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1. 緒言 

サッカーは世界各国で行われ、日本でも圧倒的

人気を誇るスポーツの一つである。その中で、世

界各国の人々は自国チームの応援にかけつけるが、

国によって応援形態は様々である。また最近では、

一部の熱狂的なサポーターによる選手への人種差

別発言が国際問題になるケースも少なくない。こ

うしたサッカーのファンダム並びにフーリガンの

研究は欧米や南米では盛んで研究の蓄積も多い。 

一方、海外サポーター研究のレベルで日本のサ

ポーター研究はなされていないのが現状だ。当然、

日本のサッカーにもサポーターは存在する。とり

わけ J リーグ発足以前には強烈な個性を持ったサ

ポーター組織があった。日本サッカー狂会である。

日本サッカー狂会は1995年までサッカー日本代表

のサポーターとして活動した組織である。つまり

現在の日本代表のサポーターをテーマにする上で

日本サッカー狂会の活動を明らかにすることは有

意義である。なぜならば現在のサッカー日本代表

のサポーター組織は何らかのかたちで日本サッカ

ー狂会の影響を受けて成立しているためである。

そこで、本研究では日本サッカー狂会を対象に、

日本サッカーの応援スタイルの変遷、サポーター

の変化について明らかにすることを目的とする。 

それによって、サッカー狂会が日本サッカーの

応援スタイルに果たした役割を考察したい。 
 

2. 研究方法 

研究方法は、サッカー応援の始まりから遡り、

サッカー応援の起こりから調査し、応援形態の変

遷を考察する。また、日本サッカーにおいては、

日本サッカー狂会を主に文献調査を行う。日本サ

ッカー狂会を取り上げるにあたり、日本サッカー

狂会が 1992 年まで発行していた雑誌”Football”

を用いる。現在、国会図書館に所蔵されているの

は 38 号（1976 年）以降だが、J リーグ発足直前の

日本代表の応援スタイルを検討するには問題ない。

これに加えて、過去の日本サッカーの応援やサポ

ーターに関する文献を収集・調査し、時代により

変化していく応援スタイルを明らかにする。それ

によって変化していく過程について考察すること

にする。 

 また、サッカー狂会の応援スタイルの時代区分

としては先駆け期、変遷期、現在期の 3 つに分け

た。これはサッカー狂会の組織の成立、展開、衰

退を示している。ただし、本研究では現在期も単

に衰退したのではなく、形を変えて影響を残して

いると考えている。 
 

3. 結果と考察 

3-1 日本サッカー史の概観 

日本にサッカーが伝来したのは明治期であった。

サッカーが日本に伝来した直後は、国民性にそぐ

わず、盛んに行われることはなかった。サッカー

が普及するのは日本の高等教育機関で部活動が定

着する 1890 年代のことである。明治 29（1896）年

に東京高等師範学校（現筑波大学）に蹴球部が創

設されたのをきっかけとして、日本各地の学校に

部が設立されていく。大正期には各地で大会も開

かれるようになっていった。 
サッカーは各学校で盛り上がりを見せていたも

のの、未だ全国的な統括組織を形成するには至っ

ていなかった。しかし FA から銀のカップを寄贈さ

れることになり、急遽、サッカーの全国的な組織

を設立しなければならなくなったのである。日本

にサッカーが伝来してから 40 年以上たってからの

出来事である。一方で、日本は歴史的にみてもア

ジアの中では先進国であるという自覚があった。

そのため、極東選手権で他のアジア諸国にサッカ

ーで負けている現状がプライドを逆撫でした。そ

のため、これを境にサッカーにも力を入れ始めた

と考えられる。 
日本では FIFAの加盟組織として日本サッカー協

会を設立したが、その際も政治的に純白な組織で

はなく、天皇の伝説にあやかり、日本らしさをア

ピールした組織作りを行っていた。ここにサッカ

ーが日本のナショナリズムと結びつくきっかけが

見て取れるのである。 
第 2 次世界大戦を越え、高度経済成長期の入っ

た日本では、様々なスポーツで全国リーグが開催

されるようになった。サッカーもまた昭和 40（1965）
年に全国的なリーグである日本サッカーリーグが

始まっている。さて、日本サッカーリーグ設立後、

日本代表チームはアジアで成績を残せるようにな

った。これをうけて日本のサッカー界は国内リー

グのプロ化に着手した。J リーグの設立である。 
J リーグ発足から次第に、サッカーの認知度も上

昇し国民的スポーツへと成長していった。平成 10
（1998）年にはフランス・ワールドカップに悲願

の初出場を果たした。平成 14（2002）年にはワー

ルドカップ日韓共同開催を経て、今や日本代表が

世界の舞台で活躍するのは日常的になっている。 
 
3-2 サッカーの応援スタイル～サッカー狂会～ 

3-2-1 日本の応援スタイルの先駆け 

1962年 12月 9日に行われた第1回三国対抗戦に

始まる。第一戦日本対スウェーデンが行われた。

この時に発足されたのが日本サッカー狂会である。

池原謙一郎らが中心となり、仲間を募ったのが始

まりである。当時からマスコミなどで有名であっ

た、“愛知のサッカー和尚”鈴木良韶とともに共闘

した。この時、鈴木が持参した横幕に「必勝！日

本 ゴール前で徐行するな 私設応援団日本サッ

カー狂会」とあり、この時から正式に会の名前は

確定したのであった。この試合から日本サッカー

狂会が誕生した。 
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3-2-2 日本サッカーの応援スタイルの変遷 

 1962 年に日本サッカー狂会が設立して以来、応

援の仕方も様々な変化を遂げていった。以下四つ

の項目に分類される。 

＜手拍子と小旗＞ 

最初のころはサッカー観戦をしていても声が出

ず、「よーい、はじめ！」式の手拍子（三拍子）の

応援スタイルだった。 

＜野球スタイル＞ 

第 7 回アジアユース大会（1965 年）の前後では、

情報も少なく、アドバイスもなくやむをえず「フ

レーフレー日本！」の連呼（十数人ほど）だった

がこれではいけないとばかりいろいろ考えたり音

楽家に相談をもちかけたりした時代であった。し

かし折にふれ応援幕だけはつくりスタンド最下段

に掲げた。またクラッカーやラットルなどの道具

を少しずつ使うようになったのもこのころだった。 

＜ニッポン！の連呼＞ 

試行錯誤の末生み出したのが「ニッポン！」を

11 回ほど連呼する方式だった。 

＜ニッポン！チャチャチャ！＞ 

今ではサッカー以外の競技でもやられているこ

の方式の由来について知る人は少なくないだろう。

そもそもの発端はワールドカップ・イングランド

大会（1966）の映画「ゴール」であった。「イング

ランド！チャチャチャ！」をはじめ多くの国のサ

ポーターがやっていたこの合唱のような応援が気

に入って数回映画館に足を運んだ。このやり方が

いいのでは？と思って狂会仲間に呼びかけたとこ

ろ同意を得て、早速やってみたのがたしかアーセ

ナル戦（1968、メキシコ本大会の前）であった。

その後もこの方式を続けているうちに次第に定着

していったのである。 

3-2-3 現在の日本サッカーの応援スタイル 

 現在、サッカーの応援の仕方はメディアや SNS

を通じて容易に知ることができ、サッカーのみな

らず、他競技に目を向け、良いところを参考にし、

自分たちのものにするといった傾向がみられる。 

サッカーに関しては欧米のやり方を参考にして

いると言われているが、その欧米のやり方を最初

に吸収したのが日本サッカー狂会なのではないか。

現代では、普通に見える応援方法も、60 年代や、

70 年代では考えられない応援方法であった。J リ

ーグの誕生を機に日本サッカー狂会は J リーグチ

ームのクラブサポーターの誕生によって、チーム

を持たない日本サッカー狂会は、衰退の道筋をた

どってしまった。しかし、J リーグサポーターがし

ている応援方法は、独自の応援方法もあるが、多

少は日本サッカー狂会の応援を模倣している。即

ち、団体自体は衰退しても、日本サッカーの応援

に影響を与え、今なおその流れが脈々と受け継が

れていると考察される。 

また日本代表を応援することは、それを通じて

日本人としてのアイデンティティを形成・喚起す

ることに大きく関与している。 

即ち、日本サッカーサポーターの根底には日本

サッカー狂会の活動があり、派生、伝播、進化し

ていった形が、現在の日本の応援スタイルへと変

化していった。そしてその応援こそが日本人とし

てのアイデンティティの形成に一因していると考

察する。 
 

4 まとめ 

 第一章では、日本へのサッカーの伝来と歩みに

ついてまとめた。 

第二章では、日本サッカーの応援スタイルに対

して、日本サッカー狂会を主に取り上げ、先駆け

期、変遷期、現代期の三つに分類した。 

先駆けでは主に、応援というよりはしばし観戦し

ているだけの状態であり、現在想像する応援風景

とはかけ離れた光景だったと考えられる。試行錯

誤を重ね、失敗と成功の両方を乗り越えていく時

期であった。 

変遷期では、日本サッカー狂会が主体となって、

応援の仕方を創意工夫していた。手拍子と小旗の

使用や、野球の応援スタイルを参考にすることや、

「ニッポン！」の連呼、「日本！チャチャチャ！」

を誕生させるなど、新しい応援方法を積極的に取

り入れていった。また、「ニッポン！チャチャチ

ャ！」がいまだにバレーが最初だと思っている国

民が多いことも分かった。この「ニッポン！」を

強調する応援方法は、日本人であるというアイデ

ンティティの構築に大きな影響を与えている。 

現代期では、SNS の普及から世界中の応援スタイ

ルを参考にすることができ、応援スタイルの発展

だけでなく、応援コミュニティの形成なども容易

になり、より観戦しやすい環境が誕生した。今後

も SNS を通じて様々なサポーター同士が連絡を取

り、お互いの応援のアイデンティティを確立して

いくと思われる。 
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