる。が、しかし、考えてみると必ずし
もそうとばかりは言えないようだ。無責
任というより、これはむしろ、責任の体
系や序列の中になかなか組み込んでもら
えない連中の、大きな図体をもてあまし
ている恰好でこそあるのではなかろうか。

佐藤忠男『少年の理想主義』明治図書出版　

1964年　pp.12－14

　石原の体の一つの特性は、その「長い
足」を含む「大きな図体」である16。そ
こから繰りだされる身ぶりが、運動のダ
イナミズムを増幅する。「ふらふら」、「ち
らちら」、「ぶつぶつ」、「ぶらぶら」。セ
リフまわしにまで浸透する「体のこなし
方」を佐藤は、「責任感過剰」でないか
らといって「無責任」とも言えないとす
る。
　佐藤もまたここで、いわばアンビヴァ
レンスを内包する意味での「てきとうさ」
を語っている。こっちだと思えばあっち
という風に、たえず焦点化を避けてゆれ
動く「身振り」によって、石原はその身
体に「てきとうさ」を纏うにいたる。

◆「いかす」と言うことと、言
われること

　そうした石原のありかたが、「いかす」
の内包の一部をなしていたことはたしか
である。しかし、あくまで「いかす」と

いうことばの側から見返すならば、注意
すべき点が浮上する。それは、石原が、
いかすものでありながら、同時にたえず、
いかすものを見いだすものでもある、と
いうことだ。

　“東京のオッカサン”これが水の江さ
んだ。
　兄貴の小説「太陽の季節」の芥川賞パー
ティーが神田の如水会館で開かれたと
き、初めて水の江さんにお会いした。こ
の初対面がボクの運命をこんなに変えよ
うとは……。
　「一切をアッチ（水の江さんは“自分”
のことをこういう）に任せといて！」
　とポンと胸をたたいたときには、この
世にこんなにイカス女性がいるか……と
びっくりしたほどだ。
石原裕次郎「ごらくサロン：水の江さんはイカス」

『娯楽よみうり』1958年５月２日号

読売新聞社　p.７

　ここで石原は、「この世にこんなにイ
カス女性がいるか……とびっくりした」
のであって、イカスのは“東京のオッカ
サン”こと水の江さんである。また、こ
の記事と同年1958年の映画『風速40米』
では、「女子大生の妹」をイカすと評する。

滝 颯
はやお

夫（石原裕次郎）：おれも驚いたよ。
女子大生の妹なんてイカスからな。

滝 今日子（北原三枝）：あら、あたし…
いかす？
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滝颯夫：グッとね。妹でよかったよ。
（17分24秒）
滝 颯夫：どこ遊びに行こうかな。こんな
とこ歩いてたんじゃアベックみたいで
イカさねえからな。

（27分45秒）
蔵原惟

これ

繕
よし

監督『風速40米』日活　1958年

　こうして映画で、雑誌記事で、石原は、
「いかす」と言われるのと同じくらい、
あるいはそれ以上に「いかす」と発する
17。つまり石原は、「いかす」の発信者
でもあった。たとえばつぎの記事では、
「コペンハーゲン－オスロ－パリと二週
間にわたる大ロケーションを敢行」中の
石原裕次郎に、浅丘ルリ子が電話をする。

ル リ子：もしもし、裕ちゃん、きこえる？　
私、ルリ子よ、ルリ子・・・・
裕 次郎：ええ、誰？・・・・ルリちゃん！　
こっちはゴキゲンだよ！
ル リ子：何がゴキゲンなのよ、いきな
り・・・・
裕 次郎：とにかくすべてがイカシてるん
だよ。
ル リ子：途中、どうだった。北極回りで
行ったんでしょう。
裕 次郎：なにしろ、すばらしい景色なん
だよ。アンカレージというところで一
たんおりたんだけど、いちめん真白な
銀世界で、空気が、またステキなんだ。
16ミリでバリバリとったから帰ったら
見せてあげるよ！

――（中略）――
ル リ子：公園？　日比谷のような？
裕 次郎：せまい。せまい。ここの公園は
ネ。大噴水と彫刻と緑なんだ。さっき
も海岸沿いのフリート街ってところを
通ったんだけど、噴水のそばではみん
なヒルネをしてるんだぜ。それがぜん
ぜんイカす女の子たち。北欧美人に微
笑まれると、グッとくるよ。

石原裕次郎　浅丘ルリ子

「国際電話対談　ぐッとイカス！　ヨーロッパ」

『平凡』第15巻第10号

平凡社　1959年　pp.261－262

　「景色」、「空気」、「公園」、「噴水」、「北
欧美人」の「女の子」が「イカス」のは、
それらをイカスと認める石原自身がイカ
スからである。たほうで石原がイカスの
は、（個々には「すばらしい」、「ステキ」
とも称しうる）見て感じる「すべて」に
対してイカスという形容を適用するから
である。
　いかす者は「いかす」と発しつつ、い
かすものを見出していく。逆に、「いか
す」と発しつつ、いかすものを見出して
いく者は、そのことによってこそ、いか
す。つまり、石原がいかすとき、石原に
端を発するしかたで石原の周囲に、いか
すものがはりめぐらされていき、いかす
世界が開けていく。
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◆いかす世界、いかすコミュニ
ケイション

　そうして開ける、いかす世界の範囲は、
いかすコミュニケイションがひろがる範
囲でもある。1962年の『若人』の記事は、
「新語がさかんに誕生している」戦後の
状況に鑑みつつ、言う。

　「ギョッ」などの感嘆詞はその嚆矢と
もいうべきだが、最近にいたるまでの新
語のうち、もっともクローズアップされ、
もっともポピュラーなものが「イカス」
ということばであろう。
　「あのこ、イカスじゃあねえか」
　「ゼンゼンあの人の声イカスんだから」
　といった調子のものである。
　よくよく考えてみるとこの「イカス」
なる言葉の意味はなかなかつかめない。
　「素晴らしい」「魅力的だ」などという
意味なのだろうが、こう説明してしまう
と、なにか味もそっ気もない。いわゆる
感覚的にピッタリとこないのだ。それだ
けの独特のニュアンスをこの言葉はもっ
ている。
　「イカスじゃあないか」の言葉は、街
のあんちゃんから誰でもがつかい、そし
てこれをはやらせたのは、坂本九ちゃん
やジェリー藤尾とかいった庶民的な匂い
のする人々だ。
　以前の新語が、写楽やら漱石などのえ
らい人間に源を発しているとすれば、戦
後の新語は大衆の中から生まれたという

ことになるといえば、こじつけだろうか。
　いずれにしても「イカス」ということ
ばは、イカス言葉だ。誰でもが気軽に使
える。そこには体でかんじる意味がある。
下品なことばだ、などと眉をしかめる人
もあるが、その人たちだってこの流行に
はさからえない。
　――（中略）――
　しかしこの新語も所詮は流行語であ
る。時代に、合っているときはそれでい
いが、結局は消えて行くものだ。イカス
言葉がイカさなくなったとき、どんな言
葉がはやっているだろうか。
「“いかす”ということば」『若人』第８巻第３号

「特集　いかせハイティーン」

学燈社　1962年　p.23

　「「イカス」ということばは、イカス言
葉だ」は、トートロジーではない。それは、
「いかす」の内包と、発音も含めた発話
の様相とが相互浸透するという構造を示
している。「かっこいい」とも同様に18、
ここにはことばのパフォーマティヴな機
能が介在している。
　「いかす」は、それが発されることの
なかで、その「感覚的にピッタリと」く
る「体でかんじる意味」を満たすにいた
る。「いかす」ということばの音をきく
ことがことばの意味を充実させることで
あるゆえに、ことばを発することがこと
ばの意味を充実させることであることに
なる。
　したがって、「いかす」と言

・

う
・

ことも
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また、いかすことであることになる。い
かすと言うたびごとにいかすことができ
るゆえに、いかしたい者は、ことさらに
「いかす」と言いがちになる。こうして、
発話のパフォーマティヴな側面がきわだ
ち、そのことが同時に、いかす世界を拡
張、維持していく原動力ともなる。
　そのときパフォーマティヴィティを支
えるのが、当のことばを流通させるコ
ミュニティである。それが、「街のあん
ちゃんから誰でも」、「庶民的な匂いのす
る人々」だと、先の記事は指摘する。
　そのじつ「いかす」は、石原の発明し
たことばというわけではない。それはむ
しろ、石原が属していた港町、あるいは
「ハマっ子」のコミュニティに根ざして
いる。「与太者言葉」19といういわばス
ラングの一つでもあり20、たとえば、浅
草のきっぷのよい売春婦は「イカスのカ
ズちゃん」21などと呼ばれていた。
　たとえば早川元二は、当時の「与太者
の言葉づかいと、子どもたちの言葉づか
いとの共通性」を指摘する。すなわち、「断
続的でキレキレに言葉が連ねられる」、
「会話の中にすぐ闘争的な感情が入り込
む」という二つの傾向において両者は結
びついている、と言う22。

◆「いかす」は、いかせる

　「いかす」が、そうして「与太者」の
スラングというポジションをもつことは

おそらく、その語源ともかかわっている。

　女をイカす――。
　この言葉自体が、かなり不良性を持っ
ている。
　まずイカすというのは、いったいどう
いうことなのだろう――。一寸参らす―
―とでもいうのか……。
　魅力も、どこか崩れて、セクシーな、
それで若々しさを伴う、このイカすとい
う言葉！
　だからこの女をイカす男にも、多分に
現代人としてのやくざっぽさがなくては
いけない。

園田てる子『女性欲望論』

（：「女をイカす男のしぐさ」）

小壺天書房　1959年　pp.68－71

　「不良性」と「やくざっぽさ」が、「与
太者言葉」たる「イカす」の出自、ある
いは棲息領域を特徴づけている。くわえ
て注目したいのは、園田が「イカす」を、
目的語をともなう動詞にして用いている
ことである。男が「イカす」ことは、男
が女を「イカす」ことであり、男が女を
「イカせる」ことである。
　すなわち、「イカす」を、「いか・せる」
という「いく」の使役のかたちでとらえ
ている。ただし、こうした「いかす」の
統語論上のとらえかたは、園田独自のも
のではない。
　「いかす」は、すでに述べたように
1958年前後に流行したが、1960年代後半
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には勢いがなくなり、1970年代には流行
は終息する。そのうえで、主要な国語辞
典、辞書には、1980年代以降に採録され
はじめる23。注23に挙げたすべての辞典
は「いかす」を、サ行五段活用、あるい
は四段活用の動詞であるとする。
　また、「「行かす」から」24、「「行く」
の使役形から」25、「「行く」に使役の助
動詞「す」の付いた「行かす」から」26

という風に、大半の辞典は、その語源を
「行く」の使役表現であると付記する。
　くわえて、『日本語源広辞典　増補版』
（2012年）は、「生かす・活かす」の語源
を、「生クを他動詞に活用させた語」と
しつつ、同項目に「俗語の用法で、なか
なかよい、魅力的だ、の意味のイカスも
同源」であるとする。
　そのうえでしかし、ほとんどの辞典は、
「いかす」の意味をおおむね、「魅力があ
る」、「よい」というしかたで形容詞風に
表現している。そのなかで、『講談社カ
ラー版　日本語大辞典（第二版）』（1995
年）の「このましいと思

・

わ
・

せ
・

る
・

」（傍点
は春木）、『日本国語大辞典（第二版）』
（2000年）の「相当なものである、なか
なかいいと思

・

わ
・

せ
・

る
・

」（傍点は春木）は、
使役表現を用いている。
　これはおそらく、偶然ではない。すな
わち、「いかす」ということばがその語
源において持っている、使役表現、はた
らきかける様態、いわば行為性を掘りお
こしていると言えるであろう。
　「いかす」ものは、だれかを「いかせる」

ものであり、だれかが「いく」ようにし
むける。逆から言えば、なにかを「いか
す」と感じる者は、当の「いかす」もの
に「いかされている」者であり、「いく」
ようにしむけられているものである、と
いうことだ。

◆いくことと、サスペンス

　そのうえで、「いかす／いかせる」の
いわば原形である「いく」とは端的に、
どういうことか。園田の「女をイカす」
という表現が連想させるように、「いく」
は、「女性が性交してオルガスムスに達
する」27と『日本俗語大辞典』が説明す
る内容を隠し持っている。
　それに対応するしかたで、「いかせる」
は、「性交してオルガスムスに達するよ
うにする」28という、性交の相手の積極
的な行為と位置づけられる。ただし大事
なのは、「いかす」もののはたらきかけは、
たぶんにイマジネイションを介して作用
するということだ。園田は、「イカす男」
を具体的に描き出す。

　男の服装で、女がイカされるところは、
適度に渋く、そのくせどこか一カ所二カ
所、ぱっとキザなところを作っておく。
　所持品などでは、靴べらや、煙草ケー
スなど凝ったものを持つのもよい。
　女に対する態度にしても、あまりオー
ルベタモーション的なものはいけない。
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　適度に誉めて、あとは幾分冷淡に見せ
る位の態度がよい。よく紳士のエチケッ
トとして、女と連れの場合は、他の女を
見てはいけないということを言ってい
る。しかし、そんな心にもないこと――
（本当に見たくない場合はそれでもよい
が……）をしなくてもよい。
　センスのある女がいたと思ったら、そ
の女を見たらよいのだ。連れの女の方で
は刺激される。
　（あら、私より、あの人の方が素敵だわ、
でも、大丈夫かしら？……）
　と、警戒めいた思いは、かえって、安
心感の飽和状態を突破らせる。
　それでいて、たとえば映画館に入った
ときなど、人目のないのを見てとったら、
すばやくネッキングをする位のことはし
ておいた方がよい。
　イカすは、マス・コミの生んだ言葉で
あるから、やはり、機敏性を持っていな
くてはならない。
　優しくしておいて、次に突っぱなす。
突っぱなしたかと思うと、ぐっと抱きし
める。
　こうすることで、女心は、刺激され、
不安定な心の状態の中で爪先立つ。
　――（中略）――
　女は、悪意や、ランデブーにおいて、
セックスそのものより、ムードをたのし
むというところが多い。そのため、恋い
こがれさせられるほど、身を焼いてくる。
多分に女にはマゾ的なものがあり、その
マゾ的な気分を上手く操れる男にイカサ

レテ、ひきまわされるのだ。
　「あの人も、もう一寸欝りがあって、
私をじらせてくれるととてもいいんだけ
ど――」
　結論として、イカす男は、善良なる亭
主族ということと、まったく逆な存在の
男の側にあるのだから。つまり情夫、品
よく言ってアマンといったような立場の
男に――。

園田てる子「女をイカす男のしぐさ」

『女性欲望論』

小壺天書房　1959年　pp.68－74

　園田による「イカす」ことの具体的な
描写は、「適度さ」を強調しているとい
う点で、石原裕次郎の「すべてのてきと
うさ」とも通じるだろう。焦点化を回避
する石原の「てきとうさ」もまた、二極
のあいだを揺れ動き、サスペンスの作用
によって、だれかを「いかす」ことにな
ると言えるからだ。

◆「いき」とイメージ

　そうした「いかす」身ぶりは、九鬼周
造が語った「いき」29が内包する「媚態」
30にも重なる。九鬼は「いき」の「内包
的見地」における「第一の徴表」を「異
性に対する「媚

﹅

態
﹅

」」であるとしたうえで、
媚態を「一元的の自己が自己に対して異
性を措定し、自己と異性の間に可能的関
係を構成する二元的態度である」と定義
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する。
　そのうえで「媚態の要」は、「距離を
出来得る限り接近せしめつつ、距離の差
が極限に達せざる」31ことであり、「そ
の完全なる形においては、異性間の二元
的動的可能性が可能性のままに絶対化さ
れたものでなければならない」32。
　「媚態」の極意はいわば、つかず離れ
ずの「すれずれ」33を目指すことであり、
「「いき」のうちに見られる「なまめかし
さ」「つやっぽさ」「色気」などは、すべ
てこの二元的可能性を基礎とする緊張に
ほかならない」34とする。
　こうして、「媚態」の成立条件にまつ
わるしかたで九鬼がしきりに語るキー
ワードは、「可能性」である。たほうで、
可能性の領域を確保するのは、イマジネ
イションのはたらきである。イマジネイ
ションとは、XはAであ

・

る
・

という現実の
ありかたのうちに、XはAではな

・

い
・

とい
う可能なありかたを、同時に見る力であ
るからだ。
　逆から言えば媚態とは、ことさらにイ
マジネイションをかき立てる在りかたで
あり、媚態を内包する「いき」という感
じかたはそのぶんイマジナティヴだとい
うことになる。その点で、「いかす（い
かせる）」という感じかたもまた、たぶ
んにイマジナティヴである。そのことは、
たとえば園田に即したとき、おもに二つ
の視点から説明しうる。
　一つは、時間の観点から。すでに見た
とおり、「いかす（いかされる、いく）」

は、「オルガスムス」という、いわばピー
ク・ポイントを比喩的にであれ指示して
いる。たほうで園田によれば、「いかす」
と感じることの内実は、その先で「セッ
クス」にいたるであろう「ムード」に浸
ることである。
　つまり「いかす」と感じることにおい
て、「いかす（いく）」というピーク・ポ
イントは、たえずこ

・

こ
・

に
・

な
・

い
・

というしか
たで在る。つまり、先延ばしされるしか
たでイメージとなって与えられ続けてい
るということである。
　もう一つは、空間の観点から。「イカ
す男」が「私」を見る視線を、「他の女（あ
の人）」にも向けられう

・

る
・

視線である（あ
るいは、その逆でもある）という位置づ
けでとらえるからこそ、サスペンスは成
立する。
　「私」は見られていながらにして同時
に、見られていないことによって、視線
の主は「イカす」ことになる。総じて「い
かす」は、いかされつつあるという動態
において、つまり、いかされ（きっ）て
いない、という裏をはらむことによって
こそ、「いかす」となって成立する。「い
かす」と感じることは、イメージにおい
て「いく」経験である。

◆映画という視覚

　そのことは、たとえば石原を映画で見
る者が、石原を「いかす」と感じるとき
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にも言える。石原は、映画を見る者に直
接にはたらきかけているわけではない。
石原は、映画の登場人物のだれかに視線
を投げかけるのであって、映画を見る者
は石原の視線を、その通りにとらえつつ
同時に、「わたし」にも投げかけられう
る視線であるともとらえる。
　こうしたとらえかたは、映画の石原に
固有の構造であるというわけではない。
また、石原の出演する映画（「ユー画」）
に固有の構造であるわけでもない。むし
ろ映画を見ることの内にある構造であ
る。ひいては、舞台を見ること、写真を
見ること、小説を読むことの内にある構
造である。
　映画を見ることは、映画の内を見るこ
とと、映画の外を見ることを同時におこ
なうことであり、いわば二重映しに世界
を見ることをあらかじめ含んでいる。映
画の登場人物の視線の二重性は、映画と
いうメディアの形式がもたらす視覚の二
重性に沿っているわけだ。
　しかしすでに述べた、スクリーンのあ
ちらとこちらをまたぎ越す石原裕次郎と
いうパーソナリティの特性が、そうした
二重性をさらに多重化する。つまり、石
原が演じる映画の登場人物に、俳優であ
る石原裕次郎、さらには、俳優ではない
一「ハマっ子」の石原裕次郎を見る。
　このこともまた、ほかの映画をはじめ、
舞台の登場人物に対しても言えることで
あろう。しかし石原が演じる登場人物は、
ことさらにスクリーンの外に居る石原を

自身に重ねて映し出すからこそ、当の「映
画」は「ユー画」に転じるわけだ。石原
を見る者は、たえず目の前の石原とは別
の石原のすがたを見ようとして、石原を
追いかけていくことになる。
　いずれにせよ「ユー画」を筆頭に、
1950年代後半以降、映画、テレヴィ、雑
誌のグラヴィアといった視覚メディアの
興隆が、イマジナティヴなもののとらえ
かたをひとびとに促しつつ、教えた。そ
の結果ひとびとが獲得したのは、言うな
れば、映画を見るように現実を見る、つ
まり多重映しに世界を見るという見かた
であった。
　とすれば「いかす」は、二つのレヴェ
ルで、文字どおり多感な、視聴覚メディ
ア時代の産物だと言うことができるであ
ろう。すなわち一つは、ことばを感じる
というレヴェルで。ことばの音を聴くと
いう意味でことばを感じることは、ラジ
オ、テレヴィに感化された結果でもあっ
たからだ35。
　二つには、ことばを通して（なにか
を）感じるというレヴェルで。「いかす」
と感じることが、イマジネイションをは
たらかせつつ世界をとらえることを含み
がちであるとすれば、それは映画、テレ
ヴィをはじめとした視覚メディアの形式
に沿っていると言えるからだ36。
　この二つのレヴェルでの感じる傾向
は、同時に起こっていたのではないか。
すなわち、ことばを感じることもまた、
なにかを感じることの一様相であるとい
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うしかたで。とすれば、ひとびとは端的
に多感になっていた、とも言える。こと
ばを感じがちになること自体が、むしろ、
もの（世界）を感じがちになることの一
つのヴァリアントだということだ。

◆「まるのまま」とらえる

　「いかす」とともに多感になるひとび
とが求めるのは、まさに「イメージ」で
あったということを、羽仁進は示唆する。

　たとえば「イカす」という、戦後の日
本の流行語の中でも、独自な地位を占め
る言葉にしても同じことだ。美的判断で
もあるが、倫理的な判断でもあり、しか
も従来のあらゆる判断とはちがってい
る。一種の正しさ、美しさ、善さではあ
るが、それがあまりに従来の正しさ美し
さ善さとはちがうので、表現に苦しむの
だ。これは単なる表現の新しさだけでは
ない。優等生にはできないこと、悪い子
どものはたす善さ、ととのわない顔、そ
の奇妙な美しさ、荒唐無けいな話、それ
が子どもだけに働きかけたときの本当
さ、これは言葉でいいあらわすのはむず
かしい。
　何が「イカす」のか、いかに「かっこ
う」がいいのか、それを言葉で説明する
のはむずかしい。言葉で分析したのでは
大事なところが死んでしまう。バラバラ
に検討したのではだめなのだ。全体とし

てのかっこうのよさをまるのままでとら
え、イカす秘密の生命力をとらえるには、
綜合的でダイナミックなイメージの力に
たよるほかはない。
　つまり、具体的にならいえるのだ。た
とえば、ほら、あの映画のあそこ。あの
テレビ。あの漫画のあそこ、わかるだろ
う。イカしてるだろう。
　イメージを描きだす力が、言葉にない
わけではない。芸術作品は、読む人の心
の中にイメージをよびおこすのが当然な
のである。
　その原則にもかかわらず、文字による
表現は、テレビ、映画、漫画にたいして
苦戦した。児童文学が、イカす秘密、かっ
こうのよさをしっかりととらえ得た例
は、かなり少ない。ここにも現代の子ど
もたちの問題の一端がのぞいているので
ある。
羽仁進『未来っ子誕生：そのビジョンとプラン』　

講談社　1963年　pp.211－212

　羽仁は、「言葉」は「分析」を、「イメー
ジ」は「綜合」を担うとする。そのうえ
で「かっこうのよさ」、「イカす秘密」が「綜
合的でダイナミックなイメージの力」に
基づくとする。「いかす」ということば
はそれ自体、ことばを捨てイメージに頼
むことの表明となる。ポイントは、分析
を忌避し、「全体」を「まるのまま」と
らえることだ。
　いかすと感じることは、イマジネイ
ションを介して二重写しに、何重写しに
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も世界を見ることだとしても、おり重な
るそれぞれのイメージがそのつど分析的
にとらえられているわけではない。いか
すものは、ただ一つの全体となってとら
えられる。
　だからこそ、いかすものが備える重層
性は、一つのものがになうアンビヴァレ
ンスに転化し、サスペンスをひき起こす
37。イメージの多重性とは、一つの側面
においてさまざまな側面を見るという多
産性であり、一挙にとらえられるあ

・

る
・

豊
かさである。
　羽仁にしたがえば、「かっこいい」も「い
かす」も、ことばから逃れようとするこ
とばである。いわば、世界に対すること
ばの臨界点に立てる墓標だ。ことばはこ
こからは行けない、というしかたでこと
ばの外を指し示す。しかしだからこそ逆
に、それらのことばは、ことばはここま
では行けるという、内

・

側
・

の
・

臨界点をも示
してくれる。
　ことばから逃れようとすることばは、
ことばの内側でなんとかしてことばの外
側を指し示そうとする。そのふるまいか
たこそが、ことばとともに感じるさいの
感じかたを、かたちづくる。
　感じかたのかたちは、ことばの内側に
あるかぎり、まさにことばごとに異なる。
「かっこいい」には「かっこいい」の、「い
かす」には「いかす」の、かたちがある。「い
かす」をよりこまやかに輪郭づけるべく、
「いかす」ということばの行き着く先を、
さらに追っていきたい。

◆いかれる――志向と越境

　八十五になる老母が、朝の食卓で、こ
のごろはやりの『いかす』という言葉の
意味をたずねた。われわれの年輩では
日々の生活で、い

﹅

か
﹅

す
﹅

こともそうないが
子どもたちは安ものの靴や、セーターな
どで随分い

﹅

か
﹅

し
﹅

た
﹅

つもりでいる。
　いき、小いきというような意味だろう
が、語源はかならずしもそこからきてい
ない。寧ろいかれポンチのいかれ。そ
のことによって相手を「いかれさせた、
ボーッとさせた、圧倒した」と言うほど
の言葉の系列だろう。
　いやな言葉だが、考えてみれば、これ
を底の浅い日本文化の所産、敢えてい

﹅

か
﹅

れ
﹅

た
﹅

とまではいわないが、日本の経済社
会そのものズバリである。
　銀座の靴みがき屋の、街頭女性観だが、
まず靴の方から見あげてゆくそうであ
る。上からみると、見紛うばかりのドラ
ウン化粧、カラー化粧の美しい顔だちも、
視線を下に移すほどに、どこかで美の均
衡が失われていることを発見する。その
瞬間、あーとため息をつき、つきのめさ
れてしまうという。
　またこれはラジオで誰かがしゃべって
いたのであるが、足のさきまで一分の隙
も見せない身なりの二人の女性に、これ
は、としばらくみとれているうちに、下
司な会話がきこえてがつかりしたとい
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う。
　恐らく、い

﹅

か
﹅

す
﹅

のはこんな風に、みて
くれの美しさばかりだから、い

﹅

か
﹅

れ
﹅

た
﹅

方
だつてカウンチング、ワン・ツーぐらい
で立ち直れる。こんな安っぽい「いかす」
という言葉などきくに堪えないが、そう
いういやな言葉自身、実はひどくバラン
スの狂った日本の社会環境の所産である
とすれば、大言海からこの語を抹殺する
わけにもゆくまい。
「いかすといかれる」『東邦経済』第30巻第５号

（1960年５月号）　東邦経済社　p.24

　「いかす」と「いかれる」。語呂合わ
せのようにもきこえる38、「言葉の系列」
に基づく連結。しかし、「いかれさせ」
られる、すなわち「いかれる」状態の内
実に鑑みれば、説得力がないわけではな
い。統語論上、「いかれる」は、動詞「い
く」＋助動詞の「れる」から成る。ただ
し、助動詞「れる」の用法には、おおむ
ね二つの解釈がありうる。
　一つは、可能の意味でとる解釈である。
このばあい、「いかれる」の内容は、「い
くことができる」、あるいは「いくこと
ができている」39と言いかえられる。こ
のとき「いく」は、常態、あるいは、平
凡であることから隔たっていることを表
現している。いわば、むこう側へ行く、
常軌を逸しえている、ぶっとんでいるこ
とを、意味する40。
　もう一つ、「れる」の用法解釈で優勢
なのは、受け身ととるものだ41。このば

あいは、いかれることは、いわば先にい
・

か
・

れ
・

る
・

、置いてい
・

か
・

れ
・

る
・

ことであり、非
常事態に陥ることであり、ときに愚鈍で
あるという評価をもたらす。
　ただし先の記事に即して、「いかす」
者が「いかれさせ」ることにより、「い
かれる」者が生じるという相関関係を前
提とするならば、いかれる者もまたいく、
と言える。つまり、いかれる者は、いか
す者に遅れをとりながらも、いかす者を
志向するしかたで、すくなくとも、い

・

こ
・

う
・

とする。
　総じて、いかれる者は、いかす者に、
いっぽうで置いてい

・

か
・

れ
・

、たほうで連れ
てい

・

か
・

れ
・

る42。したがって、「れる」を
可能でとるばあいも、受け身でとるばあ
いも、第一に、「いかれる」が、「いく」
が内包する、ある隔たりを想定させる行
為、あるいは状態を表している。
　第二に、いかれる者といかす者がとも
に、いく。ただし、いかす者は、いかれ
る者に先んじてみずからが「いく」こと
によってこそ、相手を、いくことができ
るようにする。総じて言えば、いかれる
者は、いかす者に翻弄されつつも、いか
す者を目ざし、いかす者になろうとする。
　つまり「いかす」者とは、それとと

・

も
・

に
・

い
・

く
・

べ
・

き
・

者だということだ。こうして、
「いかれる」が内包する隔たりは、いか
れる者からいかす者への、つねに埋めら
れようとする隔たり、というしかたで規
定しうるであろう43。すなわち当の隔た
りは、たんなる空間ではなく、運動と緊
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張とともに生じる。

◆いける――承認と内在

　むろん、「いかれる」との相関関係に
基づく「いかす」の理解は、一つの統語
論上の仮説にすぎない。しかし「いかす」
は、すくなくとも「いく」ということば
の刻印をまぬがれにくい。すでに見たと
おり、「いかす」の語源を「いかせる」
に求める記述は、もろもろの国語辞典に
おいても優勢である。
　たほうでほぼ唯一、「いかす」を、「行く」
の使役表現であるというしかた以外での
説明をしている『日本国語大辞典（第二
版）』は、「「この酒はいける」などの「い
ける」から変化した語か。」とする。
　ここでもまた、統語論上の二つの可能
性を二者択一にとるのではなく、むしろ
両立させることができる。すなわち、「い
かす」は、「いかせる」ことであると同
時に、「いける」44ことでもある、と45。
　ただしここでの「いける」は、超然と
したありかたを示してはいない。「相当
にうまくできる」46という風に、標準か
らはかりうる範囲での卓越性を示す。あ
るいは、「十分やっていける。大丈夫で
ある。」47という風に、標準に達している、
通用する、承認されるという程度の意味
でとることもできる。
　こうして、「いかれる」との相関関係
を見すえつつ、「いける」の慣用的な意

味もかけあわせるならば、「いかす」には、
むこう側へと超えていく越境性と、こち
ら側で通用しているという内在性の両面
が見出されることになる。
　すでに述べたとおり、「いかす」と感
じることは、いかす者のおり重なるイ
メージをまるごと経験することである。
たほうで、「いかす」と感じることが、
感じる者をも、ある焦点へと「いく」と
いう運動に駆りたてる。
　とすれば、「いかす」と感じることの
うちには、もののありう

・

る
・

さまざまな姿
をただ豊かに享受するだけではなく、も
ののあるべ

・

き
・

姿を志向する契機が宿って
いる。端的に言えば、いかすありかたを、
あるべきありかただととらえることが、
「いかす」と感じることのうちに含まれ
ている。
　「いかす」と感じることで、いかす者
の側へと、いかす世界へと越境する。た
ほうでいかす世界とは、「いかす」とい
うことばが通用するコミュニティによっ
て輪郭づけられた世界でもある。いかす
者が、「いける」というしかたで卓越し、
あるいは、通用するのは、あくまで当の
コミュニティ内でのことである。
　したがって、いかす者の越境性は、コ
ミュニティに入らんとすることばの使用
者の、こちらからあちらへというパース
ペクティヴを示している。たほうで、い
かす者の内在性は、すでに、いかすコミュ
ニティの内にいるという、使用者のトポ
スを反映している。
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◆異化して、同化することば

　ここまでの分析を整理しよう。いかす
者は、ゆれ動き、多重のイメージを提供
することによりアンビヴァレンスを備
え、見る者をサスペンドし、翻弄する。
見る者は、イメージのさなかをたゆたう
のみならず、イメージを束ねる焦点へと、
いかす者とともに、いく。「いかす」が
背負う「いく」の刻印は、むこうへと向
かう運動性をかたどっている。
　「いかす」にかぎらず、価値評価を表
すほとんどのことばは、ことばの流通を
支えるコミュニティの内在的な価値の承
認行為と一体であろう。しかし、「いかす」
は「いく」が担う運動性によって、越境
と内在をくりかえすという特性をもつ。
つまり、いかす者は、コミュニティ内に
おいて外への越境を重ねる。
　石原が「いかす」と言われがちである
と同時に、「いかす」と言いがちである
のは、石原自身もまた、いかす他者を志
向しているということだ。こうして、い
かす者のコミュニティ、いかす世界は、
外へと内在しつつ（外へと閉じつつ）強
化されていく。
　先の「いかすといかれる」の記事の趣
旨もまた、そもそも「いかす」の統語論
上の分析ではなく、コミュニティの差別
化にあった。同記事は、「いかす」と「い
かれる」を、統語論上で厳密に連結させ

ていない。両者がともに、「与太者」、あ
るいは「不良仲間」という同種のコミュ
ニティのことばだと十把一からげにして
いるにすぎない。
　その主眼は、「いかす」が「安っぽい」、
「きくに堪えない」、「いやな」ことばで
あり、「いかれた」、すなわち「ひどくバ
ランスの狂った日本の社会環境」に似つ
かわしいと揶揄することにある。そのと
きむろん、記事の著者は、「いかす」コミュ
ニティとは別のコミュニティに、自分が
属しているという意識がある。
　「いかれる」ということばの流通を支
えるコミュニティは、やはり「いかれた」
やつらによって構成されており、「いか
す」も同様だ。あたかも記事は、そう言
いたげである。そのことはしかし、皮肉
に基づいた歪曲だとばかりは、言えない。
　「はじめに」で示したとおり、感じる
ことばを使うことは、パフォーマティヴ
な再帰性をともなう。だから、「いかす」
ということばを使うことは、いかす世界
をつくりだし、同時に、当の世界の一部
である、いかす自分をつくりだす。その
結果、ことばの使用者はことばに似る。
　すでに見たように、いかすものは、感
覚とイマジネイションをたぶんに発動さ
せる。「節度をもった暴力」をふるう石
原裕次郎は、スクリーンのこちら側にも
居て、あちら側にも居るというアンビ
ヴァレンスによってファンを翻弄し、魅
了する。いかすものは、たえず自身を自
身に対して異化し、その一挙手一投足を、
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見る者の目に新鮮に映らせる。
　ゆえに、「いかす」と感じることは、
日常から非日常へ、あるいは、凡庸さか
ら卓越へとむかう。それは同時に、いか
すものに「いかされ」つつ「いく」とい
う、他者化の経験であり、世界が開ける
49経験でもある。
　しかし同時に、そうした越境がまた、
いかすコミュニティの内在性に回収され
もする。「いかす」という価値それ自体
の妥当性は、当の価値が説明的でない以
上、「いかす」の発話を含むコミュニケ
イションの存在によって支えられるから
である。その結果、「いかす」と言うこ
とはいかす、というパフォーマティヴィ
ティが機能する。
　いかすコミュニティの住人はなかば無
意識に、自己承認を求めて「いかす」と
感じがちになっていく。「いかす」を使
うことは、「いかす」と感じることを促
進する。「いかす」と感じることは、「い
かす」を使うことを促進する。「いかす」
は、同化した世界に対しては異化するこ
とばとなり、異化した世界に対しては同
化することばとなる。

◆「ティーン」というコミュニ
ティ

　そうして異化作用とともに形成され
る「いかす」コミュニティは、おのずと
拡張する。その圏域は、「いかす」とい
うことばが源流を汲む「与太者」、ある

いは「不良仲間」、「庶民的な匂いのする
人々」と称される者のコミュニティにと
どまらない。

　“イカす”人はやはり“イカす”言葉
を使うものである。
　いうなれば言葉にセンスがあるという
ことだ。
　ハイティーンは創造力に富み、感覚的
な表現が巧みだから、いつも新しい流
行語をつくり出していく。「ヤーな感じ
……」「いいタッチ……。」
　こうした流行語をうまく使って面白く
話をし、それでいてあまりヒンなくない
人というのがいるものだ。
　――（中略）――こうしたセンスは男
性よりも女性の方にヒラメキがあるよう
で、電車の中で“イカす”会話を続けて
いるハイティーンのほとんどは女子、そ
れも中学高学年か高校生あたりの年ごろ
らしい。

遠藤久雄「いかす十代　10のポイント」

「特集　いかせハイティーン」

『若人』第８巻第３号　学燈社　1962年　p.16

　「与太者言葉」から流行語となった「い
かす」コミュニティの基盤をなすのは「十
代」、すなわち、「ティーン・エイジャー」、
「ロー・ティーン」、「ハイ・ティーン」
50であった。
　ただし「ティーン・エイジャー（ある
いはティーン）」は、たんに年齢層を指
示するわけではない。大和田俊之によれ
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ば、戦後のアメリカで定着した、新しい
人間のありかたのカテゴリーである51。
ティーン・エイジャーは、「おとな」と
も「こども」とも異なる、固有の価値観、
行動様式、消費志向を備えることによっ
て、独立したカテゴリーとなった。
　その特質の一つは、ハイブリディティ
にある。それは典型的には、たとえば
「ロックンロール」の消費形式に見られ
る。白色人種、それも経済的に中流以上
のコミュニティに属する十代が、黒色人
種コミュニティに根ざすものというイ
メージに彩られた音楽をあ

・

え
・

て
・

消費す
る。
　そうした消費行為は、異化を含んでい
る。白色人種のおとなたちは、黒色人種
の音楽を忌避する傾向があったからだ。
ティーン・エイジャーは、自身がおとな
と同じコミュニティに属しつつ、音楽消
費を通じてそこからの逸脱をはかる。そ
の結果、おとなたちと同じだが異なる、
というハイブリディティを備えるにいた
る。
　「ティーン・エイジャー」ということ
ばとともに、その固有の消費文化が日本
にも流入した。「ロックンロールは疫病
のように広まつているし、エルビス・プ
レスリーのレコードは日本の人気歌手の
ものよりもよく売れている」52と、日本
の「「いかす」若者」の情況を、1961年
９月の『サタデー・イブニング・ポスト』
は伝えている。
　じっさい、いかす文化は、すでに論

じきてきた映画のほかに、「西部劇」53、
「ジャズ」54、「ロカビリー」55、「ビート
ルズ」56、「ヒップ（スター）」57といっ
たことばに彩られている。

◆交叉するハイブリデティ

　しかし、日本のティーン・エイジャー
が、たとえば「ロックンロール」の消費
に内在する白色／黒色人種という文化上
のハイブリディティを、そのまま享受し
ていたわけではないであろう。
　「ロックンロール」をはじめアメリカ
のティーン・エイジャーが消費する文化
それ自体は、日本の若者にとっては、「西
洋」、「アメリカ」というイメージでまと
められた文化である。したがってまず
は、日本に居ながらアメリカの文化を享
受するという点が、日本のティーン・エ
イジャーのハイブリディティが成り立つ
基盤となるだろう。
　先の『サタデー・イブニング・ポスト』
の記事は、「「いかす」若者」を、モダン
化、すなわち西洋化の中心に置きつつも、
同時に、その特質が、かならずしも西洋
化一辺倒ではなかったことに、注意をう
ながしている。

　日本は疑いもなく若くなり、モダンに
なり、青年中心になつてきている。だ
が、日本の若者たちの大部分は、東と西
の一番よいところをつき混ぜたような形
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の生活に向かつて前進している。それは
ある程度の物質的豊富を日本人の伝統的
に持っている美と思慮深さと正直な勤労
にたいする忠誠に結びつけたような生活
である。
ジョン・M・グレー「日本の「いかす」若者た

ち――近代性と伝統の結び目――」

『国際情勢資料』第742号（1961年11月４日号）　

内閣調査室・委託編集　内外情勢調査会監修　

1961年　pp.３－12

〔『サタデー・イブニング・ポスト』誌（米）　

1961年９月16日号〕

　「「いかす」若者」が「東と西」、「伝統」
と「モダン」の交差点にいるという見立
てそれ自体が、ハイブリデイティを語っ
ている。
　たしかに、「いかす」の外延は、「ボー
イ・ハント」58、「ベルト」、「ネクタイ」、
「ウエスト・バッグ」59とならんで、「大
鵬さん」60、「お姑さん（島津久子）」61、「さ
むらいスター」62、「おひなまつり」63、
「チョンマゲ」64、「京都」65、「和服（の「腰
の線の”くの字”」）」66、「契約結婚」67と、
和洋折衷、新旧おりまぜ、である。
　それは、すでに見た、石原裕次郎のア
ンビヴァレンスにも通じる。つまり、「い
かす」は、ハイブリディティを備えるこ
とで、コミュニティ外の者（おとな）か
らの承認をも得ていることになる。1960
年９月の『明星』の記事は、「なん人か
のイカス野郎」を紹介しつつ、分析する。
　「気性は明るくて、サッパリ。つまり

男らしい男、女の子がホレちゃうのは当
然」。また、「いかす十代　10のポイント」
を、「明るく、健康的に、そしてルール
を守る、つまり反則を犯さず、スマート
に」、かりに「レジスタンス精神」をも
つにしてもそれは、「知性や教養に支え
られたものでなければならない」と。
　さらに、「青年らしい率直な夢をむき
出しに」、「はじめから横道をとらず、正
面からアタック（攻撃）する、こういっ
た健康的な考え方」が「現代の“イカす”
求愛」70である、などと、あくまで両義
的である。
　たほうで、「いかす」が、「与太者」の
スラングであることに鑑みれば、日本の
ティーン・エイジャーにとっては失われ
た白／黒色人種のハイブリディティが、
別のしかたで構成されていたとみなしう
る。たとえば、「ロックンロール」は、
性交を意味する黒色人種のスラングで
あった。だからこそ、それを白色人種が
使うことによって、越境が起こる。
　「いかす」もまた、それを、むしろ与
太者のコミュニティに属さない者が使う
ことによって、越境が生じ、感じること
ばとなって成立する。その点で、「与太
者言葉として一般化した「イカス」など
の大人の世界の流行語は、やはり子ども
の世界の流行語にもなっていた」71とい
う、すでに見た早川元二の見解は、不十
分である。
　「いかす」の異化作用の本領は、たん
なる「大人」のことばを、「子ども」が
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使うことにあるわけではない。精確には、
「与太者」である「大人」のことばを、「子
ども」が使うことにある。「子ども」は、「い
かす」と発して「与太者」になることに
より、「子ども」から脱しようとするが、
同時に、たんなる「大人」のコミュニティ
からもずれることになる。

◆新しい美学　VS　旧い美学
（道徳）

　「子ども」は、「いかす」と発すること
を通して、無意識にであれ「与太者」ぶ

・

る
・

。むしろそのことによって、こども
でもおとなでもない、「ティーン・エイ
ジャー」たりえる。「大人の世界の流行語」
を使うことによってこそ、おとなからず
れるわけだ。それは同時に、おとなの価
値観を揺さぶることでもあると、野方昴
は「イカス」の美学を論じている。

　イカスかイカサないか
　「美しい」か、あるいは「みにくい」か、
この二つが、ものごとの判断の基礎にな
るのが、青春の特権の一つだといえる。
　そのような尺度をもたざるをえないの
は、あまりにも美徳と欺瞞があふれてい
る、この世間の非論理的ないやらしさへ
の、本能的な対抗であるといえよう。
　たとえば、「イカス」、「イカサヌ」と
いう尺度。
　これは説明し、理論化することに、あ
まり意味はなくて、その青年が「からだ」

でビンと感じるものなのだが、これこそ、
世間通俗の美学――美徳にたいして、青
春のがわが、感覚的にかちとり、到達し
てきた新しい美学なのだ。
　しいていえば「イカス」とは、美しい
ことに関係があり、「イカサヌ」はみに
くさに関係がある。
　しかし、古い考え方における美醜のよ
うに、あるワクにはめこまれた、窮屈な、
静止的な判断の尺度ではない。
　青春ほど「美しい」ことに執着する時
代はないが、この新しい美しさ「イカ
ス」とは、なによりも、生き生きした姿
や、行動や、精神をさししめしているの
であって、型にはまったものをさしてい
るのではない。
　――（中略）――
　「イカス」「イカサヌ」という判断がは
たらくのは、ある瞬間のことにすぎない
が、その瞬間のなかで、直感がピリッと、
すべてを判定するのは、なによりも、そ
の女の子なら女の子の中に、生命感また
は充実感を感ずるか感じないかというこ
とだ。

野方昴『青春の反抗：孤独にたえる哲学』

（第二章　「イカス」という美学――美徳をしめ

殺せ）　三一書房　1961年　pp.40－42

　野方の言う「美学」は、美しいかどう
かによって、ものごとの価値を定める
尺度である。したがって、「イカスとい
うのはあくまで美学だ」72とする野方に
とって「イカス」というもののとらえか
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たは、論理や倫理よりも「感じる」こと
を優先するという態度を含んでいる。
　子どもや若者が感じることを重視する
という見解は、「流行語の流行」にまつ
わる議論にもしばしば見られた73。しか
し、野方の独自性は、「イカス」の美学が、
「非論理的な」ものへの「対抗」である
ととらえている点にある。そこでは、美
学が論理に対立しているのではなく、む
しろ、ある美学が別の美学に対立してい
る。
　「美学」同士の対立の内実は、野方に
即せば、「青春」の美学と「世間通俗の
美学」、あるいは、「新しい美学」と「古
い考え方における」美学の対立である。
しかし「新しい美学」の側からは、「古
い考え方における」美学は、「あるワク
にはめこまれた、窮屈な、静止的な判断
の尺度」74であるように見える。
　それは、旧い美学が、「権力をもつも
のが、もたないものを束縛する道具」75

であるからだ。たとえば「親孝行」。親
の「利己心から出てきている」にもかか
わらず、親はそれ自体を「道徳」化し、「美
徳」とする。論理性を装う美徳はしょせ
ん「欺瞞」であり、「いやらしさ」を孕む。
　ゆえに、ひとたびそれを見ぬけば、「若
い人たちは、「美徳」に、美しさではな
く、みにくさを感ずる」76。逆から言えば、
ある時点での道徳は、その時点で覇権を
持った世代の美学が偽装した姿でしかな
いということだ。

◆欲望のイメージ化

　そうして、新しい美学と旧い美学の対
立は、美学と道徳（美徳）との対立に書
きかえられる。ただし、「古い道徳をぶ
ちこわし、新しい道徳を作ろう」77とい
うわけではない、と野方は釘を刺す。イ
カスとは、「可能性をどんどんはたらか
せてゆく」状態であり、つまりは「自由」
である。それは「個性」がきわ立つこと
とも言えるであろう。
　しかし野方は、個性的たらんとして逆
に「個性にしばられ」ると、「イカサな」
い、と慎重を期す。ただそうした分析は、
事後的なものにすぎない。「イカス」と
は、羽仁の論と同じく総合的な判断であ
る。「何ものにも束縛されまい」として
たたかうひとの、ある「行動」のある「瞬
間」に、「生命感または充実感を感ずる」
ことだと野方は言う78。

　裕次郎の歩き方はイカス、などという。
　それは、彼が青春の新時代の行動力を
もち、「しなやかに上品に歩くためには
こうしたら」なんていうふうな規定（歩
き方に道徳なんかないけれども、それで
もお前の歩き方はナマイキだなんていわ
れた人はいるだろう）なんかにたいし
て、まるでその行動力をぶつけるように、
ポッキポッキと膝を折り、みてくれなん
ぞいいんだというふうに、遠慮のない自
由な「表現」となっているからなのであ
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る。もちろんこの場合も、萎縮した古い
美男型の歩き方に、新時代の生命力がた
たかった結果なのである。
　ちょっと、こじつけめいて聞こえるか
もしれないが、結論をいえば、われわれ
は美徳とたたかうことによって、イカス
生活を作ってゆけるのだ。もちろん、欲
望をそのまま出すのは、それは性器を露
出するようなもので、目をそむけられる
だけだ。

野方昴『青春の反抗：孤独にたえる哲学』　

三一書房　1961年　p.４

　つまり野方は、「欲望と道徳とのたた
かいが、非常に人間的に、非常に行動性
にみちておこなわれているとき、「表現」
として、「イカス」という美学が生れて
くる」79と考える。要するに「裕次郎の
歩き方」は、欲望が、道徳へのレジスタ
ンスが、表現、つまりイメージのレヴェ
ルで結晶化された結果であるというわけ
だ。
　野方もけっきょくは、石原裕次郎に導
かれ、イメージ文化たる映画に場面を移
す。たとえば映画の「タチマワリ」や「キ
スシーン」に「欲望が「カッコよく」立
ち上る」「瞬間」を見る。

　つまり、「イカス」場面をつくるため
には現実的であってはならないわけで、
どうしても現実よりオーバーな表現がい
る。イカス、イカサないというのは、そ
の「表現」なのである。

　ただ、「表現」であるというのでは説
明にならないから、つけたすと、ぼくら
が人間としてもっている、いろいろな欲
望、その欲望の上に、もっとも「カッコ
よく」立った「表現」が、「イカス」こ
となのだ。

野方昴『青春の反抗：孤独にたえる哲学』

三一書房　1961年　pp.45－47

　こうして「たたかい」をキーワードに
据える、野方の「いかす」若者論には、
若者の欲望と同時に、野方自身の欲望が
投影されているであろう。映画をつくっ
ているのはおとなたちである。つまり若
者は、欲望をイメージ化すると同時に、
そもそもイメージから欲望を教わる。
　世間の非論理性とたたかっているの
は、野方自身である。たたかうおとなが、
イメージを通して若者を焚きつけ、道徳
を撹乱する。ロックンロールが、おとな
主導の商業と一体であったのと同様であ
る。「いかす」には、おとなのイデオロギー
がねじれたしかたで潜んでいる。若者は、
おとなによっておとなとたたかわされて
いる、とも言えるわけだ80。
　総じて、「いかす」を「いく」のヴァ
リアントだととらえるという統語論上の
分析もふまえつつ、「いかす」と感じる
ことの特性を整理すると以下のことが言
える。
　第一に、感覚とイマジネイションをは
たらかせて、あるも

・

の
・

を追いかけてい
・

く
・

こと。つまり、志向性をもつこと。
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　第二に、しかし、そのものはたえず自
身を自身に対して異化し、そうではない
ありかた（イメージ）へと揺れ動くゆえ
に、追いかける者は、ピーク・ポイント
（「いききる」地点）にたどり着けない。
　第三に、したがって、ピーク・ポイン
トが、イマジナティヴに経験される。
　第四に、ピーク・ポイントは、異化し
つつ同化する地点であり、そこで、わた
しは、わたしでありながらわたしでなく
なるというしかたで、他者化を果たす。
　第五に、ピーク・ポイントは同時に臨
界点でもあり、ここではないどこか、常
ならざるものへの結節点でもある。した
がって、「いかす」と感じることは、む
こう側へいくことでもあり、あらたな世
界の現出81を含んでいる。
　分析的に書き出したこれらの情況が、
総合的に一挙に訪れることが、「いかす」
と感じることの内実である。また、「い
かす」の固有性をとらえるべく、そのこ
とばの内部へ沈潜することで得られるこ
うした特性は、「いかす」と同時代に流
布した、いくつかの感じることばの特性
へと投げかえすことができる。
　たとえば、「グッと（くる）」、「しびれ
る」、「絶頂」、「最高（最低）」、「ズバリ」、
「ぴ（っ）たり」、「ばっちり」。これらの
ことばはそれぞれ、あたかも、「いかす」
の特性のいずれかと呼応するかのような
内包をもっている。以下に検証していき
たい。

◆「グッと」から「グッとくる」
へ

　「“イカス”はもう古い」と謳う1960年
の『週間明星』の記事は、「グッと気に
する」ということばにスポットをあてる。

　近頃、売り出しのロカビリィ歌手、ジェ
リー藤尾クンが、“グッとイカス”なん
て言葉はもう古い　“グッと気にする”
という言葉をジャズ喫茶の司会ではやら
せていると聞いて出かける。
　「ええ？　ボクがいちばん気にするト
コロ？　あります、大ありで弱ってます
よ」
　と彼が話してくれたのは――
　先日、女の子からプレスリーのヒット
曲「今夜はお前が欲しいんだ」のリクエ
ストがあったとき司会の彼が得意のダ
ジャレをはじめた。
　「“今夜はお前が欲しいんだ”なんてま
だおひるの三時だよ。少し早いんじゃな
い」
　「ウフフフ……」（16位のセーラー服の
かわいいチャンネエ）
　「笑ってなんかいて、意味知ってんの、
ボクまだ純情だから知らないけど一体何
なの？」
　「ジェリーのカマトト！」
　「あ、そうか。いっしょにネンネ。フー
ン、ネンネして何すんの……」
　「きまってんじゃないの」
　「知らないよ、ホントに。でも“グッ
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と気にするネ”」
　ここでお客がワーッときてうまくオチ
をつけたと思ったら、そのチャンネエが
一番高く黄色い声で叫んだものだ。
　「あら、あんなこといってジェリーさ
ん、私といっしょにねたじゃないの！」
　さあ大変。口笛がピーピー。女の子が
キャーキャー。
　冗談じゃない、ウソだよウソだよと彼
は夢中になって否定したが打ち消せば打
ち消すほどホントらしくなっちゃって彼
の言葉によると「観客の半分以上はあの
子のいうことをマに受けていっせいに
“グッと気にするの”とからかいはじめ、
司会はメチャメチャ」
　さすが朗らかなジェリークンも「いま
ボクのいちばん気にすること、これです」
としょんぼり。
「特集　男（女）がいちばん気にするトコロ――

さて、あなたのイカすウィークポイントは？」

『週刊明星』第３巻第26号　集英社　1960年　

pp.36－37

　ここでは、「グッとイカス」にとって
代わって「グッと気にする」がフィー
チュアされている。しかし、「気にする」
ということばがとりわけ流行したわけで
はないことに鑑みれば、両者が共有する
「グッと」こそが、記事の意図とは別に
浮上する。
　「グッと（ぐっと）」は、オノマトペ82

であり、鎌倉時代には現れている83。『日
本国語大辞典（第二版）』は七つもの意
味を分類している84が、1900年以降の例

では、おおむねつぎの三つの意味が主流
である。
　一つに、たとえば「兩手で馬をグッと
高く」（1914年）85と、「力をいれて、また、
一息に事を行なうさまを表わす」。二つ
に、「グッと減りました」（1941年）86な
どと、「他の状態や物事と大きくへだた
りのあるさまを表わす」。三つに、「グッ
と堪えて」（1953年）87、「グッとこみあ
げてくる」（1955年）88という風に、「心
に強い衝撃を受けるさまを表わす」。
　そのうえで、1960年前後から、「グッ
ときた」（1963年）89という表現で、あ
るものが備える、感動を起こさせる、あ
るいは、感情を高ぶらせる性質や状態を
指示するようになる。「グッとくる」は、
「グッとこみあげてくる」と一見似てい
るが、それが指示する現象のトポスを異
にする。
　すなわち、「グッとこみあげてくる」
は、「うれしさがグッとこみあげてくる」
という風に、ある感情を主語に据えて、
述語づける。「なにかがグッとこみあげ
てくる」と言うばあいも、「なにか」は、
より抽象的であっても、感情に類するな
にか、である。いずれにせよ、「グッと
こみあげてくる」という現象は、感情の
担い手の内側で起こる。
　それに対して「グッとくる」は、「あ
のせりふはグッとくる」という風に、外
側にあるも

・

の
・

を主語にとる。あるいは、
「（わたしは、）あのせりふにグッとくる」
という風に、（省略された）一人称を主
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語にとる。後者の例は、わたしの外側に
ある「あのせりふ」のせいで、内側がグッ
とくる状態になる、と解することができ
る。
　そのときグッとくるものは、うれしさ
でも、おどろきでもなく、そうした感情
の一類型に還元されないなにか、である。
つまり、「グッとくる」わたしの焦点は、
なにがわき起こるかにではなく、なにか
がわき起こるという現象自体に、ひいて
は、なにかをわき起こす「あのせりふ」に、
ある。
　つまり「グッとくる」は、内に生じる
もの（感情）の内容を描写するというよ
りは、ものがわたしに生じさせる触発作
用それ自体をかたどっている。強いて言
えば、「グッ」こそが感情の（わき起こ
りの）かたちであり、同時に、外側にあ
るもののかたちの、内側への刻印である
90。
　ゆえに「グッとくる」は、感動のあり
たかたを、当の感動をもたらしたものの
ありかたに託す表現だと言ってよい91。

◆「グッとくる」から「グッと」
へ

　「グッとくる」とともに、「グッと」自
体もまた、流行する。たとえば、「グッ
と笑わす」（1958年）92、「グッと印象的」
（1961年）93、また、しばしば当時の流
行語と複合され、「グッとイカス」（1961
年）94や、「グッとカッコよくなった」

（1963年）95、など。
　先のインタヴュ記事の「グッと気にす
る」もまた、流行時の用例の一つである。
たとえば同記事では、「グッと気にする」
が「いちばん気にする」へと、暗黙のう
ちに置きかえられている。つまり、ここ
で「グッと」は、先に（注84）のべた『日
本国語大辞典』第四義、「他の状態や物
事と大きくへだたりのあるさま」を指示
する意味を備えている。
　この点では、おなじく流行した96、「だ
んぜん」（なみはずれて。ずばぬけて。）
97や「てんで」（程度のはなはだしいさ
まを表わすのに用いる俗語。非常に。と
ても。）98と似ている。
　しかしながら、あらためて流行した
「グッと」は、それが「グッとくる」と
いう言いまわしを典型とすることを考え
あわせるとき、あるゆ

・

ら
・

ぎ
・

をもっている
ことがわかる。すなわち、「グッと」は、
たんにも

・

の
・

のきわだつ性質を指示するに
とどまらない。
　たとえば、すでに見た1958年『平凡』
の記事「国際電話対談　ぐッとイカス！　
ヨーロッパ」のなかでは、「北欧美人に
微笑まれると、グッとくるよ。」99が発
される。あるいは、1962年の同じく『平凡』
の記事では、「グッときちゃったあなた
の口から、ほらとびだしたでしょう――
ウーン　カッコイイ！」100と言われる。
　こうした用例が共時的になすコンテク
ストを見すえるならば、1960年前後の
「グッとイカス」や、「グッとカッコよく
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なった」、「グッと印象的」などの表現は
おそらく、「グッとくる」を内包している。
　たとえば「グッとイカス」ならば、「他
の」「物事と大きくへだたりのある」し
かたでイカしているというも

・

の
・

のありか
たが、そのまま、そのものがわたしに
「グッとくる」（と同時に、なにかがわた
しにおいて「グッとくる」）触発作用の
ありかたに、重ねられている。
　つまり、「グッとイカス」ものは、世
界においてほかのものをグッとひき離す
しかたでイカスゆえに、わたしにグッと
くるしかたでイカス。また逆に、わたし
にグッとくるしかたでイカスからこそ、
世界においてほかのものをグッとひき離
すしかたでイカス。
　ここにもまた、ことばを軸にした、外
と内の相互浸透がある。二者択一でその
意味を限定しないというゆらぎにこそ、
流行語「グッと」の様態があるのではな
いか。ただし、「グッと」の使用者は、
そうした相互浸透を意識していない。ま
た、意識しないからこそ、相互浸透は達
成される。
　「だんぜん」や「てんで」もまた、そ
のオノマトペ風のよ

・

そ
・

お
・

い
・

によって、相
互浸透をひき起こしていると言えるであ
ろう。たとえば「てんで頭にきちゃう」
という表現は、頭にくる程度の激しさを
表すとともに、「てんで」というしかた
でなにかが頭にく

・

る
・

という触発作用を、
潜在的にかたどっているとも言える。
　世界においてきわだつものは、わたし

においてなにかをきわだたせる。総じて、
感じることばである「グッと」は、外と
内を束ねるしかたで、世界で隆起すると
同時に、わたしに侵食してくるものへの
志向をふくんでいると言える。

◆しびれる――不全と過剰

　同じく1960年前後に流行した「しびれ
る」101は、そうしてなにかに侵食された
「グッとくる」者の状態（状況）を、あ
たかも映し出している。ただし、「しび
れる」ということば自体は、流行当時に
生まれたわけではない。それ以前から
あった常用語「しびれる」の意味をおさ
えたうえで、流行語「しびれる」の位置
づけをとらえたい。
　「しびれる」の内包は、いくつかの辞
書の記述102を総合すれば、おおむね三つ
に分けられる。『デジタル大辞泉』を例
にとれば、一つは、「からだの一部また
は全体の感覚が失われ、自由がきかなく
なる」こと。二つに、「電気などを感じ
てびりびりふるえる」こと。三つに、「心
を奪われてうっとりとする。強烈な刺激
を受けて陶酔する」こと。
　一つ目の意味は、たとえば「足がしび
れる」というように、からだの不全状態
を指している。福武敏夫は「しびれ」の
語源が「しばれる」にある可能性を示唆
しつつ、「痺（＝ヒルム）」、「痿＝ヒルム、
アシナヘ（足萎え）」という漢語の意味
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をもたどり、「知覚（感覚）麻痺から来
る運動麻痺を意味していたと思われる」
と結ぶ103。
　つまり、「しびれる」ことの不全は、
分析的には、知覚（感覚）不全と、運動
不全とを含むわけだ。たとえば「しびれ
が切れる」、「しびれを切らす」という慣
用句は、「しびれ」を感覚不全状態だと
すると、しっくりこない。しかし、「し
びれ」を運動不全状態だとすると、動け
ない状態＝しばられている状態が解かれ
ることとなり、理解しやすい。
　辞書によっては、先の一つ目の意味に
おいて、「強い刺激を受けて体の感覚が
なくなる。麻痺する」104、「強い・（異常な）
刺激を受けて，からだのその部分が普通
と違って自由に動かせなくなる」105とい
うしかたで、「刺激」を受けることを「し
びれる」条件としている。
　刺激は、感覚する者の外に在るも

・

の
・

か
ら来る。「電気などを感じてびりびりと
ふるえる」という二つ目の意味は、もの
による刺激を焦点化する。たほうで、「び
りびりふるえる」ことは、感覚、あるい
は運動の不全状態というよりは、過剰状
態を表しうる。一つ目と二つ目の意味を
総合する視点に立てば、「しびれる」は、
過剰であり不全である。
　それは矛盾ではない。過剰が不全に転
化すると言えるからだ。あるいは両者は、
表裏一体である。整理すれば、「しびれる」
とは、外のものからの「刺激」によって
感覚過剰、運動過剰に陥り、それゆえに

同時に、感覚不全に見まわれ、運動不全
にいたることである。そして、こうした
プロセスの全体は、「からだ」における
異変となって知覚される。
　「しびれ」そのものは、多くのばあい
はなんらかの運動不全を通して、感

・

覚
・

し
・

て
・

い
・

な
・

い
・

こ
・

と
・

を
・

感
・

覚
・

す
・

る
・

という再帰的
な、かつ擬似的なかたちで知覚される。
こうしたしかたで「からだ」が「しびれ
る」プロセスを、「心」に適用したのが、
先の『デジタル大辞泉』の第三義「心を
奪われてうっとりとする。強烈な刺激を
受けて陶酔する」である。
　福武もまた、「強い刺激を受けて，うっ
とりとなる」という『新明解国語辞典（第
四版）』（の第二義）の記述を引きつつ、「精
神的なある種の興奮を表す」とする。同
時に、「しびれを切らせる」という慣用
句もまた「精神的・心理的な側面も持っ
ている」106とする。
　しかし、「しびれを切らせる」の「し
びれ」自体は、第三義を担っているわけ
ではない。まず、「しびれを切らせる」は、
「がまんができなくなる」という心理状
態にかぎって適用される慣用句であり、
いわば比喩である。そこでは「しびれ」は、
実質、運動不全であること、つまり、第
一義をになっているにすぎない。
　それに対して第三義（「うっとりとす
る」／「陶酔する」）においては、「しび
れる」は、しびれる者の心理状態そのも
のをかたどっている。また、より大事な
ことは、第三義が、もっぱら積極的な心
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理状態を指示するという点である107。
　第一義、第二義は、しびれることを、
感覚、運動の不全、あるいは過剰という、
いずれにせよ異状であるとわりきり、正
常化すべきものと位置づける。それに対
して第三義はむしろ、しびれる状態のう
ちに、感じるしかたでわけ入って、浸ろ
うとする。だから第三義は、感覚にかん
して、不全を表すことはなく、もっぱら
過剰を表す。
　第三義の特性は、「心」にそのトポス
を得ていることよりはむしろ、「しびれ
る」ことのいわば「あじわい」108が成立
していることである。端的に言えば、し
びれることは、感性上よいことであり、
積極的な価値を有しているということで
ある。このとき過剰は、充実であること
になる。
　それは同時に、「しびれる」という感

・

じ
・

が成立する契機でもあり、ひいては「し
びれる」が、感じることばとなる契機で
もある。

◆しびれる――他者化

　第三義の古い例109は、「心しびれる怪
笛の音」（1942年）110という風に、ある
楽音に感じいるさまを表している。とく
に戦後は、「背すじを走るしびれる官能､
十秒で天国へ導く頚への接吻」（1954年）
111という『夫婦生活』の記述を典型とす
るしかたで、性的な刺激や快楽の表現に

適用されていく。

　いよいよ共産黨の黨員として仕事をは
じめるようになって、まず堪能したのは、
他ならぬ陰謀の快感であった。何しろそ
こには、ぞくぞくするようなスリルがあ
る。秘密裡に陰謀をめぐらすということ
くらい、人間の倫理感を麻痺させるもの
はあるまい――（中略）――陰謀の快感
は、いまにして思うと、性慾の快感に酷
似しているらしい。

浅野晃『主義にうごく者』

（見出し:しびれるような陰謀の快感）

日本教文社　1955年 pp.18－19

　浅野はここで、比喩という位置づけで
「陰謀の快感」を「性慾の快感」になぞ
らえる。その媒介となるのが「しびれる
ような」「快感」だというわけだ。ここ
でも「しびれる」ことは、積極的な価値
をもつ。また、「いかす」を論じた『女
性欲望論』の園田もまた、「しびれる」
ことを、欠乏が満たされるさいの「陶酔」
であるとし、もっぱら肯定する。

　しびれる……ということは、とりもな
おさず陶酔境に入るということだ。
　陶酔することは、欠乏していたものが
満たされたときに起る現象だ。
　その人によって欠乏しているものは違
うから、しびれる原因も違ってくるわけ
だ。
　精神と肉体が結合した時に起るしびれ
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と、精神と肉体とそれぞれ分離して起る
しびれ、しびれには三種類ある。
　よい音楽をきいたり、三味線の好きな
ものが、よい撥さばきに寒くなったりす
るのは、やはり、しびれの一種だろう。
　こんな場合は、心の琴線に触れるとい
うことで起るしびれであるが、肉体のエ
クスタシーによっておこるしびれも、同
じ言葉のしびれの中に含まれる。
園田てる子『女性欲望論』（見出し：しびれるとき）　

小壺天書房　1959年　p.95

　園田は、しびれるのは精神か肉体かと
いう区別をすえつつも、「女の本当のし

﹅

あ
﹅

わ
﹅

せ
﹅

は、しびれを味わおうということ」
112だという前提に立つ。そのうえで、「女
の一生が、幼女期のシンデレラ姫のしび
れにはじまり、しびれ喪失によって終わ
りをとげる」113という結論まで一貫して、
「しびれる」ことを、女の生と性のエレ
メントであるとみなす。
　1960年ごろには流行していた「しびれ
る」の用法もまた、第三義に根ざしてい
る。つまり、まさに「しびれを味わおう」
という動機とともにある。その使い手、
つまり、しびれる者は、やはりもっぱら
若者（ティーン・エイジャー）であった。
　1960年の『平凡』第16巻７号の「セッ
クス･ルポ」は、「〝ねむり薬〟にシビれ
るビート族」をリポートし、「彼らが人
生に求めるものは“瞬間的”な快楽だけ」
114と結ぶ。同じく1960年の『平凡』16巻
９号の記事は、「スピードにしびれる十

代　暴走するハイティーン」に焦点をあ
てる115。
　ついで1961年には、当時20代の詩人、
佐藤文夫が、「シビレルモノエノ」賛歌
をつむいでいる。

シビレルモノエノ唄
――あるファンキイ風の唄――

　ブーブー　ビービー
　ブービービー

　勝手ニシヤガレ
　オトコ　ト　オンナ

　勝手ニシヤガレ
　ブタノケツ

　ケツガ　ブタカ
　ブタガ　ケツカ

　ハナガ　ブタカ
　ブタガ　ハナカ

　ブービービー

　アナワ　オンナカ
　オンナワ　アナカ

　ブービービー
　ソノアナ　カワイイ
　ブタノハナ
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　ソノケツ　カワイイ
　ブタノケツ
（後略）――

佐藤文夫『詩集／昨日と今日のブルース』

思潮社　1961年　pp.28－30

　「勝手にしやがれ」116と叫ぶ当時の退
廃的な若者の声の代理であるかような
「ファンキイ風の」「ブルース」。最終ペ
イジには、黒色人種風のトランペット奏
者のイラスト。
　「ブーブー」、「ビービー」という粗野
で卑猥な響きが詩を彩る。「オトコ」、「オ
ンナ」、「ブタ」、「ケツ」、「アナ」、総じ
て性交にかかわるものが、立ちならぶ。
　ただしここでも、「いかす（いく）」や
「グッと（くる）」のさいと同様に、能動
受動の反転可能性、あるいは他者化が浮
上する。すなわち「シビレルモノ」とは
いったい、なにかにしびれる若者たちの
ことなのか、それとも、若者たちをしび
れさせるもののことなのかが、はっきり
としない。
　つまり「Aはしびれる」という文はつ
ねに、「AはXにしびれる」、「AはXをし
びれさせる」という二つの文に解釈可能
であるということだ。それに気づくとき、
「ケツガ　ブタカ　ブタガ　ケツカ」は、
あたかも能動受動関係の撹乱をはかるか
のように響く。そもそも詩人佐藤は、「し
びれる」の反転可能性を演出したかった
のではないか。
　先に「しびれる」の第二義を確認した

さいに見たとおり、感覚過剰状態に陥る
という意味で「しびれる」さいには、外
のも

・

の
・

からの「刺激」がファクターとな
る。それに鑑みれば、「しびれる」こと
はそもそも、わたしが、外のものに侵犯
され、外のものと同質化する事態でもあ
る。
　たとえば、第二義に挙がっていた「電
気などを感じてびりびりふるえる」とい
う具体例は、まさにそうした事態を物語
る。「びりびりふるえる」ことは、電気
からの刺激であり、同時に、電気に対す
るわたしからの抵抗の結果でもある。わ

・

た
・

し
・

が
・

びりびりふるえるのは、わたしに
おいて電

・

気
・

が
・

びりびりふるえるからであ
り、その逆もしかり。
　そのとき、わたしのなかに電気が走る。
つまり、わたしはいくぶんか電気にな

・

る
・

。つかの間、わたしは、わたしではな
くなる。「しびれる」ことは、まさに感
電すること、つまり、感じることを通し
て他者化することを、含んでいる。その
意味で、「しびれる」は、感じることば
の特質である、他者化のはたらきを、体
現している。

◆しびれる（しびれさせる）イ
メージ

　映画の使命は観客をシビレさす事にあ
る。お客さんは、お金を払って映画館に
入る時、何らかの形でしびれる事を期待
する。泣きしびれても良し、笑いしびれ
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ても良し、あこがれしびれればなお結構
である。
　中でも最も安易なしびらせ方は、恋愛
である。私のようなひねくれ者は別とし
て、世の善男善女は恋がお好きである。
中林洋子117「わたしがシビレるとき　恋愛映画

見物記」『スクリーン』17巻８号（通号195号） 

近代映画社　1962年８月　p.106 

　「いかす」石原裕次郎を生んだ映画も
また、1960年代の「シビレさす」ものの
代表であった。中林はここで、「泣き」、「笑
い」、「あこがれ」という、映画にしびれ
る「形」のヴァリエイションをも提示し
つつ、「恋愛」にそのモチーフの典型を
求める。「いかす」のばあいと同様に、「し
びれ（る）」のばあいもまた、映画と恋
愛は相補的である。
　すなわち、映画は恋愛を映し、恋愛は
映画を写す。両者をつなぐキーとなるの
は、イマジネイションだ。たとえば片山
龍二は、「あたし、この間、お客様と熱
海へ行っちゃったときのこと、まったく
しびれたワ」というバーのホステスのエ
ピソードを紹介しつつ、「しびれる」こ
との大事さを述べる118。
　当の客は、車でも宿でも、床に入って
もなお、いっさいその気を見せなかった。
しかし明けがたにふと、「「L子ちゃん、
よかったら、こちらへ来なさい！」と彼
の手がソッと彼女の布団の中の手を軽く
つかんだ」。そのことをふり返るホステ
スは、「あたし、しびれちゃった！　本

当！　すごくしびれちゃった！」と。そ
う片山は報告し、続けて言う。

　これを、ただ、いやらしい話なんて片
づけてしまってはいけない。政治評論家
の細川隆元さんにこの話をしたら、「そ
の男は専門家だよ。キット」と前おきし
て、女はしびれさせなければいけないと
教えてくださった。日本の男はムードづ
くりが不得手だというわけである。ムー
ドをちゃんとつくれば、女性はこころよ
く、にこやかに応じるであろうという寸
法である。
　漬物屋のとなりの靴屋のショーウイン
ドーに、靴ばかりならべているからムー
ドが出ない。靴の中にゴルフのクラブを
ちょっとあしらったり、ピクニックのバ
スケットをならべるようになったのは割
に最近のことである。
　これを売りつけて儲けてやろうという
陳列の仕方でなくて、“あのかかとの低
い靴をはいて、ハイキングに行きたい
ナー”というふうにしびれさせなければ
いけないと思うのです。
　それには売るほうの人間がしびれるよ
うな純情な感覚をもっていなければいけ
ない。
　日掛貯金なんかして、貯金通帳の帳尻
をみてニヤッとしびれていたのではダメ
なのである。
　旦那さまは奥さまにしびれさせ、奥さ
まは旦那さまにしびれさせ、部長は部下
にしびれさせ、部下は部長にしびれるほ
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どに信頼していなければいけない。しび
れるような若さをいつまでももっていた
い。老いぼれると熱い湯でも平気なよう
に、しびれにくくなる。これは気をつけ
ないといけない。
　このしびれたお話を、色気違いのいや
らしい女だ――なんて片づけてしまって
はいけない。

片山龍二『アイディア紳士』（「しびれる」）

講談社　1963年　p.144－146

　この「しびれる」にまつわる「お話」
全体も、バーに通うおやじの与太話、な
んて片づけてしまってはいけない。片山
は、「しびれる」にかんする、ひいては、
感じることばにかんする重要なポイント
をあぶり出しているからだ。ホステスの
「お客様」はあたかも、先に紹介した園
田の「イカす男」を体現している。
　おのずと、「いかす」に通ずる「しび
れる」の特性が浮上する。すなわち、イ
マジネイションがたぶんに介入する。お
客様がホステスに、「彼は私を好きじゃ
なかったのかしら、私のひとり合点だっ
たのかもしれない」119という「不安」を
よぎらせる。そのときホステスは、私を
好きである／好きじゃないお客様、とい
う多重のイメージを見る。
　イメージのあいだでゆさぶられるホス
テスは、「ふたりっきりで箱根まで来て、
一つの部屋に寝て、何もなかった。素敵
じゃない」と「いいきかせ」120さえする。
しかしそのうえで、「こちらへ来なさい」

と言われるときホステスは、その呼びか
けのなかに「私」の欲望をあらためて発
見する。
　期待する将来像を描いておいて、いや、
期待していないといったんうち棄てる。
しかし、もう一度拾いあげて、たしかに
これを期待していたと確認する。 「しび
れる」ための要件は、たんに欲望が満た
されることではなく、欲望を（再）発見
すること、あるいは、欲望の強度が高ま
ることだ。つまり、欲望の欲望である。
　それはときに「ムードづくり」121とい
う技術によってもたらされる。「ショー
ウインドー」にも「ムード」があれば、
客はイマジネイションをかき立てられ
る。並べられた靴を見るだけではなく、
靴を履いてハイキングに行く自分という
将来を見て「しびれる」というわけだ。
　もう一つのポイントは、「しびれる」
ことは連鎖する、ということだ。ムード
をつくることができるようになるには、
すなわち、だれかをしびれさせることが
できるようになるには、「しびれるよう
な純情な感覚」、つまり感受性が必要だ
と片山は言う。しびれることができるゆ
えに、しびれさせることができる。
　すでに見たとおり、「いかす」者は「い
かされる」者でもあるという点で、ここ
でもまた、「いかす」とのパラレルな構
造が見出される。「しびれる」経験はそ
もそも、感電たる他者化を含んでいた。
そうした感電が、他者からわたしへ、わ
たしから別の他者へと波及する。「しび
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れる」もまた、他者化の原理にもとづい
てコミュニティを構築していく。

◆絶頂、頂点、最高、ズバリ、
ぴ（っ）たり、ばっちり――的中、
適合

　イメージを介した他者化の表現たる
「しびれる」は、「いく」という越境、あ
るいは、「グッとくる」という隆起の瞬
間の状態を暗示しうる。とすれば、さら
にそのきわまりを、「絶頂（感）」という
ことばに託すことができるであろう。
　「絶頂」は、「しびれる」とともに、
1950年代以降、性的な感動をモデルにし
つつも、じょじょにその外延をひろげて
いった122。また同時期に、「最高123（そ
の逆で、最低124）」という流行語をも見
いだすことができ、それらはこぞって文
字どおり、やはり、あるピーク・ポイン
トをマークする。
　また、同じく当時多用された「ズバリ」、
「ぴ（っ）たり」、「ばっちり」は、ピン・
ポイントをマークするという的中性、あ
るいは適合性を含意する125。
　「ズバリ」は、鎌倉時代には現れる126。
1948年前後に「そのものズバリ」という
かたちで流行したという指摘127に沿うと
おり、その後50年代、60年代を通して
多用される128。「ぴ（っ）たり」は、遅
くとも江戸時代からあることばであるが
129、「ピタリゲン本舗」という広告のフ
レイズとともに流行した130。「ばっちり」

131は、1960年には普及する132。
　こうしたことばもまた、感じることと
かかわる。たとえば、雑誌の記事タイト
ルである「ズバリッ法律相談」133は、相
談に対して過不足ないしかたで応えが与
えられることを、演出している。ただし
そのとき、「ズバリッ」は、たんに、相
談が正確に応えられているという状態を
描写するだけではなく、その状態を肯定
するという価値評価を含んでいる。
　たとえば、ダーツの矢が的の中心に刺
ささるのを見ることが、しばしば爽快感
をともなうのは、そうなることが予期さ
れていたからだ。同様に、相談が応えら
れることへの期待や欲望をあらかじめ持
つとき、それが満たされれば、ここちよ
い134。
　つまり、「ズバリッ」は、応え（答え）
の内容の妥当性を含む、応えるふるまい
全体の適合性を映している。言いかえれ
ば、なにがなにに的中しているかを分析
的にとらえると同時に、的中しているこ
と自体をぱっと総合的に、先の羽仁のこ
とばを借りれば、「まるのまま」とらえ
てもいる。
　ひいては、総合的な知覚が先行するこ
ともありえるであろう。たとえば、「スー
ツでばっちり（と）きめる」135と言うと
き、スーツが、体に、あるいは、当のスー
ツを着ているひとがいる環境に、適合し
ている。
　ただしこのとき、スーツと体との、あ
るいは環境との適合を逐一確認したうえ
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で、「ばっちり」だという判断を下すわ
けではない。むしろ、ばっちりだと感じ
ることが、スーツが体や環境へ適合する
ことを保証している。言うなれば、さき
に用意された的

まと

に矢が刺さるのではな
く、矢が刺さったあとに、刺さった点を
中心にして的が浮かびあがる。
　また、ばっちりだと感じることは、
「ばっちり」ということばを感じること
に支えられてもいるだろう。「ズバリ」、
「ぴ（っ）たり」、「ばっちり」というこ
とばの本領は、そのことばの感

・

じ
・

が表す
とおりのポジティヴな感じをたよりにし
て、的中や適合の事態をつくり出すこと
にある。
　また、とりわけ「ズバリ」と「ぴった
り」はしばしば、当時の流行語が、感じ
を通して、そのことばが表現するものに
適合していること自体を表現する136。
　たとえば、「一語でズバリいいあてて
いる」137、「ズバリと感覚的に」138、「ズ
バリ表現する」139、「言葉と一緒にピッ
タリと結びついている」140、「感覚的に
ピッタリと」141、「この流行語はまさに
ぴったり」142、「ピタッと表現し」143、「神
経にぴったりくる」、「感じがぴったりし
てゐて」144など。
　流行語を使うこと自体が、適合を感じ
る経験であるというわけだ。「ズバリ」
と「ぴったり」は、流行語の適合性を表
現する流行語であるという点で、二重に
適合とかかわっている。言うなれば、「ズ
バリ」は、ズバリという感じをズバリと

表し、「ぴったり」は、ぴったりという
感じを表すのにぴったりであるというこ
とになる。
　つまり、当時の流行語が発話行為にお
いて内包する適合性を、「ズバリ」、「ぴ
（っ）たり」、「ばっちり」は、とりわけ
意味論上で体現する（つまり、指示する）
と言える。そうした適合性の意味論を、
「いかす」、「グッとくる」、「しびれる」、「絶
頂」、「最高」もまた、共有していると見
ることができるであろう。
　流行語自体の適合性にもまた、逆説が
ひそむであろう。ある流行語が表す感じ
は、そもそもそのことばの感じに適合す
るしかたで生じるからだ。「ぴったり」
ということばを使うことは、「ぴったり」
ということばの感じにまさにぴったりな
感じを世界に見いだそうとすることでも
ある。流行語を使うなかで、適合を感じ
がちになっていくということだ。
　そんな風にことばを使うとき、ひとは
感じることをたよりにして、生のある瞬
間をマークする。なにを感じているかは
わからないが、なにかを感じていること
はわかる。また、なにに感じているかは、
わかる。適合、的中の瞬間は、生全体か
ら見れば、異化作用をもたらす瞬間であ
り、その瞬間に適合するかたちで、生全
体の側が変容する。

おわりに
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　こうして「いかす」を起点に見たとき、
同時代に流行したいくつかの感じること
ばは、「いかす」の内包を個々に部分的
に共有している。すなわち、家族的類似
性を形成している。逆から言えば、「い
かす」は、感じることばの一つの典型を
なしていた。
　「いかす」という感じかたには、さま
ざまなレヴェルでの、アンビヴァレンス、
あるいはハイブリディティが潜在してい
る。子どもとおとな、西洋と日本、モダ
ンと伝統、まじめと不まじめ、美徳と悪
徳、能動と受動、自分と他者。
　「いかす」ということばは、いわば呪
文であった。それを発すれば、同化した
世界を異化し、異化した世界を同化する
ことができる。戦後の混迷のなかで、ま
さに揺れ動く多感な生きかたを、反映し、
同時に導いてもいたと言えるであろう。
　すでに述べたとおり、「いかす」の流
行は、1970年代には終息する。その動き
は、「いかす」の体現者であった石原裕
次郎の人気と軌を一にしてもいる。「い
かす」は、1980年代以降に、主要な国語
辞典に採録されるが、じっさいの使用に
おいては、その響きに時代の刻印を宿し
ている。まったき常用語というよりは、
かつての流行語の位置づけにある。
　その点で、「いかす」に２－３年遅れ
て流行した「かっこいい」は、対照的で
ある。「かっこいい」は、現在にいたる
まで常用語の地位を確立しているが、そ
の一因は、流行開始時に突出した体現者

を擁さなかったことかもしれない。似て
非なる二つのことばの比較も含め、ひき
つづき、感じることばの分析と歴史化、
体系化を進めていきたい。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

１　本論文では、「いかす」、「イカス」、「イ
カす」は、同じことばの異なる表記で
あるとし、引用するばあいをのぞいて、
「いかす」で統一する。たほうで、「い
かす」の表記の多様性の意義、各表記
の特性は、論究すべきテーマである。

　　本論文では、「いかす」が「感じる
ことば」であることを示すことになる
が、発音のしかた、表記のしかたにも、
「いかす」が「感じることば」となる
契機が宿っているからである。

２　その意義は、拙論「かっこいい」は、
カックイイ――「流行語の流行」と、
感じることばの生成」（『北海道芸術論
評』第13号　北海道芸術学会　2021年　
pp.３－98）（以下、春木2021a）の「は
じめに」に、よりくわしく記した。

３　「かっこいい」研究にかかわる拙論
には、下記がある（春木2021aをのぞ
く）。

　　「「恰好」から「かっこいい」へ――
適合性suitabilityの感性化」　『人間科
學研究』第13号　pp.１－30　北見工
業大学編　2017年３月（以下、春木
2017）

　　「かっこいい」の美学／「かわいい」
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の力学」〈上〉――ウーマンラッシュ
アワーの漫才　自分の「らしさ」を発
見　　『北海道新聞』2018年２月７日
夕刊　４面　2018年２月
　　「かわいい」の力学／「かっこいい」
の美学」〈下〉――「素のまま」の現
状肯定　競争忌避し共生を誘う　『北
海道新聞』　2018年２月８日夕刊　４
面　2018年２月
　　「「かっこいい」の美学――感性は世
につれ世は感性につれ」美学会編『美
学の事典』（共著）　丸善出版　2020年
12月　pp.638－639（以下、春木2020）
　　「「かっこいい」はかっこ悪い――失
われた「らしさ」を求めて」『アート
と、そのあわいで　北村清彦教授北大
退職記念論集』（共著）　北海道大学芸
術学研究室編　中西出版　2021年５月　
pp.320－335（以下、春木2021b）
４　春木2021a
５　春木2021a　p.26、p.80（注85）
６　本論文で、「パフォーマティヴティ」
を使うさいには、J.L.オースティン
（John　Langshow　Austin,1911－
1960）が『言語と行為　いかにして
言葉でものごとを行うか』（J.O.アー
ムソン編）（飯野　勝巳訳　講談社　
2019年。*原書は　1955年（第一版）、
1975年（第二版）において同語を用い
たさいの意味を念頭に置いている。
くわしくは、春木2021a，pp.77－78（注
71）を参照。
７　本論文p.11

８　よりくわしくは、春木2021aを参照。
９　「発話行為」の定義にかんしては、
春木2021a，p.78（注73）を参照。

10　裕ちゃん、石原裕次郎くんがイカス
野郎の草わけだといっても、そう文句
はありますまい。だいたい、イカスな
んて言葉をはやらせたのだって、彼が
その張本人でなくとも、ソートーな責
任があるくらいですもの。
　　「イカす野郎の条件」『明星』第９巻第10号

（1960年９月号）　集英社　p.238

11　ヒタヒタと映画界を洗いはじめた
“新
ヌーベル・バーグ

しい波”・・・・映画が変わればス
タアも変わる。日本一の美男子は影を
ひそめ、若くてイカス”野郎“の時代！
　　「イカす野郎の条件」『明星』第９巻第10号

（1960年９月号）集英社　p.236

12　現代は昔のような色男ははやらない
という説もある。女性的な男が女にも
てる時代は過ぎたと言われる。例えば
石原裕次郎のようなのが今の若い女の
憧れだといわれる。

　　――（中略）――別な言葉でいえ
ば今の女性は多分にMがかっているか
ら、男は一層男性的でないと好かれな
い。その「男性的」ということは色々
あるだろが、現代では明朗で闊達なと
ころが何処かにないと女に好かれな
い。ハンサムな男でなければいやだと
言うような心理は先にも述べたように
総ての女性の胸底に内在はしているも
のの、表面に出して主張するのはお面
に自信のある八頭身の美女ぐらいなも
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ので、そうでない六人並みか或いはそ
れ以下の女性は映画やテレビではハン
サムを愛好するが、現実的には人物そ
のものを男に求めるのではないか。
　　その「人物」ということになると、
つまらないようだが、いつも清潔にし
ているとか、適度の不良性を持ってい
るとか、約束を厳守するとか、親切で
あるとか、スカッとしているとかが重
要な眼ずけの対象になるのではない
か。これらの諸条件が瞬間に凝結され
てカックンと来るような男性だったら
好かれるに相違ない。つまり女性に「イ
カスじゃないの！」と印象ずける男で
なければいけない。これを古典調でパ
ラフレーズすれば、「何処か惹かれる」
ものを持つ男性が好かれるということ
に相成るらしい。
　　仁戸田六三郎『裏返し男大学』（「女に好か

れる男性とは　イカスじゃないのと云わせる

には」）　実業之日本社　1958年　pp.146－147

13　曾根晴美、郷鍈治、深江章喜、佐藤充、
中丸忠雄「悪役スター座談会　二枚目
よりもイカスのさ」『明星』第11巻第
４号（1962年３月号）　集英社　p.234
14　「異化」という考えかたは、芸術
学史上では、シクロフスキー（Вик
тор　Борисович　Шкловский，
1893－1984年）に端を発する。本論文
では、シクロフスキーの考えとまっ
たく同じというわけではないが、そ
れをふまえた意味で使う。すなわち
異化を、ずれを含む知覚がもたらす、

なれしたしんだ知覚の枠組みの解体
defamiliarization、とする。

　　たとえば、石原裕次郎が、それまで
の「二枚目」俳優からず

・

れ
・

る
・

にもかか
わらず魅力的な俳優であるとする。そ
のとき、「俳優は二枚目である」とい
うなれしたんだ知覚の枠組み自体が、
あらわになり、同時に、よそよそしく
なり、古くさくなり、ひいては、うち
捨てられるべきものとなる。「俳優」
の知覚の枠組みが揺らぎ、それまでと
異なるものとなる。すなわち、異化が
起こる。

　　このとき重要なのは、石原が魅力的
であるという感性上の契機である。石
原が魅力的でなければ、知覚の枠組み
を揺さぶるにいたらず、異化は起こら
ない。逆に、その契機が持続するなら
ば、つぎの瞬間には、石原のありかた
に基づいた、新たな、俳優の知覚の枠
組みが成立しはじめる。すなわち、同
化familiarizationが起こる。

　　異化は構造上、同化とセットである
という点も、本論文以下で論じていく
とおり、重要である。つまり、いかす
とは、原理上、異化し続けることを含
むと言える。

15　ただし、ここで川地は、ある誤認を
しているかもしれない。『女学生の友』
のインタヴュで川地は映画『陽のあた
る坂道』（1958年）のせりふを引いて
いる。が、じっさいに映画で語られる
その内容は、直接に「いかす」にかか
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わるわけではない。くわえて当のせり
ふは、石原裕次郎のものではなく、川
地自身が演じる高木民生のものであ
る。
　　映画のなかで民生は、同じアパート
に住む姉代わりの（石原演じる信次の
恋の相手でもある）北原三枝演じる倉
本たか子と「いかす」ではなく、「い
ける」にまつわる問答をする。

　民 生：あのなぁ、おねえちゃん。おれ
初めておねえちゃん見たとき、あ
あ、このお姉ちゃんは、ちょっとい
けるって感じたんだからな。

　た か子：なによ、いけるって。生意気
だわ。

　民 生：いけるってのはねぇ、話が通じ
るってことさ。気どらないで、てき
とうに親切で、てきとうに意地悪
で．．．

　た か子：あら、あたしがいつてきとう
に意地悪だったかしら。

　　『陽のあたる坂道』日活　1958年

　１時間51分48秒

　　（原作の石坂洋次郎『陽のあたる坂道』

（大日本雄弁会講談社　1957年）にも、

ほぼ同じせりふがある（同書p.188）。）

　　ここで民生が語る「いける」の内実
を、川地はインタヴュで、おそらく無
意識に、「いかす」の内実にすりかえ
ている。ただし、川地がたまたま混同
したわけではなく、むしろ、「いける」

と「いかす」がそもそも親しいことば
であったとみるべきであろう。両者の
かかわりは、後でくわしく論じる（本
論文p.20、p.52（注44））。
16　1960年の『明星』の記事もまた、下
記の７人の「イカす野郎」を挙げつつ、
その共通点の一つを「のっぽ」である
としている。

　①カメラ度胸
　「東宝の新人、加山雄三くん」
　②お隣のお兄ちゃん
　「日活の赤木圭一郎くん」
　③生真面目さ
　「大映の本郷功次郎くん」
　④タフでホガラカ
　「東映の今井俊二くん」
　⑤仕事が大好き
　「裕ちゃん、石原裕次郎くん」
　⑥素直な野郎
　「第二東映売り出しの新人、歌の巧い
松方弘樹くん」

　⑦欲もあります
　「東宝のオタかさん、宝田明くん」

　　といったぐあいで、なん人かのイカ
ス野郎にご登場願ったわけなんです
が、強いてこの人たちに共通点をさが
さなくとも一目瞭然、みんな歌が歌え
て、スポーツマンで、背

せい

も５尺７寸か
ら９寸。まず日本人としてはのっぽに
属します。

　　気性は明るくて、サッパリ。つまり
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男らしい男、女の子がホレちゃうのは
当然。なにも俳優にならなくたってモ
テますよこの連中ならば・・。
　　ここで日本映画界のヌーベル・バー
グ、松竹の大島渚監督（「青春残酷物語」
の監督）は、俳優の条件を、「ボクは
俳優を素材として見ている。その人が
生地をカメラの前で出せれば合格です
よ。歌や踊り、演技力は附属物にすぎ
ないし、じゃまな場合もある」
　　と、いっているのは興味深いことで
す。（p.239）
　　「イカす野郎の条件」『明星』第９巻第10号

（1960年９月号）　集英社　pp.236－239

17　 ルリ子：そうね、あっそれからいい
忘れてたけど、裕ちゃんとの共演作
品、これもぜひやりたいわ。

　裕 次郎：イカすね、ただいい忘れられ
てたのが、ちょっと気になるけど。
（笑）

　ルリ子：ゴメンね。兄貴、ゆるせよ。（笑）
　裕 次郎：よし、じゃあ今年もグッとが
んばっていこうぜ。（裕ちゃんのさ
しだした手を、ルリちゃんがグッと
握りかえして対談はおわりました。）

　　石原裕次郎　浅丘ルリ子「希望対談　イカ

す兄貴とはりきり娘」

　　『明星』第８巻第４（1959年３月号）

　集英社　1959年　p.193

　背番号・３　言わずと知れた　
　男長嶋　イカすじゃないか
　打って走って

　つかんで投げて
　茂よ　頑張れ　かっ飛ばせ
　晴れのペナント
　飾るまで
　　（＊石原裕次郎が長嶋茂雄に贈った
エール）
　　「裕次郎・長嶋友愛秘話　男の友情イカす

じゃないか」

　　『週刊明星』第８巻第12号（1959年11月号）

集英社　1959年　p.88

18　春木2021aを参照。
19　この頃の子どもたちの実話の中に
は、一時のような絶対的な流行語はな
いようである。すなわち、戦後十五年
の歴史の中に、はやっては消え、はやっ
ては消えた流行語がたくさんあり、そ
の大人の世界の流行語は、「大人の模
倣の中で成長する子ども」の中に当然、
流行語として入り込んできていたので
あった。――（中略）――与太者言葉
として一般化した「イカス」などの大
人の世界の流行語は、やはり子どもの
世界の流行語にもなっていた。
　　早川元二「子どもと流行語――流行語の底

にある粗野な闘争的感情」『言語生活』

1960年５月号　筑摩書房　p.31

20　イカス野郎、つまり野郎なんである。
男性でも男の子でもこの感じはぴった
りこない。

　　“イカス野郎”と呼んでぴったりて
えのが増えましたねえ、最近は。
　　「イカす野郎の条件」『明星』第９巻第10号

（1960年９月号）　集英社　p.236
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続的でキレキレに言葉が連ねられるの
で、その一つ一つの言葉の間に〈ヨオ〉
とか、〈ダカラ、ヨオ〉とか、〈ソシタ
ラ、ヨオ〉とかいうような接続詞が入っ
ている。」という特色であり、これは
幼児期の会話にもあらわれる傾向であ
る。すなわち、幼児は頭の中に浮かん
だ言葉をすぐ外へ出してしまうので、
その一つ一つの単語を結びつけるため
に、「アノ、ソノ、ソシタラ、ダカラ、
ネェ、」などを入れて話すのであるが、
与太者も、「俺が新宿の駅の前で待っ
ていたら……」というように話さない
で、「俺がヨオ、新宿のヨオ、駅のヨオ、
前でヨオ、待ってたらヨオ」というよ
うに話すのである。

　　次に与太者の会話のもう一つの特色
は「会話の中にすぐ闘争的な感情が入
り込み、会話は喧嘩の時のような激し
さを持つ」という傾向である。彼等は
ちょっとした出来事ですぐ爆発的に怒
る情動的感情表出の傾向を持つ者達と
いってもよいであろう。――（中略）
――

　　――すなわち、言葉の中に粗野な闘
争的な感情が入り込んでおり、それは
言葉の内容が闘争的であるということ
以上に、強烈に闘争的なのである。だ
から例えば、「おい、君にはこれはあ
げないよ。君とは遊ばないよ。」とい
うような問題のない言葉の中にも、こ
の闘争的な感情だけは入り込んでいる
といってもいいのである。

21　浅草で殺された「十四歳の売春婦」
石井初美のリポート記事：
　　美しい顔と体に加えて、やけから出
た“なんでもやりましょう”の行動は
たちまち山谷の客引きたちの注目の的
になり、家を出ても生活に困らなかっ
た。逆に数人の男から可愛がられて、
いつでも銀材の女給とも思われる服装
で派手に振舞った。『イカスのカズちゃ
ん（彼女の変名）』といえば浅草署山
谷交番のお巡りさんでも、新橋あたり
に出してやりたいなと思っていたとい
う。
　　「200円で殺された「イカスのカズちゃん」」

　『週刊現代』第１巻第８号（1959年５月31日号）

講談社　p.37

22　子どもの中の流行語の多くは、与太
者的な言葉、闘争的な言葉、「銀座の
お姐ちゃん」的言葉か、或は人生の茶
化したような悪ふざけの言葉である。
その一つ一つは、一般的にいう流行語
という狭い範囲には入れられないかも
しれないが、街の暴力団や愚連隊が使
うような言葉遣い、すなわち、野卑な
闘争的な感情表現の加えられた言葉づ
かいが、子どもたちの日常会話の中に
入り込んでいるのである。
　　「与太者の言葉づかいと、子どもた
ちの言葉づかいとの共通性」は、もっ
と真剣になって考えられなければなら
ない重要な教育的問題であろう。すな
わち、与太者の言葉づかいには二つの
きわだった特色がある。その一つは「断
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　いかす（五自）（（俗語））①このまし
いと思わせる。neat　　用例：―スタ
イル。②（（感動詞的に））いい感じ。
すてき。nice　
梅棹忠夫、金田一春彦、坂倉篤義、日野原重明

『講談社カラー版　日本語大辞典（第二版）』　

講談社　1995年（初版は1989年）

　いか・す〔〔動サ五〕〕（（「行かす」から））
しゃれている。あかぬけして見える。
「ちょっと―・したデザイン」

松村明監修　小学館『大辞泉』編集部編

『大辞泉　増補・新装版』　小学館　1998年

　いか・す：〔〔自サ五（四）〕〕相当なも
のである、なかなかいいと思わせる、
という意の俗語。昭和三○年代から
四〇年代に、若者の間で流行した。＊
恋人たちの森（1961）〈森茉莉〉「敬ちゃ
ん、いかすぢゃないの」　補注「この
酒はいける」などの「いける」から変
化した語か。　発音：標ア０
日本国語大辞典第二版編集委員会、小学館国語

辞典編集部編『日本国語大辞典　第一巻（第

二版）』　小学館　2000年（第一版は1972年）

　いか・す：〔〔自サ五（四）〕〕相当なも
のである、なかなかいい、という意の
俗語。昭和三○年代から四〇年代に、
若者の間で流行した。＊恋人たちの森
（1961）〈森茉莉〉「敬ちゃん、いかす
ぢゃないの」　補注「この酒はいける」
などの「いける」から変化した語か。「い

　　そこで流行しているのは個々の流行
語ではなく、「粗野な闘争的な感情」
であるといってもよいのではなかろう
か。
　　早川元二「子どもと流行語――流行語の底

にある粗野な闘争的感情」『言語生活』

1960年５月号　筑摩書房　p.33

23　下記は、主要な国語辞典（初出の版）
における「いかす」の項である（用例
は部分的に省く。）。

　いかす：イ「カス　動サ四〔俗語〕《「行
かす」から》なかなかよい。魅力がある。
　時枝誠記、吉田精一編『角川国語大辞典　蔵

書版（初版）』　角川書店　1983年

　いか・す：（自五）（俗語で）たいそう
よい感じがする。魅力がある。「―・
すスタイル」「―・してる」

　『広辞林（第六版）〈机上版〉』三省堂　1984年

（第五版は、1973年）

　いか・す《自五》〔俗〕気がきいている。
しゃれている。魅力がある。「この台
本は、なかなか―・すじゃないか」「（福
神漬を油でイタメルト）大根は無限に
大きく復原するものなんだ。こいつは
―・スねえ！〈山口・江分利満氏…〉」　
参：「行く」の使役形から。
金田一春彦、池田弥三郎編『学研国語大辞典　

第二版（机上版）』　学習研究社　1990年

（初版は1980年）
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　【いかす】
　かっこいいの意。人気絶頂の石原裕次
郎が日活映画で盛んに使い、この年か
ら若者に流行した。
　米川明彦編著『明治・大正・昭和の新語・流

行語辞典』（1958年の項目）　三省堂　2002年

　いかす：〔動〕かっこいい。1958年、
人気絶頂の石原裕次郎が日活映画で盛
んに使い若者に流行したことば。歌謡
曲にもさかんに取り入れられた。もと
もと軍隊で使われた俗語。今では古く
さく感じられる。
　　米川明彦『日本俗語大辞典』　東京堂出版　

2003年

24　『角川国語大辞典　蔵書版』　角川書
店　1983年、『大辞泉　増補・新装版』　
小学館　1998年

25　『学研国語大辞典　第二版（机上版）』　
学研プラス　1990年

26　『大辞林（第三版）』　三省堂　2006
年

27　いく：（行く）［動］女性が性交して
オルガスムスに達する。語感が卑猥。
〈類義語〉成仏。〈関連語〉いかせる。
　　米川明彦『日本俗語大辞典』　東京堂出版　

2003年

　　『日本国語大辞典（第一版）』（1972年）
は、第十義で「性交の快感が絶頂に達
する」を挙げている。

　　春画ール（「令和奇聞　セックスの
『イク』とはどこへ行く？～性と死の
関係性を添えて～」

かしている」の形でも使われる。
小学館国語辞典編集部編『精選版　日本国語大

辞典　第一巻（初版）』　小学館　2006年

　いか・す：０（動サ五）　俗に気が利
いている、魅力的であるの意を表す。
「―・すスタイル」「―・した車」〔「行
く」に使役の助動詞「す」の付いた「行
かす」から、という〕
松村明編『大辞林（第三版）』　三省堂　2006年

　いかす：【生かす・活かす】　語源は、「生
クを他動詞に活用させた語」です。命
を持たせる。生かしておく。校正など
で、一度消したところを、もとにもど
す、などの意味で使います。例：殺す
なイカスんだ。廃品をイカス。俗語の
用法で、なかなかよい、魅力的だ、の
意味のイカスも同源です。例：なかな
かイカス服だ。

増井金典『日本語源広辞典　増補版』

　ミネルヴァ書房　2012年

　いける：よい。〔学生〕青年心理　
一九五五・七／ 6－7号「学生の流行語・
隠語」

『新修　隠語大辞典』　皓星社　2017年

　いか・す〔〔自五〕〕（「行かす」からか）
なかなかいい。気がきいている。▷
一九八五年頃の映画から流行。

『広辞苑（第七版）』　岩波書店　2018年

（第六版は2008年）
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書の随所で強調するとおり、語呂合わ
せやだじゃれを介したことば同士のア
クシデンタルな関係こそが、連想を介
してことばの意味をなしていくから
だ。つまり、「いかす」と「いき」の
あいだには、内包の相互浸透が容易に
あったであろう。　　

　　たとえば下記の例がある。

　　野球で“タマが生きている”という
ように、同じように歩いていも、“イ
キた歩き方”になり、人と談笑してい
るその笑いも“イキた笑い”になる。

　遠藤久雄「いかす十代　10のポイント」『若人』

第８巻第３号「特集　いかせハイティーン」　

　　学燈社　1962年　p.13

　　断然イ
﹅

キ
﹅

で、てんでイ
﹅

カ
﹅

シ
﹅

て、しか
も同じワーナーのスターであるスザン
ヌ・プレシェットにはイ

﹅

カ
﹅

レ
﹅

っぱなし、
と定評のハンサムな碧眼スター、トロ
イ・ドナヒューが、「サーフサイド６」
のステージへ絵に書（＊原文のまま）
いたようなブロンドのフラッパーを昼
食に招いたと云うので、スタッフの
面々は目下ド肝を抜かれた形だそうで
す。
　　「イキで、イカれて、イカす男――トロイ・

ドナヒュー」

　　『映画ストーリー』第11巻第９号（通巻第

133号）　雄鶏社　1962年９月　p.204　
　
　また土田耕督は、「風流と対をなす「い

　　『AM』2020年６月14日（https://am-
our.com/sex/588/17158/）） は、「オル
ガズム」である「イク」の語源を、「精
（き）がいく」、「精（き）を遣る」（『好
色艶語辞典』）に求めている。
　　そのうえで、春画の詞書には、「き
がいく」、「きをやる」ということばが
頻出するとするが、それらがいつから
使われたかを特定するのは厳しいとす
る。また語源上は、「イク」は、「逝く」
ではなく、「「精神や心がここではない
所へ行ってしまう」というオルガズム
の興奮や緊張からの解放を心理的に表
現したのではないか」と結論づける。
　　ただし、「性交渉中の快楽を仏菩薩
の恵みと重ねたり、未知なる「死」に
重ねることがある」と補足している。
28　いかせる（行かせる）：［動］（「行く」
に使役「せる」をつけたもの）性交し
てオルガスムスに達するようにする。
語感が卑猥。
　　米川明彦『日本俗語大辞典』　東京堂出版　

2003年

29　九鬼は、『「いき」の構造』（（全注釈　
藤田正勝）講談社　2003年（原著は
1930年））において、「いき」、「意気」、
「粋」の連環を示している。たほうで、
「いかす」と「いき」には、「いく」を
軸とした語源上の堅固なつながりがあ
るわけではない。
　　ただ、下記に示すとおりその響きの
近似性ゆえに、「いかす」が「いき」
を喚起したことは、考慮に値する。本



49特別論文　「いかす」の美学──異化した世界を、同化する

されることなくおり重なって、石原と
いう一つの全体をなしている。

38　なかば語呂合わせであっても、「い
かす」と「いかれる」をかかわらせる
記述は、下記のとおり散見される。

　　殺し屋スタイルにはイカスかもしれ
ない　しかし十代を代表するスタイル
はこれではなかった　この夜イカレた
十代のスタイルは　決してイカレては
いなかったのである

「ティーン・エージャーがイカスとき」

『サングラフ』第11巻第11号（通巻120号）

（1961年11月１日号）　

サン出版社　1961年　p.37

　　イカすのがオーバーして“イカれて”
しまってはいないか……。

　　ぼくはどうもモテない。これはどこ
か“イカさない”ところがあるからで
はないか。
遠藤久雄「いかす十代　10のポイント」『若人』

第８巻第３号「特集　いかせハイティーン」

　学燈社　1962年　pp.12－17

　　断然イキで、てんでイカシて、しか
も同じワーナーのスターであるスザン
ヌ・プレシェットにはイカレっぱなし、
と定評のハンサムな碧眼スター、トロ
イ・ドナヒューが、「サーフサイド6」
のステージへ絵に書いたようなブロン
ドのフラッパーを昼食に招いたと云う
ので、スタッフの面々は目下ド肝を抜

き」」という美意識を、概念史を編み
つつ考察している（「風流・いき――
江戸の美意識」美学会編『美学の事典』
丸善　2020年　pp.88－89）。

　　『万葉集』において、「風流」とは、
「脱俗の遊びを遊びとして感受する能
力」であり、「意気」は、「風流を発揮
するうえでの宴の趣向を許容する遊び
心を指している」。また、近世に「復活」
した「意気／いき」は、「江戸期の遊郭」
において「非日常を享楽する条件」で
あり続けた。
　　土田に即すならば、「いき」は、イ
マジナティヴな時空間を生きる態度を
含むという点で、「いかす」とも、「かっ
こいい」とも、通じている（「かっこ
いい」とイメージとのかかわりにかん
しては、春木2017、春木2020、春木
2021b。

30　九鬼周造（全注釈　藤田正勝）『「い
き」の構造』講談社　2003年（原著は
1930年）
31　九鬼『「いき」の構造』、p.39
32　九鬼『「いき」の構造』、p.40
33　九鬼『「いき」の構造』、p.40
34　九鬼『「いき」の構造』、p.39
35　春木2021aを参照。
36　くわしくは、春木2021bを参照。
37　たとえばいかす石原を、こんな風に
も見えるしあんな風にも見えると説明
しうるのは、事後的な分析による。「い
かす」と感じるその瞬間には、石原に
まつわるさまざまなイメージは、分離



50 特別論文　「いかす」の美学──異化した世界を、同化する

る。辞典の語義分類には、たとえば、
以下がある。

　
　いかれる：〔自ラ下一〕
　（もと「行かれる」の意か）
　（１ ）してやられる。先手を打たれる。
〔日本隠語集｛1892｝〕

　（２ ）物が古くなって役に立たなくな
る。こわれたりしてだめになる。
また、生き物が死ぬ。〔隠語全集
｛1952｝〕

　（３ ）生意気な様子をする。不良じみる。
〔隠語全集｛1952｝〕

　（４ ）頭の働き、考え方などがまとも
でなくなる。ふぬけになる。〔隠語
全集｛1952｝〕

　（５ ）心を奪われる。夢中になる。
『日本国語大辞典』（第二版）、

JapanKnowledge, https://japanknowledge.

com，（2021年９月27日参照）

　いかれる：［動］
　①してやられる。先手を打たれる。
　② 頭の働き、考え方などがまともでな
くなる、おかしくなる。馬鹿になる。
狂う。

　③ 古びて悪くなる。こわれてだめにな
る。

　④夢中になる。
米川明彦『日本俗語大辞典』

東京堂出版　2003年

　　また、先の記事には「いかれポン

かれた形だそうです。
　　＊「書いた」は、原文のまま
　　「イキで、イカれて、イカす男――トロイ・

ドナヒュー」『映画ストーリー』第11巻

第９号（通巻第133号）　

雄鶏社　1962年９月　p.204

39　しばしば「いかれる」は、「いかれ
た」、「いかれている」というかたちで、
ある状態を表すが、そのばあいは、「い
くことができている」と言いかえられ
るであろう。
　　いずれにせよ、「いかれる」の「れる」
を可能の意味でとるならば、「いかす」
＝「いかれさせる」という同記事の主
張は、「相手」を「いく」状態にさせ
るという点で、すでに多くの辞典の説
明に見られる、「いかす」＝「いかせる」
という主張と一致する。
40　『日本俗語大辞典』の「終戦後、不
良仲間から一般に流行」という記述に
即せば、「いかれる」、あるいは「いか
れている」ことは、「ぶっとんでいて
よい」というしかたで、一定のコミュ
ニティ内でのポジティヴな評価であっ
たかもしれない。
41　『日本国語大辞典』をはじめ、多く
の現代の国語辞典では、「いかれる」
の第一の意味に、「人に先を越される。
してやられる。」という意味が挙がっ
ている。この第一義に原義が残存して
いると見るならば、「いかれる」の「れ
る」がもともと受け身の意を持つとい
う語源上の解釈は、有力であると言え
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かれる」状態を想定するにふさわしい。
つまり、いかす者が「いく」ことによっ
て、「相手」は「いかれる」状態になる。

　　ただし、いかす者が「相手を「いか
れさせた、ボーッとさせた、圧倒した」」
という表現は、可能でとるばあいの状
態にも適用できなくはない。つまり、
「いかす」者は、「相手」を「いくこと
ができる」ようにすることで、「いか
れる（＝ボーッとする、圧倒する）」
状態にする。したがって、同記事が、「い
かれる」の「れる」を可能でとってい
るか、受け身でとっているかは、判然
とはしない。

43　ただし、「れる」の用法を可能でと
るばあいと、受け身でとるばあいとで
は、隔たりの両端の地点が異なるつま
り、どこからどこまでの隔たりなのか
が、異なる。それらの隔たりは、だれ
がどこからどこまで「いく」のかに沿っ
ている。

　　「れる」を可能の意味（いかれる＝
いくことができる）でとるばあい、「い
く」のは、すでに述べたとおり第一に、
いかれる者である。このとき隔たりと
は、常態や標準から、それらを超える
ことができる、いかれる者までの、隔
たりである。

　　受け身の意味でとる（いかれる＝先
にいかれる）ばあい、「いく」のは第
一に、いかす者である。逆に、いかれ
る者は、「いく」ことにかんして先ん
じられる者であり、このとき隔たりと

チのいかれ」と説明があるが、た
とえば『日本国語大辞典（第二
版 ）』（JapanKnowledge, https://
japanknowledge.com ,　（2021年９月
27日参照））の「いかれぽんち」の項
目は、「「いかれ」はしてやられること、
間抜けの意」とする。たほうで、「ぽ
んち」は「ぼんち（坊っちゃん）」の
変化した語であり、結果「いかれぽん
ち」は、「かるがるしくやすっぽい男。
調子のくるった男」だとする。
　　『日本俗語大辞典』（東京堂出版　
2003年）もまた、「いかれぽんち」を「い
かれ」と「ぽんち」の合成語であるとし、
「軽薄で間抜けな男」と説明したうえ
で、「1950年頃の流行語」であるとする。
42　こうした劣等性の表現に連なるしか
たで、たとえば『日本国語大辞典』の、
第二義「こわれたりしてだめになる」、
第四義「頭の働き・考え方などがまと
もでなくなる」もまた、とらえること
ができるであろう。つまり、「いかれる」
とは、あるべきありかた、備えるべき
機能や能力とひき離された状態だとい
うことだ。
　　第四義では、「Aにいかれる」とい
う表現がしばしば使われるが、そのば
あいは、Aに「頭の働き」や「考え」
をもってい

・

か
・

れ
・

る
・

状態だと言うことが
できるであろう。先の記事の、いかす
者が「相手を「いかれさせた、ボーッ
とさせた、圧倒した」」という表現は、
こうした受け身でとるばあいの、「い
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にいかれる」（受け身）からこそ、「い
くことができる」（可能）ようになる。
逆に、「いくことができる」（可能）か
らこそ、「先にいかれる」（受け身）こ
とができる。「先にいかれる」（受け身）
は、いかす者に対する志向性を内包し
ており、「いくことができる」（可能）は、
「いかす」者への感受性を内包してい
ると言ってもよい。

　　こうして、「いかす」と感じること、
あるいは、「いかれる」ことにおいて
は、「いく」ことと「いかせる」ことが、
「いく」ことと「先にいかれる」ことが、
交叉する。むしろ、そうして感じるも
のと感じられる（感じさせる）ものが
渾然一体となることこそが、感じるこ
とばの特質であると言える。

　　つまり「いかす」は、統合論上の構
造は、他者化の経験を導くという感じ
ることばの意味論上の傾向を映してい
ると言える。

44　『日本俗語大辞典』は、「いける」の
意味を四つに分類している。

　いける：［動］①物の質や味が上等で
ある。転じて人にも言う。②話が通じ
る人物である。③酒がかなり飲める。
④十分やっていける。大丈夫である。
優秀である。
　米川明彦『日本俗語大辞典』　東京堂出版　

2003年

　　第二義の「話が通じる人物である」

は、いかれる者から、それを超えるし
かたで「いく」行為の主体であるいか
す者までの、隔たりである。
　　しかしこのばあい、いかれる者は、
いかす（＝いく）者に比して、より「い
かな

・

い
・

」者であるにもかかわらず、常
態や標準からは隔たっているとみなさ
れ、結果上、「いかれる」は、常なら
ざる状態の表現たりえている。つまり、
二重の隔たりが生じている。
　　逆から言えば、「れる」が受け身で
あるばあい、いかれる者は、いかす者
に先んじられながらも、まったく「い
かない」わけではなく、いかす者に遅
れをとりながらも「いく」と考えるこ
とができるであろう。あるいはすくな
くとも、いかす者を志向するしかたで、
「いこう」とする。言いかえれば、い
かれる者は、いかす者に、いっぽうで
置いてい

・

か
・

れ
・

、たほうで持ってい
・

か
・

れ
・

る。こうしたいわば半裂きの状態は、
まさに「ボーッと」したと表現するに
ふさわしい。
　　「れる」が可能のばあいも同様に、
いかれる者といかす者がともに「いく」
者であると考えうる。すなわち、いか
す者は、いかれる者に先んじてみずか
らが「いく」ことによってこそ、「相手」
を「いくことができる」ようにする。
　　そうするとき、「れる」を可能でと
ることと、受け身でとることは、連結
するしかたで両立する。つまり、いか
す者の「相手」は、いかす者に、「先
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用語の基礎知識1997年版』若者用語「い
けてる　調子がいい。うまくいってい
る。いい線いっている。いい感じだ。」
米川明彦『日本俗語大辞典』　東京堂出版

　2003年

　　「いける」、あるいは「いけてる」の
ヴァリエイションが、1990年代以降に
出てくる。

　いけメン：［名］（「いけてるメン」の
略で、英語menと「面」をかけたもの）
かっこいい男（達）。「イケメン」と表
記する。◆『現代用語の基礎知識2001
年版』若者用語「イケメン　いけてる
男（たち）」

　いけいけ：［名］①いかにも遊び人風
な派手な服装や化粧をしているさま。
またその女性。軽蔑したことば。1990
年代初めからよく使われ出した。――
（中略）――②いけいけどんどんに同
じ。

　いけいけどんどん（行け行けどんど
ん）：［形動］行き当たりばったりで、
やたらに威勢がいいさま。「いけいけ」
とも言う。
米川明彦『日本俗語大辞典』　東京堂出版

　2003年

45　「いかす」を「いかせる」ととるば
あい、すでに見たとおり、いかす者は、

は、すでに論じた『陽のあたる坂道』
のせりふと一致しており、じっさい用
例に、原作から「いけるってのはね、
話が通じるってことさ、気取らないで、
適当に親切で、適当に意地悪で」が引
かれている。
　　たほうで、『新修　隠語大辞典』（皓
星社　2017年）は、「いける」の意味
を「よい」であるとし、『青年心理』
1955年７月号（６巻７号）の「学生の
流行語・隠語」に載っていると報告す
る。それをふまえれば、「いける」が「い
かす」と同時期に流行していたことに
なる。
　　「いける」から「いかす」が派生し
たかどうかは定かではない。が、すく
なくとも、両者は類語とみなされてい
たのではないか。だとすれば，川地が
両者を混同したのは、やはりとっぴな
ことではない。
　　また、「いける」は、後年に現れる「い
けてる」に連なる表現でもありうる。

　いけてる：［連語］服装や行動などが、
かっこいい・おもしろい・よい。また
服装がおかしくないなど単に「それで
いい、認める」という意味でも使われ
る。「めっちゃいけてる」というかた
ちでよく使う。否定形「いけてない」
もよく使われる。関西弁で、1996年頃
テレビ番組から流行。〈類義語〉グッド・
ばっちグー・ばっちし・ばっちり・め
ちゃいけ。――（中略）――◆『現代
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ステージに次々登場してくるティー
ン・エイジャーたちは趣向をこらした
服装や何の飾り気もないGパン・スタ
イルなどとりどりだが　意外だったの
は　いろいろとりざたされる彼らが　
ハニかんだり　モジモジしたり　顔を
赤くしたり……　もちろん大歓声や拍
手や笑いの中にゆう然と投げキスをす
るのもいる　そんな中でえらばれた十
代はいかにも十代らしいスタイルで　
それがたしかにイカシていた

「ティーン・エージャーがイカスとき」

『サングラフ』第11巻第11号（通巻120号）

（1961年11月１日号）　サン出版社　p.35

遠藤久雄「いかす十代　10のポイント」『若人』

第８巻第３号「特集　いかせハイティーン」　

学燈社　1962年　pp.12－17

51　大和田俊之『アメリカ音楽史　ミ
ンストレル・ショウ、ブルースから
ヒップホップまで』　講談社　2011年　
pp.157－159
52　ジョン・M・グレー「日本の「いかす」
若者たち――近代性と伝統の結び目―
―」『国際情勢資料』第742号（1961年
11月４日号）　内閣調査室・委託編集　
内外情勢調査会監修　1961年　p.４
〔『サタデー・イブニング・ポスト』誌
（米）　1961年９月16日号〕
53　伊藤幸夫（デザイン）、佐藤昌彦（絵）
「イカす　秋のアクセサリー」『週刊明
星』第８巻第12号　集英社　1959年　
p.129

「相手」が「いくことができる」よう
にするという意味で、自身もまた、「い
くことができる」、すなわち「いかれる」
者でありうるという構造がある。たほ
うで、「いくことができる」こととは、
まさに「いける」ことでもある。けっ
きょく、「いかす」ことは、「いかれる」
ことであり、「いける」ことでもある
わけだ。
46　『デジタル大辞泉』「いける」の第一
義。
47　『日本俗語大辞典』「いける」の第四
義。
48　先（注43）に述べたとおり、感受性
と志向性が相互補完するとすれば、い
かす者もまた、「いくことができる」
者である時点で、やはり「先にいかれ
る」者である、ということだ。
49　ここで「世界」とは、他者たるも

・

の
・

の総体を意味する。世界はつねにすで
に在る以上、世界が開けることは、世
界があ

・

ら
・

た
・

め
・

て
・

在ることでしかない。
それは、言いかえれば、ものが他者で
あることを感じなおすことであり、も
のを生き生きとしたしかたでとらえな
おすことである。
50　その夜　この店はハイ・ティーンや
ロー・ティーンがうずまくようにつめ
かけていた　“十代のイカス・スタイ
ル・コンテスト”が行われる東京・銀
座のジャズ喫茶“ACB”の盛況ぶり
だ
　　店内に一段高くしつらえてある円形
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　白石　カッコイイの前は、イカしてい
るということばでしたよね。わりと
ジャズの好きな連中が「イカしている
んじゃない？」とか。それから、カッ
コイイというのが出てきたと思うんで
すよね。
石岡瑛子、佐藤忠雄、佐野寧、白石かずこ

「カッコよさの思想」『言語生活』（通号229号）　

1970年　p.２

55　ところが、ここから二百メートル離
れたところにあるいわゆる“ロカビ
リー喫茶”はどうだろう。

　　こちらは客のすべてがハイティー
ン、わずかにまじっているのがロー
ティーンだ。演奏する曲はこれまたす
べて、ハイティーンの民族音楽「ロカ
ビリー」調のものばかり。

遠藤久雄「いかす十代　10のポイント」

「特集　いかせハイティーン」

『若人』第８巻第３号学燈社　1962年　p.17

56　松島トモ子、田中幸子、吉岡久子、
鈴木恵美子、杉浦敏恵「ジャニーズと
ビートルズファン代表の対決　どっち
がステキ？　どっちがイカス？」『平
凡』21巻８号　平凡社　1965年

57　「あなたもヒップスターになれ
る！！！　イカすジャズ野郎のための
虎の巻」『スイングジャーナル』第19
巻第５号　1965年　p.128
58　「海外の話題　アメリカの女子学生
の間で流行している“ボーイハント”っ
てイカスわよ！！」『週刊平凡』３月

54　ぼく自身については、やっぱり、『陽
のあたる坂道』のジャズをうたう場面
が、イカス場面だったと思うけど、ど
うかなァ。

　　川地民夫（かわじ・たみお）「イカス仲だよ

裕ちゃんとぼく」

『女学生の友』第９巻第７号（1958年10月号）　

小学館　p.151

　　その夜　この店はハイ・ティーンや
ロー・ティーンがうずまくようにつめ
かけていた　“十代のイカス・スタイ
ル・コンテスト”が行われる東京・銀
座のジャズ喫茶“ACB”の盛況ぶり
だ

「ティーン・エージャーがイカスとき」

『サングラフ』第11巻第11号（通巻120号）

（1961年11月１日号）　サン出版社　p.35

　　爆発的で強烈なジャズのリズムに憧
れ、ある時はすさまじいスピードに陶
酔し、またエネルギーをむき出しにな
ぐり合いを始める。
　　このジャズとスピード、つまりオー
トバイかスポーツカー、そして男と男
の果たし合いの三つを、シェーカーに
ぶっ込んでカクテルをつくれば、それ
で若者を描いた映画ができるといわれ
るくらい。

遠藤久雄「いかす十代　10のポイント」

「特集　いかせハイティーン」

『若人』第８巻第３号　学燈社

　1962年　pp.12－13
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号）　1961年　pp.66－69　
68　めちゃくちゃに新しいものを追い求
めて、デタラメをやってのけた時代が
すぎて、やや保守的な考え方も芽を出
してきたようだ。たとえば、裕ちゃん
が、見合結婚論をぶったり、親孝行を
説いたりするのなどは、裕ちゃんの魅
力となっている。しかも彼がそれをふ
きとばすような芝居をやっているのが
いいのである。
　毎日新聞学芸部『スーパーティーン――十代

の行動』隆文館　1958年　p.136

69　「イカす野郎の条件」『明星』第９
巻第10号（1960年９月号）　集英社　
p.239

70　遠藤久雄「いかす十代　10のポイン
ト」「特集　いかせハイティーン」『若
人』第８巻第３号　学燈社　1962年　
pp.14－17
71　早川元二「子どもと流行語――流
行語の底にある粗野な闘争的感情」
『言語生活』1960年５月号　筑摩書房　　
p.31

72　野方昴『青春の反抗：孤独にたえる
哲学』　p.45
73　春木2021aを参照。
74　野方昴『青春の反抗：孤独にたえる
哲学』　p.41

75　野方昴『青春の反抗：孤独にたえる
哲学』　p.34

76　野方昴『青春の反抗：孤独にたえる
哲学』　p.34

77　野方昴『青春の反抗：孤独にたえる

29日号（３巻12号）　1961年　pp.50－
53
59　伊藤幸夫、佐藤昌彦「イカすアク
セサリー」『明星』８巻12号　集英社　
1959年　p.129

60　大鵬幸喜、浅丘ルリ子「対談　大
鵬さんてイカスのね」『週刊明星』３
巻６号（通号80号）　集英社　1960年　
pp.80－83
61　「島津久子さんは　イカす　お姑さ
ん」『婦人倶楽部』1960年８月号　講
談社　pp.95－98
62　「イカスでしょ！　さむらいスター
チャンバラ祭り」『少女』９月号（16
巻11号）　光文社　1960年　p.１（グ
ラヴィア）
63　「おひなまつりのプレゼント！少女
３月号はイカす７大ふろく！」『少女』
２月号（17巻３号）　1961年　pp.171
－175
64　「チョンマゲもいかすぜ！」『週刊
明星』４巻41号（通号167号）集英社　
1961年　pp.108－109

65　「橘クンの京日記　京都はイカすぜ」
『明星』10巻８号　集英社　1961年　
グラヴィアペイジ
66　「特集　和服のお色気はどこに?!　
腰の線の“くの字”がイカスのよ」
『週刊平凡』３月７日号（４巻10号）　
1962年　pp.50－53

67　「特集　映画会社も眼をつけた契約
結婚の実態　契約結婚ってイカスわ
よ!」『週刊平凡』１月25日号（３巻３
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如何。かみつれば、必ずのむ心也」」（注
84に記載の第一義にある）である。

84　『日本国語大辞典（第二版）』は、下
記のように意味を分類している。

　（１ ）力をいれて、また、一息に事を
行なうさまを表わす語。ぐいと。

　（２ ）物事がさしせまっているさま、
物事にゆきづまるさまを表わす語。

　（３ ）物事のすみずみにまで及ぶさま
を表わす語。すっかり。ことごとく。
じゅうぶんに。

　（４ ）他の状態や物事と大きくへだた
りのあるさまを表わす語。一段と。
はるかに。ずっと。ぐんと。

　（５ ）時間をあまりおかないで行なう
さまを表わす語。そのまますぐに。
たちまち。

　（６ ）心に強い衝撃を受けるさまを表
わす語。

　（７ ）苦しい時や不満のある時などに、
小さな声を洩らすさまを表わす語。
多く、打消を伴って用いる。

85　「兩手で馬をグッと高く」野花散人
『真田家豪傑三好清海入道』　立川文明
堂　1914年　p.131
86　「銃後の便りがグッと減りました」
『写真週報』176号　1941年　p.14
87　三浦禮吉「グッと堪えて七ヤマ越え
て一つ一つ頂上征服の氣分を滿喫する
んだヨ」『夫婦生活』14巻９号　家庭
社1953年９月　p.33

88　「グッとこみあげてくるものを―詩
―」田嶋定雄著、市川禎男等（絵）『文

哲学』　p.43
78　仁戸田六三郎もまた、「イカス」を、
瞬間における総合的な印象だとする
（注12）。
79　野方昴『青春の反抗：孤独にたえる
哲学』　p.47
80　さて、この闘争的な感情表出の仕方
は一体、どこから受け継いだものであ
ろうか。もちろん、それは生れつきの
本能的な闘争性の反映ではなく、それ
は現代社会の中に深く根を下した闘争
性の反映であり、直接には子どもへの
マイナスの影響を少しも考えないマ
ス・コミの大きな罪悪の結果であると
いえるだろう。
　早川元二「子どもと流行語――流行語の底に

ある粗野な闘争的感情」『言語生活』1960年

５月号　筑摩書房　p.34

81　ここで「世界」とは、他者たるもの
の総体を意味する。世界はつねにすで
に在る以上、世界が現出することは、
世界があらためて現出することでしか
ない。それは、言いかえれば、ものが
他者であることを感じなおすことであ
り、ものを生き生きとしたしかたでと
らえなおすことである。
82　『暮らしのことば　擬音・擬態語辞
典』（山口仲美編　講談社　2003年）、
『日本語オノマトペ辞典』（小野正弘編　
小学館　2007年）に項目がある。
83　『日本国語大辞典（第二版）』が挙げ
る用例のなかで最古のものは、「名語
記〔1275〕五「ぐっとのむといへる、ぐっ
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と」と感じさせるというはたらきかけ
を、描写しているともとらえうる。

94　「グッとイカスこのスピード」『サン
グラフ』11巻５号（通号114号）　サン
出版社　1961年　pp.13－15
95　梅谷啓介「グッとカッコよくなった
国産車」『週刊平凡』５巻47号　平凡
出版　1963年11月　p.10
96　「だんぜんイカした場面」（『女学生
の友』第９巻第７号（1958年10月号）　
小学館　p.151）、「テンデカ

・

ッ
・

コ
・

いい
よ」（阿部進『現代子ども気質』新論
評　1961年　p.254）、「 断然イ

﹅

キ
﹅

で、
てんでイ

﹅

カ
﹅

シ
﹅

て」（『映画ストーリー』
第11巻第９号（通巻第133号）　雄鶏社　
1962年９月　p.204）、「とにかく、ス
ゴイよ。長島選手と王選手は。だんぜ
ん、イカシちゃうな。」（『小学生』42
巻５号　1963年　p.110）
97　『日本国語大辞典（第二版）』での語
義の分類は、下記のとおりである。当
時の流行語が備えていたのは、俗語と
される【二】（３）であろう。

　【一】〔形動タリ〕 
　物事に対処したり意見を主張したりす
る時などに、態度をきっぱりとするさ
ま。また、周囲の反対などをおしきっ
てあえて行なうさま。決然。断乎。

　【二】〔副〕
　（１）きっぱりと。決然と。
　（２ ）（下に打消の語を伴って）決して。

ぜったいに。
　（３）なみはずれて。ずばぬけて。

字とことばの教室　５年生』　三十書
房　1955年　p.175

89　山崎努、杉浦幸雄「暮らし　その
とき、ぼくはグッときた」『二人自
身』３巻８号　光文社　1963年８月　
p.114

90　『日本語オノマトペ辞典』（小野正弘
編　小学館　2007年）は、「ぐっ」の
第二義を「押しこめられるように心に
強い衝撃を受けるさま」と表現してい
る。
91　「感じ」は、発話者にとって外側に
あるものや情況への志向を前提とする
（春木2021a）。逆から言えば、「グッと
くる」の成立と普及は、「グッと」が「感
じ」の一つへと登録されたことを意味
する。
92　一竜斎貞鳳、その他「お笑い３人組
対おトラさんチームのグッと笑わす
ぜ」『明星』７巻９号　集英社　1958
年　p.106
93　「ことわざ・名句の活用　適当に用
いるとグッと印象的！」岩田一男『ら
くに使える英語らしい表現400』　日本
語教育協会　1961年（重版）　p.206
　　ここでの「グッと印象的」は、印象
的であることの程度の高さを描写して
いるともとらえうる。しかし、「グッ
とくる」の流行を前提しているとすれ
ば、ここでの「グッと」は、「グッと
くる」のいわば省略形であり、「グッ
とくる」と

・

い
・

う
・

し
・

か
・

た
・

で印象的である
という風に、印象的である結果、「グッ
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える。
『日本国語大辞典（第二版）』　小学館　

JapanKnowledge（https://japanknowledge.

com）（2021年９月27日）

　① からだの一部または全体の感覚が失
われ、自由がきかなくなる

　② 電気などを感じてびりびりふるえる
　③ 心を奪われてうっとりとする。強烈
な刺激を受けて陶酔する

『デジタル大辞泉』小学館

　① からだの一部または全体の感覚を
失って、運動の自由を失う。

　②激しく興奮し、うっとりする。
　③ 電気などに触れて体がびりびりとふ
るえるように感ずる。
『広辞苑（第七版）』　岩波書店　2018年

　❶ 強い刺激を受けて体の感覚がなくな
る。麻痺する。

　❷ 電気などにふれて、びりびりっと震
える。

　❸ 強い刺激を受けて頭の感覚がなく
なったかと思うほどに興奮する。陶
酔する。

『明鏡国語辞典（第二版）』

　大修館書店　2011－2014年

　（一 ）強い（異常な）刺激を受けて、
からだのその部分の感覚が失われ
たようになり、正常に働かなくな
る。

98　『日本国語大辞典（第二版）』での語
義の分類は、下記のとおりである。当
時の流行語が備えていたのは、俗語と
される〔二〕の意味であろう。
　〔副〕
　 （「てんに」「てんと」などと同源か）
　〔一〕問題にならないさまを表わす。
　（１ ）もとから。はじめから。
　（２ ）（打消または否定的な表現を伴っ

て）まるで。まるっきり。てんから。
　〔二 〕程度のはなはだしいさまを表わ

すのに用いる俗語。非常に。とても。
「てんですばらしい」

99　石原裕次郎　浅丘ルリ子「国際電話
対談　ぐッとイカス！　ヨーロッパ」
『平凡』第15巻第10号　平凡社　1959
年　pp.261－262

100　「特集　かっこいい野郎ども」『平
凡』18巻３号　マガジンハウス　1962
年３月　pp.74－75
101　シビレちゃう！　イカしちゃう！　
‘62PUNCH
　「特集　‘62年型の魅

パンチ

力････　オンナがオトコ

をリードする　松島アキラ　《希望対談167

回》弘田三枝子」

『平凡』18巻２号　平凡出版　1962年　p.76

102　 （１）体の全体または一部の感覚が
なくなり、運動の自由がきかなく
なる。

　（２ ）正常な思考能力や感情、気力が
麻痺する。激しく感情が高まって
酔ったようになる。

　（３  ）電気などを感じてびりびりふる
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ること」であり、「感性的」とは、「感
性を働かせれば働かせるほど、よりよ
くとらえられる」（あるいは、「意識的
に深まりを追求することのできる」）
（『あじわいの構造』　p.61）という意
味である。

　　津上に即せば、「しびれる」の第三
義において、当のことばの感性化が果
たされていると言えるであろう。

108　『あじわいの構造』　pp.13－21
109　第三義、すなわち、感

・

じ
・

を表す「し
びれる」は、いつ成立したかは、精確
には不明である。『日本国語大辞典（第
二版）』は、「正常な思考能力や感情、
気力が麻痺する。激しく感情が高まっ
て酔ったようになる」（第二義）に、
「あくる障子の内、〈略〉見るよりぞっ
と身もしびれ」（浄瑠璃・平家女護島
〔1719〕三）、「お前のお影で、今朝は
惣身がしびれて力が抜て仕まったもの
ヲ」（人情本・英対暖語〔1838〕初・
五回）の例を挙げる。

　　どちらも、「身」が「しびれ」ると
いうかたちをとっていることに注意し
たい。『浄瑠璃・平家女護島』では、
おそらく恐怖で体が震えることの描写
であり、『人情本・英対暖語』では、「お
前」に魂が抜かれるほど惚れていると
いうコンテクストがあるが、寝床から
出られないという描写がある。

　　つまりこれら二つの例において、「し
びれ」は、比喩の側面がないとは言え
ないが、（体の）運動過剰、あるいは

　（二 ）強い刺激を受けて　うっとりと
なる。　〔（二）は俗用〕

『新明解国語辞典』　三省堂

103　福武敏夫「しびれ感総論　１.しび
れ感の意味と意義」　鈴木則宏編『し
びれが診える－エキスパートのアプ
ローチ』　中外医学社　2020年　p.３

104　『明鏡国語辞典（第二版）』　大修館
書店　2011－2014年
105　『新明解国語辞典』　三省堂
106　福武敏夫「しびれ感総論　１.しび
れ感の意味と意義」　鈴木則宏編『し
びれが診える－エキスパートのアプ
ローチ』　中外医学社　2020年　p.２

107　津上英輔は、とりわけ、もともと
病状を指示することば（たとえば、
nostalgia）が、意味の歴史的変遷を経
て、そのマイナス価値をプラス価値へ
と転化する傾向を指摘する（津上英輔
『あじわいの構造　感性化時代の美学』
春秋社　2010年）。津上はこの傾向を、
ことばの「感性化」の一つのありかた
であるとし、ひとの生きかたや社会が
感性化することと対応させている。
　　津上によればそもそも、「感性とは、
目や耳などの諸感覚器官と想像力とを
使って感じ取る働きであり、知性や意
志と並ぶ精神の働きのひとつである」
（津上英輔『あじわいの構造　感性化
時代の美学』春秋社　2010年　p.13）。
そのうえで「感性化」とは、「感性的
でなかったも

・

の
・

（対象）または目（主
体によるとらえかた）が、感性的にな
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月26日（新外映配給）。
117　1921－2001。ファッションディザ
イナー。

118　片山龍二『アイディア紳士』（「し
びれる」）　講談社　1963年　p.144－
146

119　片山龍二『アイディア紳士』　p.145
120　片山龍二『アイディア紳士』　p.145
121　片山は、こうしてイマジネイショ
ンを豊かに喚起される状況を「ムード」
と呼ぶ。たとえば1962年の『平凡』「かっ
こいい」特集記事の「遊びのムード」
という表現に見られ、また、先の園田
も使っていたこの「ムード」というこ
とばもまた、まさに新しい時代のムー
ドを彩ることばの一つであった。

　　「ムード」は、1950年代ごろに現れ
た外来語であり、とりわけ同年代の
「ムード音楽（ミュージック）」の流行
によって人口に膾炙していった（た
とえば、「BAND　BOX　荒井ノボル
とモダン･ムード」（『スイングジャー
ナル　８巻11号』　スイングジャーナ
ル社、1954年11月　p.36）、「 最近の
流行ムード･ミュージック」（『スイン
グジャーナル』10巻５号　スイング
ジャーナル社　1956年５月　p.22）、
「現代生活とムード・ミュージック」
（加藤秀俊。『中央公論』71巻13号（通
号820）　十二月特大號　中央公論新社　
1956年12月－１月　pp.128－133）。

　　音楽だけではなく、演劇や写真の用
語にも適用される（「第三章　テーマ、

運動不全に陥っていることの描写を旨
としている。それらとならぶ用例「な
にしろあの頃はスピードの美しさだけ
が私の全感覚をしびれさせてゐる最中
ですもの」（猟銃〔1949〕〈井上靖〉み
どりの手紙）は、まさにしびれのなか
に感じいっていくさまを描写してお
り、本論文で言う第三義にあたるが、
やはり1940年代の例である。
110　三角寛『懺悔の山窩』1942年　大
白書房　p.322

111　『夫婦生活』15巻14号　家庭社　
1954年　p.114
112　園田てる子『女性欲望論』　小壺天
書房　1959年　p.97
113　園田てる子『女性欲望論』　p.101
114　黒い、細いズボンに、黒いポロシャ
ツ、黒い靴と黒ずくめの服装は、一目
でそれとわかるビート族のユニホーム
だが、彼らが人生に求めるものは“瞬
間的”な快楽だけだそうだ。

　　「セックス･ルポ〝ねむり薬〟にシビれるビー

ト族」『平凡』16巻７号

マガジンハウス　1960年７月　pp.156－157

115　スピードとスリル！　きらめく太
陽と空のもと十代は猛スピードでつっ
ぱしる！スピードにしびれる十代の素
顔をさぐってみれば――

　　「特集／スピードにしびれる十代　暴走する

ハイティーン」『平凡』16巻９号　マガジン

ハウス　1960年７月　p.196

116　1959年のフランス映画 À bout de 
souffle の邦題。日本公開は1960年３
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批判された。
　　批判に即せばすなわち、ムード芸術
の作品は、ある「気分」にひたること
を含め、作品が享受される時空間を彩
るための道具にすぎない。ゆえに作品
の自律性が乏しいとみなされる。型は
まりの扇情効果によって型はまりの感
情にひたらせる、いわばまがいものの
芸術である。

　　このばあいムードとは、たんなる気
分ではなく、むしろ、一定の気分へと
向かわせる作用である。ムードに流さ
れつつムードに浸る観照者は、あらか
じめ快楽主義風に方向づけられた消費
に勤しんでいるにすぎない。

　　ムード音楽に対する批判は、そうし
た型はまりの情動行為を生みだすプロ
セスの全体に対してなされている。そ
れは、大衆の安易な情動傾向に対する
批判でもあり、その点で「ムード」は、
大衆性を内包した概念であるとも言え
る。

　　ムードがどういう気分に導くのかに
かんしては、一定の傾向がある。ムー
ド音楽は、映画とのかかわりが深い（野
口久光「ムード･ミュージックと映画
音楽の最近のヒット盤をめぐって」『そ
れいゆ』42号　ひまわり社1956年12月　
pp.241－245）。たとえば、ムード音楽
のムード作用それ自体は、当の音楽と
映画の特定のシーンとの結びつきに基
づいているばあいが多い。つまり、一
定の気分へと向かわせるムードの作用

ストーリ、プロット、及びムード」（ジョ
ン・ヴァン・ドルーテン著、河竹登
志夫訳『現代戯曲創作法』　早川書房　
1954年　p.42）、「写真　海浜ムード」
（秋山庄太郎、大竹省二『日本カメ
ラ』10号　日本カメラ社　1951年８月　
p.19、22））。くわえて、「ムード料理」
（清水桂一『たべものが生む若さ　美
容料理十二カ月』小壷天書房　1957
年　p.106）、「ムード文学」（『日本経
済情報』　創造社　1956年９月　pp.14
－15、）、「ムード小説」（「ムード小説
のニュー・モード」森本和夫『文学者
の主体と現実』　現代思潮社　1960年　
p.142）、「ムード広告」（藤本倫夫『宣
伝会議：marketing＆creativity』５巻
５号（通号50号）宣伝会議　1958年５
月　pp.52－53）、「ムード映画」（「本
格派ムード映画『恋人たち』特報」『映
画情報』24巻４号（通号81号）　４月
号　1959年４月号）、「ムード女優」（霜
川遠志『現代劇』第３巻６号　　現代
劇社　1957年６月　pp.35－47）とい
うことばも使われた。
　　つまり、「ムード芸術」（「ムード芸
術批判・田山花袋の「布団」」森秀人
『反道徳的文学論』　三一書房　1959年　
p.211）、あるいは「ムード文化」（「第
四期―ムード文化の進行と批評活動の
再生」浜田泰三『現代の批評』　三一
書房　1959年　pp.238－246）と表し
うる潮流さえもがあり、しばしばそう
した同時代の傾向は、商業主義的だと
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面は、イマジナティヴという意味で扇
情的な状況を一つのステレオタイプと
することになる。すなわち、「エロの
ムード」（浜田琉司「特集　映画にあ
らわれた性　観客とエロティシズム　
エロのムード」『映画芸術』６巻６号
（通号128）　編集プロダクション映芸　
1958年６月　pp.30－31）、「新婚夫婦
におくる夜のムード」（青木尚雄『結
婚生活のレイアウト（実用セックス講
座；第１）』　あまとりあ社　1959年　
p.63）、「新婚･七つのシンクス　その
ピンク･ムードの中のスリルと楽しみ」
（『週刊明星』２巻43号（通号66号）　
集英社　1959年11月　p.10）、という
風に。

　　その点で、流行語「ムード」は「ど
ことなく『黒い』。『ムード』が『オー
バー』だ。『ムード』とはムード『過
剰』のことなのか」（村島健一「世に
つれ流行語の二十年――『一億総ザン
ゲ』から『無責任時代』まで――」『潮』
62号　潮出出版　1965年　p.272）と
する村島の指摘は、言い得て妙である。

　　たほうで同時期に、「ムードのある
配色」（佐田栄子『若人』３巻12号　　
学 燈 社　1957年12月　pp.116－117）
という言いかたが出てくるが、このば
あい、Aに「ムード」がある、ないと
いうのは、Aが特定の気分Xに誘うか
どうかであって、ことさらに、型はま
りの気分であるXに誘うということを
意味しない。むしろこのばあいは、A

は、イマジネイションに支えられてい
る。
　　まさにそれ自体がイメージである映
画が、たとえば一定の音楽と一定の風
景（夕ぐれの波止場）、状況（恋人同
士が愛を語りあう）との結びつきを提
供する。そのうえで、当の音楽だけを
きくとき、風景や状況を、欠けている
ものという位置づけで想像しがちにな
る。この想像しがちになる、という傾
向こそが、ムード音楽の作用である。
　　くわえて、そのとき想像される風景
や状況は、たとえば、（このあとふた
りはどうなるのか、といった）それ自
体、イマジネイションをかき立てる風
景や状況である。つまり「ムード音楽」
には、とりわけイマジナティヴな状況
を想像させるというイマジネイション
の二重の介在がある。
　　逆から言って、音楽を介さないばあ
いも、たとえば片山の言うような「ムー
ドづくり」も同様に、こうかもしれな
いし、ああかもしれないというしかた
でイメージを喚起するという点で、イ
マジネイションの原理にのっとってい
る。先に「いかす」を分析したさいと
同様に、また園田の「イカす男」の事
例と同様に、ムードの中身は、映画を
見るように世界を見る、という風に映
画をはじめとした視覚メディアによっ
て方向づけられていたと言うべきであ
ろう。
　　けっきょく「ムード」がかかわる場
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マガジンハウス　1962年３月　pp.76－77

123　女の子A　会いたい　と思う、最
高にね。昨年なんか裕ちゃんファン
だったのよ。そいでねェ、写真なんか
ぜんぶ買い集めたことある。いまでも
残ってんのよォ、いまだって好きだけ
どね、夜なんか最高に夢みちゃう。

　　「新年特集　対談と座談会：あなたの「こと

ば」わたしの「ことば」　毎日ティーチン̶̶

子供の会話と戦後の流行語」『毎日新聞』

1966年１月３日　東京朝刊　pp.18－19

124　安岡（章太郎）　そういえば「カッ
コいい」とか、「バッチリ」とか、「最
低」とか、「いかす」とか、ああいう
のは全部軍隊でつかっていた言葉だ。
「嗚呼！　痴

へんなコトバ

語時代」『家庭画報』９月号

　11巻９号　世界文化社　1968年９月　p.150

125　当時の流行語の代表である「かっ
こいい」は、「恰好」というその語源
からして、まさに適合性を含意するこ
とばであった。くわしくは、春木2017
を参照。

126　『日本国語大辞典（第二版）』は、「ず
ばり」にかんして、下記の二義を挙げ
ている。

　（１ ）ためらわないで勢いよく、一度
に断ち切るさまを表わす語。

　（２ ）物事の急所、核心などを、する
どく、正確に衝（つ）くさまを表
わす語。

　　的中性を表すのは二つ目である。ど
ちらの意味においても、1900年以降の
文例のみを載せているが、「ずばりず

がことさらに独特の気分Xにいたらせ
るという含意をもつこともしばしば
である（「強烈な個性とムードのひと　
寄立薫さんのドレス拝見」『それいゆ』
50号　ひまわり社　1958年４月pp.192
－197）。
　　つまり、ムード（がいたらせる気分）
が内容上どういうものなのかにかんし
ては、型はまりでもありうるし、独創
的でもありうるという逆説がある。そ
うした両義性、逆説性においてムー
ドということばは、「スタイル」とい
うことばと似ている（たとえば、Aは
「スタイルがある」ことは、Aが、あ
る規範にかなっていると同時に、独創
的であることをも意味する。この問題
は、「かっこいい」論の文脈で考察し
うる。）。
122　篠原やす子「夫が酒を飲んで行っ
た一夜から私は絶頂感を知つた」『夫
婦生活』12巻１号　夫婦生活社　1951
年　p.58、押鐘篤「分泌液の“量と質”
は絶頂感のバロメーター」『夫婦生活』
15巻14号　1954年　家庭社　p.49、「オ
ルガスムス（絶頂感）」『性教育全集　
第10　初夜の知恵』　難波書房　1966
年　p.86

　　流行語をつくるのがはやい芸能界で
は、かっこいいにつづいて『絶頂だナ』
がはやくも流行のキザシをみせていま
す。これは「サイコウ」という意味です。
「特集　かっこいい野郎ども　平凡かっこいい

教室　流行に強くなる方法」『平凡』18巻３号
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教室　流行に強くなる方法」『平凡』18巻３号

マガジンハウス　1962年３月　pp.76－77

129　たとえば『日本国語大辞典（第二
版）』の「ぴったり」の項目は、下記
の五義を挙げている。

　（１ ）すきまなくくっつくさま、また、
一面にまといつくさまを表わす語。

　（２ ）すきまなく物を合わせたり、き
ちんと戸・蓋などを閉めたりする
さまを表わす語。

　（３ ）連続している音、動いているも
のなどが一点で完全に止まるさま
や、止めるさま、また、動いてい
る物が合致したり、物事の決着が
きちんとつくさまなどを表わす語。

　（４ ）物事がよく合っていて、似つか
わしいさま、適当なさま、また、
うまいぐあいに適合したり、適中
したりするさまを表わす語。

　（５）「びったり（２）」に同じ。
　　最古の用例は、第一義にある1773年
の『咄本・近目貫　榎』のものであ
る。本論文で問題にしているのは、第
四義であるが、1900年以降の用例のみ
が載っており、ほかの意味に比べて後
年に現れた意味であると想定される。

130　注128参照。
131　辞典の記述には以下がある（用例
は省略）。

　（１ ）抜け目なく、十分であるさまを
表わす語。「ばっちりいただく」 

　（２ ）ちょうど、具合のよいさまを表
わす語。「ばっちり決まった」

ばり」の項に、「（１）勢い鋭く、何度も、
未練なく突いたり切ったりするさまを
表わす語」という説明とともに、「名
語記〔1275〕八「ずばりずばりときる　
如何、すくはたれりの反、すくひられ
りの反」」の例がある。
　　おそらくそれをふまえて、『暮らし
のことば　擬音・擬態語辞典』（山口
仲美編　講談社　2003年）は、「ずばり」
を、「鎌倉時代から用いられた」とする。
127　なお、このことば（「ご名答」＊）
と同じころ（＊昭和22年（1947年））
に「そのものズバリ」ということばも
流行した。そちらは、やはりNHKの
クイズ番組「二十の扉」から流行する
ようになったものである。
　　＊春木が挿入
稲垣吉彦、吉沢典男監修『昭和ことば史60年』

講談社　1985年　p.97（引用箇所は靏岡昭夫

による。）

128　橫山泰三「ズバリ漫展」『漫画　:　
見る時局雑誌』　18巻２号　漫画社　
1950年２月　pp.10－13

　　松下紀久雄「☆色刷頁☆――ズバ
リッ法律相談」『法律のひろば』３
巻５号　ぎょうせい編　ぎょうせい　
1950年５月　p.６

　　また、ズバリそのもののときは、パ
チンと指をならして『ピタリゲン本舗』
と、タイミングよろしく発音すれば、
会話はこのうえもなくたのしいムード
につつまれるでしょう。
「特集　かっこいい野郎ども　平凡かっこいい
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133　注128を参照。
134　ただし、注意すべきは、期待や欲
望が満たされることの肯定感情は、か
ならずしも、内容上肯定的な応えを得
られたことに基づいているわけではな
いということだ。応えが成立している
こと自体による満足であり、こうした
満足が削がれるのは、応えがいわゆる
応えになっていないとき、である。

135　『デジタル大辞泉』（小学館）「ばっ
ちり」の項目

136　ただし、流行語が、それが表現す
るものに適合するのは、感じを通して
ではないばあいもある。たとえば以下
のばあいは、「カッコイイ」が、「かっ
こう」が「よい」であるという点で、
分析的に、内包をより直接に表してい
ることを、「ずばり」と表現している。

　　カッコイイというのはずばりですよ
ね。姿かたち。
石岡瑛子、佐藤忠雄、佐野寧、白石かずこ

「カッコよさの思想」『言語生活』（通号229号）　

1970年　p.４

137　以上あげた言葉で特徴的なのはと
にかくみんなまとまった文章でなく、
一語でズバリいいあてていることだろ
う。「［現代っ子］＝６　言葉づかい　
便利な“符号”に」『読売新聞』1962
年６月11日号　３面

138　「日本の文化この百年＝流行語　
「ハイカラ」（明治）　「文化」（大正）　
世相・人情をみごとにキャッチ　い
まはズバリと感覚的に」『毎日新聞』

　『日本国語大辞典』（第二版）
　① 落ち度がなく、完璧で十分である様
子。「ばっちし」はよりくだけた感じ。

　② 閉じていたも物が大きく割れたり、
開いていた物が決して揺るがないよ
うにかたく閉じる音。また、その様
子。

　参 考　江戸時代、処女を奪うことを
「ばっちり割る」と言った。

　　いつの頃からか使われだしたカッコ
いいなるコトバ。今や日常会話に定着
したようだ。似た表現として、ニクイ、
イカス、バッチリ等があるが、カッコ
いいはその良さがパーフェクトでなん
とも、ごく軽い気持で使われ、現代風
俗語としてカワイコちゃんなるコトバ
とともにこれからも使われてゆくだろ
う。
松村勝男「松村勝男による恰好̶̶恰好良いと

カッコいい」『SD̶̶ここから始まる̶恰好』　

1972年　p.14

　また、注124も参照。
132　わちさんぺい「バッチリさん」『た
のしい三年生』４巻２号　講談社　
1960年５月　p.141、小林鉦明　「バッ
チリゆこう一気に故郷へ東北から関
東へ」『十九才・ニッポン：日本一
周自転車旅行』　大和書房　1963年　
p237、よこたとくお「ばっちりパコ
ちゃん」週刊少女フレンド　３巻16
号（通号117号）　講談社　1965年４月　
p.59
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人っきりのときの言葉としては、その
場合に一番合っていたような気がして
感激したそうだ。
「流行語百年」『毎日新聞』1968年４月13日号　

東京朝刊　15頁　１段目　毎日新聞社

144　このごろの子供や若い人の喋る流
行語も私は大好きなのだ。神経にぴっ
たりくるからだ。――（中略）――現
代のそれらの言葉たちはみんな生きて
跳ねをどってゐて、感じがぴったりし
てゐて魅力を持ってゐて、一度覚えて
使つてしまふともうそこの場所には他
の言葉は使えなくなる。
森茉莉「カッコイイ　ぴったりくる言葉」

『展望』125号　筑摩書房　1969年５月　p.12

1962年11月19日　東京朝刊　10頁　１
段目
139　「（80）流行語＿みんなで考えよう」　
『朝日新聞』1964年７月19日　東京朝
刊　19頁　１段
140　「その言葉と一緒にピッタリと結び
ついている人生観や社会観、そのあら
われとしての生活感情が、子どもの世
界で流行した」という流行語の底にあ
る本質をとらえ、考えることではなか
ろうか。
早川元二「子どもと流行語――流行語の底にあ

る粗野な闘争的感情」『言語生活』

1960年５月号　筑摩書房　p.30

141　よくよく考えてみるとこの「イカ
ス」なる言葉の意味はなかなかつかめ
ない。
　　「素晴らしい」「魅力的だ」などとい
う意味なのだろうが、こう説明してし
まうと、なにか味もそっ気もない。い
わゆる感覚的にピッタリとこないの
だ。
　　「“いかす”ということば」『若人』第８巻

第３号「特集　いかせハイティーン」学燈社　

1962年　p.23　

142　「ああ、かっこういい！」
　　車ごと空に舞いあがっていくような
すばらしさを表すのに、この流行語は
まさにぴったりしていた。

　羽仁進『未来っ子誕生：そのビジョンとプラン』

講談社　1963年　p.210

143　“カッコいい”という流行語が、そ
の子の気持ちをピタッと表現し、二




