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Masaki Komori 

1970年代の日本を代表する若者雑誌である『宝島. 1 rポパイJ などを事例と
して，日本のアメリカナイゼーションの変容を考察した. 各編集関係者が雑誌
に与えたコンセプトの違い，広告経営モデルが誌面に与えた影響，読者による
読み替えなど. I送り手」と「受け手J のダイナミズムを分析することで， 日
本の「アメリカ」観が，対抗文化のような思想的理念から娯楽的な消費対象へ
と変容していく過程を明らかにした

This article investigates the transformation of Americanization of 
Japan by focusing on major fashion magazines in the 1970s including 
Tαhαrajimαa n d  Popeye. From analysis of the reception of readers， the 
messages of the magazines， and the advertising business models， this 
study reveals that the image of American culture have changed from 
external models in ideology (i.e.， counter culture) to commodities and 
entertainments. 

キーワード: アメリカナイゼーション. 若者雑誌，カウンターカルチャー. 消費文化，
平凡出版( マガジンハウス)
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はじめに

本研究は， 1970年代に創刊された日本の若者向け雑誌においてアメリカ
文化がいかに描かれ，読者はいかにそのメッセージ、を受け取っていたのか
を考察するものである. 初期『宝島j (晶文社， ]ICC 出版局， 1973年ー) およ
び rMade in U.S.A. catalogj (平凡出版， 1975年， 1976年)， rポパイ j (平凡
出版， 1976年よ『ブルータスJ(平凡出版， 1980年ー) という 70年代の若者
雑誌と読者の反応を材料に，サブカルチャーの観点から日本のアメリカナイ
ゼーションのー断面を描く.

l. 若者雑誌に見るサブカルチャーとアメリカナイゼーション

l. 1  本研究の意義
アメリカナイゼーション研究はその言葉の意味において二つの領域に分か

れている. 自由主義・共和主義やキリスト教など，アメリカ国内の社会シス
テムの意義に関する政治学的な研究と，アメリカの国際的拡張に端を発した
アメリカニズムの文化的な影響力を検証する研究である. 前者のアメリカ
ナイゼーション研究は 20世紀初頭における合衆国への移民の市民権など
をめぐり議論されはじめた 1) さらに，太平洋地域の植民地化が進むにつれ
て国際関係論的な研究が登場して，冷戦構造下にもこうした研究は続いた 2)

一方で、 1980年代半ばより，グローパリゼーションの進行と共にアメリカナ
イゼーションを鍵概念として社会学，文化研究，メディア研究など広範なア
プローチから政治経済システムから大衆文化までも含む広義の「アメリカ文
化j の意義を論じる研究がなされてきた 3) 本研究は後者の文化論的アメリ
カナイゼーション研究に位置する.
日本のアメリカナイゼーション研究もまた政治および文化の両面から考察

されてきた. 亀井俊介は， 日本は文明開化以来一貫してアメリカ文化を受容
し続けてきたと指摘しているが 4)，80年代以降には日本でも，文化論とし
てのアメリカナイゼーション研究が盛んになった.
なかでも本研究は， 日本人の「自己」および「他者J 認識を軸にした吉見
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俊哉による戦後日本のアメリカナイゼーション論に依拠し，サプカルチャー
におけるアメリカニズムを考察する. 吉見は，戦後の「アメリカ」イメージ
が暴力/ 消費文化として二極化され，後者の消費文化的アメリカが商品とい
うモノを媒介にデモクラシーの観念と結合し，ナショナリズムの再構成の過
程を経て変容したと指摘する. さらに， 70年代後半以降， iアメリカJ は日
常的に意識されることがない程に遍在するようになって日本に内在化された
と論じた 5)

吉見もまた，アメリカ文化の受容は戦前から戦後にかけて連続していたと
するが， iモノとしての商品とデモクラシーの観念が結合することによって
遍在化した近代性の極致J 6)としてアメリカニズムを定義した上で，戦後に
は受容の質的な変容があったという見方をとる. 戦後占領期以後，基地問題
など現実の暴力的側面が意識され始めたにも拘らず，それは 50年代を通じ
て沖縄など「一部地域」の問題とされ，その一方で，生活様式としての「ア
メリカ」は単純化と一面化によって人々の心を捉え始めたことで，両義的な
「アメリカJ イメージが生まれた. そして，目指すべき憧れの対象としてイ
メージされたこの消費主義的な「アメリカ」が次第に変容していく.
吉見は， 70年代の英語の“DISCOVER J  A P  AN" と80年代のカタカナ
の「エキゾチック・ジャパン」という広告を分析し 70年代後半以降，日
本社会は外国とりわけアメリカからの眼差しを意識し始め，従来の確固とし
た「自己/ 我々」自体が自己意識を暖昧化して存在を希薄化させた段階，つ
まり「自己= 他者化 (self-exoticization)J の段階へと至ったと論じる 7) そ
してこの認識の転回が，アメリカナイゼーションおよび人々の「アメリカ」
意識に極めて重大な変化をもたらしたとする. その典型として，ディズニー
ランドがフイクショナルな自己演出の舞台として日常生活の実践のなかに取
り込まれたことを考察し，日本人は「他者」として「アメリカ」を措定でき
なくなったとする. ここにおいて「アメリカ」とは既に， i日本人家族の目
指すべき理想の生活」というナラテイヴから，テーマパーク空間を編成する
「セグメント= テーマ」化の記号に過ぎなくなる 8) そして，この「ナラテイ
ヴからテーマ」へというアメリカ受容の重心移動を， iシンボルとしてのア
メリカ」から「システムとしてのアメリカ」への移行と呼んだ 9) つまり「ア
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メリカ」は，理念的なシンボルから圏内の社会システムを構成するー要素に
変わっていったというのである.
この「シンボルからシステム」論に基づき本研究は， 70年代以降の日本

のなかの「アメリカ」の構造的変容を示す例として， 70年代の若者文化・
サプカルチャ} 雑誌を分析する. その理由を，吉見が残した課題に即して
いえば，第一に，主流文化と同時にサプカルチャーを分析する重要性であ
る. 吉見は， 50年代に一般的な「青年J とほぼ同義で使われ始めた「若者J
とは「反抗的な問題含みの連中」と「大量生産品の消費者j という両義性を
持ち，彼が論じた主流文化とは別にその特質を考察すべきであると指摘した
吉見はサプカルチャーの文脈からアメリカナイゼーションを精査することを
課題としていたが，これまでにまとまった研究はなされていない.
第二に， iアメリカJ イメージの重層性と受容のダイナミズムを考察する
ためである. 吉見はまた，イメージの受容では送り手のメッセージが直接受
け手に届くわけではなく，寧ろイメージとは相互交渉の過程で生成される動
態なのであり，発信/ 受容のコンテクストのダイナミズムに着目する重要性
を強調する. 本研究は，伝達のコンテクストそれ自体を操作しようとするメ
ディアの語りに着目し，受容のプロセスを分析するために，雑誌の作り手と
読み手の相互交渉を考察する手法を採る.
本研究はアメリカナイゼーション研究に貢献すると同時に，さらに従来の
若者雑誌研究を時代的に補完する意義を有す. 雑誌研究一般においても，蓄
積が厚い戦前から戦時下の時代の雑誌研究に対して，戦後以降は蓄積が少な
く，なかでも， 70年代の雑誌に関しては未だ十分に議論されていない.
分析の中心となった平凡出版 10) 11) に関する先行研究は，戦後，読者が生
活に即した憧れを誌面に求めるようになったという視座を与えてくれる 12)

1945年に刊行された『平凡. ] 13)についての研究は比較的厚仁既に 51年に
鶴見俊介は，本誌が活字中心ではなくグラビアや三色刷などの視覚面を重
視した「見る雑誌」であると指摘していた 14) 江藤文夫はそれを発展させ，
66年に『見る雑誌する雑誌』という『平凡』研究を平凡出版から発表す
る15) 戦後すく.， i歌と映画の娯楽雑誌」を彊い刊行された『平凡』は，映画・
歌謡界のスターを戦前のような空想的・理念的な憧れの対象ではなく，読者
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が親近感を感じるべき対象として，大衆と同じ「生活者J として描いた. 江
藤は本誌が，人々の関心がフィクションから日常生活へと移行したことの反
映であると指摘した.
一方，近年の阪本博志らの研究は. w平凡』が他誌に抜きん出て成功した

理由を，視覚的誌面が「大都市東京」という人々の欲望の対象を映す鏡とし
て機能したからだとする. 阪本が特に強調するのは，本誌がラジオや映画な
どの他メディアとの連携，および投稿欄という形で「共同体的受容と共振
性」を実現した点である 16) それに対し夏井は. rw敗戦』と『戦後』をど
う乗り越えるのか，それが基本にあり人々が迷いながら，“新しい何か" ，“よ
りよい明日" という欲望の実現」を目指す時勢で，スターと読者の共通経験
として機能した「戦争体験j を重視する 17)

こうした読者と誌面との関係についての視座は 70年代の雑誌を考える際
にも重要であるが，さらに， r平凡J を晴矢として生まれた若者雑誌の受容
に見られる社会の欲望が，後続する世代でいかに変容したのかを考えるとい
う補完的な意義を本研究は持つ. 夏井は，当時の若者がアメリカ文化をいか
に受容したのか，雑誌がアメリカ文化をいかに表象したのかを考察している.
夏井がいう「戦後空間」の日本において，アメリカ文化は戦後占領期の混乱
を舞台に描かれつつも，飽くまでそれらの暴力性は不問に付され. r戦争体
験J という共通経験を媒介にして，ハリウッド俳優なども日本の俳優と絢い
交ぜにしてひとつの「スター文化」として受容された. この指摘は，吉見に
よるアメリカの暴力性の後景化の議論を出版の構造から考察したものといえ
る. アメリカ文化は，スターという「憧れるべき生活主体」の代表として
在ったつまり，復興期に「アメリカ」とは「雲の上の存在」という目指す
べき目標としての欲望の対象であり，具体的なモノとしてイメージされてい
なかったのである. 次節から事例を分析しながら，この時代の若者たちにイ
メージされた「理念としてのアメリカ」がいかに変容したのかという問いに
答えていく. 若者雑誌の歴史的系譜を辿ることで，看過されてきた 70年代
以降の時代にいかに日本社会における「アメリカJ への欲望が変容したのか
を議論し戦後の大衆・若者雑誌研究を補完したい.
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1. 2  本研究の事例
70年代を通じて多数刊行された若者雑誌のなかでも『宝島J と rMade in 
U.S.A. cata!og.l. rポパイ』および『ブルータス』は非常に強い影響力を持っ
た雑誌である. これらは当時の流行を生み出す誌面作りを成功させたとされ，
例えば『ポパイ』などは「部数の出ている優秀なサブカルチャー・マガジン」
と語られるように，多くの読者層を獲得してきた 18) 発行部数では. rポパ
イ』が 1978年 9月には公称 36万部. 80年 1月に公称 68万部と，飛躍的に
部数を伸ばした 19) さらに，それらに追隠する類似雑誌が多く生まれ，編
集に関わる人々や雑誌愛好家たちの間で「空前絶後の雑誌J ，ポパイ原理主
義者」などいう表現が用いられるところに後世への影響力が窺える 20) 一
方『宝島」は. 1973年の創刊当時には数千部程度のミニコミ誌であったが，
70年代を通じて部数を伸ばし，とりわけ 80年 8月号の誌面改革を契機に，
82年 2月には 15万部と発展を見せた.
また，これらはアメリカ西海岸ブームを代表する雑誌で、あった. 占領期か
ら50年代半ばの時期に対して 70年代半ばから 80年代は，音楽，ファッショ
ンなど若者文化を中心にした「アメリカナイゼーション第二派J 21) と呼ばれ，
これらの雑誌はこの時期の西海岸文化ジャーナリズムを牽引した.
さらに，編集者，ライターなど作り手には重複があった 22) 例えば赤田は，

，rF6セブンJ →『平凡パンチ』→『ワンダーランドj →『宝島』→ W S A
カタログ』→『ポパイ』→『ブルータスj →…」としてここに一つの系譜を
見る. 彼がこの系譜を「結局，木滑氏，石川次郎氏，小林泰彦氏，片岡義男
氏，寺崎央氏，松山猛氏などを中核とした少サークルから発生したJ 23) と述
懐するように，これらの雑誌は作り手が重なりあい，互いに交流を持ち，当
時の雑誌業界に広い影響力を持つコミュニティを形成していた.
これらの雑誌は「対抗文化輸入期」と「ライフスタイルマガジン流行期」
として特徴づけられる. 前者を代表するのが『宝島』であり，後者が『ポパ
イ』など平凡出版の活動である. 部数で見たとおり両誌の規模の差は大き
かったが，人的・誌面的な関係は深かった. r宝島』の編集長と『ポパイ』
のライターを同時期に務めた北山は nrポパイ』はJ r宝島』とは格として
ぜんぜん違うよ. 片方はマスの雑誌で. r宝島』はたかだか数千部の雑誌だ
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から. あそこ crポパイ.]J がカウンター・カルチャーというものと，メイン
のカルチャーが，はじめてクロスした瞬間」 ωと回顧している.

2. r宝島』における対抗文化の輸入
2.1 対抗文化的アメリカ史
l凹97η3年に創刊された『宝島. 1 2  

一を編集顧問に，片岡義男( 創刊ー 74年 12月)，小泉徹 (75年 1月ー 76年 6
月. 筆名・北山耕平) などが編集長を務めた雑誌であるお) 60年代に平凡出
版の『平凡パンチ. 1 (66-88年， 89年) で幻) その名を広めた植草による『ぼく
は散歩と雑学が好き. 1 (70年) がブームとなり，結果，植草に傾倒する同人に
より本誌は企画された.
創刊から 79年頃までの本誌はアメリカ事情に通じた編集者たちによって
作られた. 例えば日系アメリカ人の父を持つ片岡は自身でもアメリカ西海岸
の旅行記などを寄稿し北山は 1920年代の渡米作家の放浪記を著したりと
現地の雰囲気を伝えたお) この時期の誌面には，西海岸の対抗文化の影響
が極めて色濃い. 当時の日本に対抗文化の情報を届けようとしたのである.
この背景には，日本国内の対抗文化と彼らの理解するアメリカの対抗文化
とのギャップがある. 今防人によれば，アメリカの対抗文化は 1967年から
断続的に紹介されていたものの 音楽 ファッションなど一部に風俗面で流
行を生んだに過ぎなかった. 70年以後は，学生運動の行き詰まりからはけ
口を探した若者の増加や大阪万博での外国人の流入を契機として，対抗文化
に傾倒する若者が急増したが，それは思想よりは寧ろ風俗として流行したの
である. こうした歴史的背景で生まれた『宝島』は，思想面を重視した対抗
文化のメディアという側面を持っていた 29)

彼らがいかに「アメリカ」を描こうとしたのかを知るための格好の材料は，
建国 200年を記念した一連の大々的なアメリカ特集である. 特集「ビュー
テイフル・アメリカ J (76年 3月) 内の IA M E R I C A  1960-1968J における巻
頭の言葉でその趣旨が語られている.

若者雑誌と 1970年代日本における「アメリカナイゼーション」の変容 53 



どんな時代の，どんな社会でも，文化はその社会の仕組みゃ在り方を正
当化する「支配的文化J と，それらに叛逆し意義を申し立てる「対抗文
化」の 2つを含んでいる. ( …) その叛逆は外部の敵との闘いであるばか
りでなく，内的生活の中に巣食う内なる敵との闘いでもあった. つまり，
彼らの叛逆は内的生活，コミュニケーション，創造的表現の領域，新し
い肉体性の確立，政治の領域のすべてに及ぶ拡がりと，それぞれの根源
を問うラデイカルさをもっ( …).以下， 10年以上に及ぶ『もうひとつ
のアメリカ現代史』の軌跡を追ってみよう. 初)

本誌はこうした理念を掲げ， ドラッグ，ロック音楽から公民権運動，学生運
動，ベトナム反戦運動に至る対抗文化を軸にアメリカ社会を記述した.
スピリチュアルな世界観から「アメリヵ」が語られるのもその特徴であ
る. 同特集の「世界を掴まえるためのキーワーズJ(76年3月)では， I大事
なのはことばを肉体で覚えて肉体で理解」することだと身体性を強調しつつ，
ICOSMICJ ゃ IECOLOGYJ  ITRIP J などの精神世界的な用語を，アメリ
カ理解のための用語として紹介しているザ続く次号識五議スの招待状」
(同年 4月) では，伝記「意識の扉を叩いた人たち」を書いたカルロス・カ
スタネダを「アメリカが生まれ変わり始めたきっかけを作ったパイオニア」
として紹介している. ここには主流文化的な「アメリカ」理解を読み替えよ
うとする意図が読める 32) また，基本的には毎号「自分を発見する旅J(同
年 8月) や「ニュー・エイジに贈る S F本J(同年 10月) ゃなど精神世界が記
事の中心であるお)
これらの対抗文化の紹介は，翻訳や要約記事などによる「直輸入」ではな
く， 日本の読者向けに修正されていた. スチュワート・ブランドが世界各地
の生活様式を紹介した W hole Earth Catalog 34)をもとに. 北山は「全都市カ
タログJ(75年 3月. 以降別冊化) を特集した. 次節で詳述する「文化の商品
カタログ」化はここにルーツが見られる. また， I大麻レポートJ特集部)(77
年 12月) では大麻合法化運動について，吉本隆明ら文化人や各政党の意見
や弁護士による「大麻取締法は憲法違反」の主張を紹介したり，現在から見
ればいささか大仰に. 圏内の大麻所持合法化裁判を「文化戦争の開戦」とま
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で呼ぶ. このように， 日本の文脈に合わせっつ現地にあるべき理念的な「本
物のアメリカ」を表象していたのである.

2. 2  消費文化の兆しと「他者」としてのアメリカ
『宝島』は対抗文化の観点からアメリカ社会を読み替え，思想面を補完す
る試みを通じて日本のサブカルチャーにおける「アメリカ」イメージを形成
していた. しかしその一方で、，同時期の本誌には，ビートニクや大麻という
対抗文化だけではなく. rTV ランドは夢の国J(76年 6月). r漫画フリーク
大事典J(76年 9月) など娯楽文化の記事が増え始めているのは見逃せない点
であるお) 次節で詳述するが，娯楽性を全面に打ち出した『ポパイ』が創
刊された 76年を境に. r宝島J の誌面もまた大衆文化的になっていた. この
変化は両誌の制作上の関係を窺わせるものであり，また，消費文化としての
「アメリカ」の兆しを示している.
とはいえ. rポパイ J に比して本誌は飽くまで硬質な文体と極めて政治的

な主張で「アメリヵ」を解釈していた. 例えば，アメリカの漫画 Peanutsの
主人公チャーリー・ブラウンは「愛J と「やさしさJ を代表する存在とし
て，社会主義的階級観や「連帯」批判の文脈で紹介され. r君の感覚の扉を
もう少し開けるJ というような精神世界的な解釈が語られる 37) 小野耕世
は 1956年のアメリカでは一種の社会批評として Peanutsが流行したのに対
し.73年の日本での流行は主にキャラクター消費であったと指摘しているが，
『宝島』の記事には， 日本で娯楽として消費されつつある作品を，本国のよ
うに社会批評それも対抗文化という新たな解釈で再評価しようとする姿勢が
読み取れる 38)

本誌の対抗的かっ娯楽的な「アメリカJ観とは，飽くまで理念としての「ア
メリカJを目指すべき対象としており，つまり「アメリカ」を外部の「他者j
として捉えていたといえる. これを示唆するのが 文化を学ぶ方法について
の関心である. 例えばしばしば組まれた英語教育特集 39) (78年6月など)には，
アメリカ文化にどのように習熟すべきか，いかなる距離感を取るべきなのか
という関心が窺える. アメリカの児童向け英語教科書を紹介して文化理解に
即したコミュニケーション英語を啓蒙し圏内の英語教育を批判する. そし
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て反主流文化的な「アメリカ文化」に熟達するための道具として，現地の英
語教育法自体を輸入すべきだと主張する. 彼らの「立ち位置」は明らかに「ア
メリカj を「他者」として措定したものである. すなわち，この時点ではま
だ，編集者たちの捉えた「アメリカ」は読者の生活に内在するものではなく，
彼岸の他者としての「シンボルとしてのアメリカ」であった. さらに，当時
極めて高額なアメリカ西海岸への旅行広告が幾号にも渡り掲載されていたこ
とも，いかにも最終目標は現地であり「外なるアメリカ」であるのかという
ことを示唆している 40)

3. 平凡出版の活動とアメリカ型物質文化消費の流行
一一 WMade in U.S.A. catalogj， Wポパイ1 Wブルータス』

3. 1  ライフスタイルマガジンと脱思想，脱政治
平凡出版から 76年 6月に創刊された『ポパイ』は. r宝島』同様アメリカ
西海岸の文化を輸入した雑誌である. wポパイ』は同社の「ライフスタイル・
マガジン」として人気を博した『アンアンJ の男性版・別冊として企画され，
80年にはやや高い年齢層を対象とした『フソレータス』も姉妹誌として創刊
された. rブルータス』は大人の高級志向. rアンアン』はフランス志向など
と独自の特徴はあるが，それぞれ，海外の生活様式の紹介を軸にアメリカの
文化を紹介していた 41) ここでは『ポパイ』と続く『ブルータス』の誌面
を確認していきたい.
創刊から 80年前後までの初期『ポパイ』は，アメリカ文化の紹介を柱に，
特に西海岸の若者の生活を伝えた. 同じ西海岸でも『ポパイ』が『宝島』と
明確に異なる姿勢を見せたのは，アメリカの生活をモノを通じて表象しよう
とした点，そして政治や思想についての啓蒙的な態度を極力抑えた点で、ある.
ドラッグや精神世界といった対抗文化の「暗さ」を廃して. アメリカの大学
生活，スポーツ，バイクや車など，アメリカ文化の「明るい」側面を強調し
た 42) 対抗文化への極端な傾倒は「微塵」も見られない. 創刊号のカリフォ
ルニア特集で、編集長の木滑良久は宣言している.
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むずかしい話はとにかくとして，いま日本は，いろいろな意味で漂流状
態にあるのだそうです. いったい何をすればいいのか，どっちを向いて
歩いたらいいのか…. ( …) そこ〔当時のアメリカ西海岸〕には反対制だ
のシラケだのという空疎なものは微塵もなく，実に健康的で具体的生活
があったのです. ( …) この新しい雑誌は，すべての人間生活の原点は
「健康」であるということを軸にして，まったく新しく楽しいライフ・
スタイル・マガジンにそだててゆこうとかんがえています 43)

このように， r宝島』同様アメリカの若者文化を中心にしつつ，思想や政治
を明確に拒否した姿勢を打ち出した. 口語体や過剰な造語などの文体も含め，
非常にポジテイヴで娯楽的な内容である.
しかし両誌の人脈は深かった. r宝島J 編集長の片岡や北山は『ポパイ』

にも寄稿し在米アメリカ特派員も務めた判) だが宣言に明白なように，
木滑編集長，石川次郎副編集長らは意図的に雑誌のコンセプトを差別化し
た. 例えば 77年 9月の編集者コラムで「ポパイは理屈が大嫌いJ と再度強
調しているように，理屈に拘らず感覚を重視する態度を表明した. この姿勢
は，初期『ポパイ』が回顧される際の代表的な特徴でもある. I初期ポパイ J
のコンセプトで誌面を構成する 2009年の雑誌 mily Boy.] では， Iハワイが
好きな 50の理由」として一つ目に「理屈なしにハワイは楽しいアイランド。」
が，そして最後の 50番目にも「楽しいアイランド。ハワイには理屈なんか
いらない。」が挙げられている. より政治的なハワイ王国の植民や真珠湾の
歴史などの話題には一切触れず，ショッピングセンター，料理，サーフイン
などより感覚的な娯楽のみを対象としていることは象徴的である?
創刊宣言の通り， rポパイJが発信したアメリカ文化理解の態度は「空疎」
でも「反体制でもシラケJ でも対抗文化による観念でもなく， I具体的なJ
モノすなわち物質文化的な「アメリカ」である. この発想源は，木滑らが
75年に刊行した rMade in U.S.A. catalog.] と翌年に刊行した rMade in U.S.A. 
catalog-2.] にあった.
『ポパイ』創刊前年の 75年，木滑らは読売新聞社から「男の一流品」をテー

マにした『週刊読売』別冊を依頼され， Iアメリカの物品カタログ誌」とし
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てこれらを刊行した. これが『ポパイ』の前身である. この時のアメリカ取
材で石川は， r物質文化にアメリカという国の本質がある」と考え，ハンマー，
熊手やキルトなどの日用品をひたすら並べることで，手仕事の文化からア
メリカという国を表象するという着想を得た 46) 先に挙げた W hole Earth 
Catalogの日本版といえる特集が『宝島J では組まれたが，本誌は謂わばそ
の脱対抗文化版である. 実際，石)11らは対抗文化にも造詣が深く，他誌『平
凡パンチ』の編集では現地取材を敢行したほどである 47)

本誌巻頭で石川らは，この本は「モノそれ自体を求めるための資料j では
なく， r  < アメリカ〉の若者たちが( …) 作りだした道具を知ることによって，
一種の文化的共感を得るためのコミュニケーション・メディア」と説明し，
また他所でも「アメリカ合衆国ほど『街』と『物』にたよって生きている( …)
国はないだろう. このことは合衆国の一般的なイメージとは反するようだけ
どそうなのだ」と述べたように，彼らはこれまでの日本で馴染みのない「物
質文化」という観点から「アメリカ」イメージを刷新しようとしたのである.
それは，彼ら自身深く関わってきた対抗文化からの脱出を図ったともいえ
るω. 石川たち自身，健康でスポーツ志向なアメリカの若者同様に「転向」
したこの試みは，いずれ『ポパイ』に結実した 49)

3.2 都市文化表象と「文化の商品カタログ」化
『アンアンj から WMade in U.S.A. catalog.]. Wポパイ 1 WブルータスJ

に至る過程で確立された最大の特徴はカタログ誌面である. “magazine for 
city boys" と銘打つて都市型生活をコンセプトにした『ポパイ』においては，
アメリカ都市部の文化がモノ= 商品によって描かれることになるのは自然な
流れであった. そして. 70 年代を通じて次第にこれらのライフスタイル・
マガジンは，いわば「文化の商品カタログ」へと傾斜していくのである.
「文化の商品カタログ」の基本的な構造は，ジャンル毎にモノを配置して

理想化された生活様式を描き，各商品に値段と購入庖の連絡先を添えるとい
うものである. 例えば『ポパイ』では. r若者たちのカリフォルニア的な暮
らし方」というテーマを設定した上で. rカーJ rスポーッJ rオーデイオ」
「ミュージックJ などという項目別に商品，人物や場所を紹介してカリフオ
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rU.S.AJ 
( 平凡出版， 1982 年 12 月 15 日号) の誌面

，‘"・

"ιヲTMヲロ
・
会
舘
鎗

に----且震なので
az--

3

・
2

's.
，
.
 

6
s
'
・7'

:
i
:
!句

s
f
S
4
2
t
 

，
.
，
aae--

-4・t21
-

包 "ふι4令片.-"" .静 F、
2・ 4今3.  ・ 9・4ト .ー，・--純 _ . .・7-ー_. -町一明。-句，.，-_4ら例-Ul...' 句

e岬ん ，鴨川，......岨，、・・ e・一...... .  ' ・- “:;.. 
H  ・・-_...-... ・ _.，町内・・ ・..- .  ......・四

図 1

ルニアの生活を点描している印)
この手法で様々なテーマから「アメリカ」が表象されていたが，極めて

明快な事例を 82年の 『ブルータス』の記事 IU.S.A.J から取り上げてみる.
多彩なアメリカ製品がカタログ的に並べられて「アメリカ」を表象している.
自転車やギター，コンピュータなど高価な品々が所狭しと， しかし

ぞれが互いを隠さずに並べられ，解説には全て値段が付されている. 多くの
商品をなるべく均等に伝えようとするこの方法は，誌面が商品陳列棚として
構成されていることを示唆している. アメリカ文化は，商品全体で表象され

冒頭の文ではアメ リカ文化を 「自由の地( …)， 
ピリット，アメリカン・ドリ ーム」とわかり易い調い文句で、解説し， Iアメ
リカ雄鹿のカ リブーであるH アメ リカを感じるH アメ リカ ン・ボウリング」
とアメリカ的であることを繰り返して単純明快に強調する 51) 言葉による
過剰な単純化によって「アメリカj という記号をそれらに与え， 一括りにし
ようとしているのである. 確かに「アメ リカ文化」を全体で表象してはいる
が， Iアメリカとは何かJ というようなメッセージ以上に，わかりやすいテー
マとして「アメリヵ」が用いられている.
説明には「手にするたびにアメ リカ を感じる 1，900 円」と円表記が付され，
日本の販売庖の電話番号がリス ト化されている. つまり読者は写真と番号を

それ

フロンテイア・スている.
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たどれば容易に商品を購入できる. 実際，斧などを除き，自転車，ギター，
香水，靴など，多くは日本の若者に人気の商品である. これらは，アメリカ
文化表象のー要素であると同時に. rアメリカン・カルチャーJ というトレ
ンデイなプランドが付与されたドメスティックで高級な日用品と化している
のだ. すなわち，ここで示された「アメリカ」とは既に「外部」への憧れを
反映したものではない. 圏内におけるアメリカ文化消費という意味において，
日本の若者に内在化された欲望を反映しているのである.
これは 76年の創刊時の『ポパイ』との比較でより鮮明になる. 創刊誌面

のキャプション. rポロセーターの典型的なモデル 17 ドル」におけるドル
表記は，読者への「販売」よりも「文化表象」を意図していたことを示唆し
ている. 後の円表記への変化とは，単なる誌面の変化である以上に，アメリ
カと結びついたこれらの品々が既に読者の日用品であり，圏内で「アメリ
ヵJ という記号を消費するためのモノへと変化したことを意味している.
このように，コンセプトとしては物質文化的な「アメリカ」表象を意図し

て創刊された「ライフスタイル・マガジンJ であったが，時代が下るに連れ
て誌面は「商品カタログ」へと傾斜していく. 当初の物質文化によるアメリ
カ表象という理念と同時に，読者へ圏内消費を促す意図が現れてきている.
つまり，この 75年から 80年前後の時期にかけて，理念上の憧れの対象とい
う「シンボルとしてのアメリカ」と，日本国内の消費「システムとしてのア
メリカ」は併存し始めていたのである.

3.3 アドヴアトリアルという編集方針
こうした編集方法が生まれた背景には，経営方針が広告主体であったこと

が強く影響したようである 52) 木滑は『ポパイ』創刊時，オイルショック
以降の用紙代の削減もあって「部数を伸ばすよりは広告収入J という経営方
針を打ち出し，広告向けに紙をオールグラビアにし当初から 20万部程度
の比較的低い発行部数を目標とした 53) 折しも 60年代末からマイカー，カ
メラなどのブームで男性誌にも広告がつき始め，木滑は大手広告代理庖の
電通との関係維持に尽力した. さらに WMade in U.S.A. catalogj や『ポパ
イ』の奥付には「後援・協力 米国商務省観光局 アメリカ大使館経済商務
60 出版研究 42 2011 



部」臼) "with the Support of. こAmerican Embassy of Tokyo United States 
Travel Service" 55) と記載されている. 木滑，椎根らの証言によれば，編集
部は米国大使館から航空券による資金援助を受けていた部) 難波は. iヒッ
ピー・ムーヴメントとその余韻抜きの西海岸に限定された( …) アメリカを
広告するアドヴアトリアル」と『ポパイ』を総括している.
木滑は，こうした記事体広告( 広告の記事化) や編集タイアップ( 記事の広

告化) の手法を. i広告( アドヴァタイジング)J と「編集( エデイトリアル)J
から造語した「アドヴアトリアル」と呼ぶ 57) この発想源は，主に広告収
入を経営モデルとしていたアメリカの雑誌だった 58)

経営方針= 記事手法は，アメリカ発のカタログ文化から対抗文化性を漂白
した「文化の商品カタログj の方法と相候って，読者の求める商品を掲載す
るようになる. 広告主体の経営モデルとは必然的に. iモノ j を広告主やア
メリカ商務省にとっての「よりよい商品」として紹介する方向へ，また部数
を伸ばすために読者の消費欲を煽る方向へと誌面を傾斜させることになった.

3.4 テーマ的アメリカの受容と雑誌の応答
さらに読者の反応を見てみよう. i物質文化のアメリカ」というナラティ

ヴおよび「アメリカ」という記号的テーマという両義性を字んだこれらの
「アメリカ」が，読者にはいかに後者のテーマ性に傾斜して受け入れられて
いたのかがかわかる. 75年の rMade in U.S.A. catalogj 刊行の反応について，
1952年生れで当時 23歳だ、った読者による証言がある.

“Made in U.S.A. catalog" の反響は凄まじいものだ、った. そしてこの誌
面に紹介された LEvr S  501 ，このカタログが発売されて 1 ヶ月も経た
ないうちに伊勢丹が 501 を輸入した新聞に「噂の 501 ジーンズ直輸
入j なる広告が出るほどだ、った. 伊勢丹の前には長い行列ができたそう
だ. 僕の友人が伊勢丹に駆けつけた時はすでに 501 は完売していたらし
い. このカタログが紹介した事により LEvr S  501 は一気に有名ブラン
ド・アイテムとなった 59)
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本誌がある一つの商品を流行させたこととは，アメリカ文化についてのメッ
セージを読者に伝える以上に，あるいはそれとは別に. rアメリカJ ブラン
ドの商品価値を伝えたことを意味している. 少なくともこの読者はそのよう
に受容している.
75年の初のアメリカ商品の特集本が既にこのような反響を呼んでいるが，
後続する『ポパイ』および『ブルータス』でも同種の反応が窺える. wポパイ』
創刊直後，ライターのトヤマは' 憤怒して編集部に手紙を書いている.

ロスにやってくる日本の若者は創刊号のUCLA特集のスチューデント・
ユニオンに殺到する. 日本では UCLAのT シャツとナイキがはやって
るそうだが，それにしてもやりすぎじゃないか. 彼らは両手いっぱい T
シャツを持ち，人の顔など見えなくなるくらいまで買いあさる. その結
果 S とM のサイズがとうとう底をついた. 今ユニオンの中にいるのは
そんな日本人観光客だけだ. その上驚くことにユニオンだけ日本語ので
きる庖員がいて，買い物も日本語ですむ. 買い物ばかりでは，ロスの本
当の姿は見えないだろう. もっと意義のある旅行を… 60)

読者は現地アメリカにさえ殺到している. 現地で流行の靴や UCLAの公
式グッズからアメリカの学生生活のリアリティを伝えようとした記事の意図
が，寧ろ「アメリカ」ゃ「西海岸J rUCLAJ などのテーマとして受容され
たのである. 必要もないほどに「両手いっぱい買いあさる」ことは，誌面が
表象しようとした「アメリカ人の学生生活」ではなく. rアメリカに憧れる
日本の若者の生活」という読者たちのリアリティである. トヤマの怒りは，
自身が発信した「アメリカ文化」の表象とナラテイヴが，単なる流行に乗っ
たモノ消費を生んだのみであるというミスコミュニケーションへの苛立ちで
ある.
こうした現象には. 1973年日本に変動相場制が導入されたこと，大型旅

客機の増加などに伴う海外観光客の激増が背景にあることは想像に難くない.
北山もまた. rポパイ観光客」用のパスツアーに触れ，自身の意図が思わぬ
結果を招いたことを憂いた.
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片田舎のスポーツ・ショップにね，パスが停まって，おれがつくったよ
うな『ポパイ』の号を持って，写真を差しながら「マイ・サイズ，マイ・
サイズ」って言って，買い物してる光景を見るようになった頃から，やっ
ぱり，あんまり長いこと，こういうことをやるもんじゃないなっていう
気はしたよね. ( …) ツアー会社も『ポパイ』を買い物のための媒体と
して使ったから. グアムなんて，各ホテルに，全部『ポパイ』を置いた
りしたんだもの. タイアップみたいなもののはじまりでもあったわけだ
よ 61)

彼らの証言が示すのは，送り手のナラテイヴは創刊当初から受け手にうま
く伝わらず，誌面は寧ろ「アメリカ」というブランド記号の商品の宣伝とし
て受け入れられていたということだ. 多くの読者は，漠然とした「アメリカ」
をテーマとしてのみ受容したに過ぎなかったのである.
アドヴアトリアル経営などを背景に. 雑誌の性格が商品カタログ的に変

化した背後には，物質文化からアメリカを紹介したいという理想と消費文
化的な現実とのギャップへの作り手の苦悩が存在していた. しかし雑誌
は，また読者の需要は，より消費主義的に傾斜していく. 80年前後のカタ
ログを中心にした特集の増加は如実にそれを示す. 例えば， I  '82 S U M M E R  
SPORTING G O O D S  C A  T  ALOGJ (82年 6月) や，年末頃になると IThe
Best Things for '83 : クリスマスだから物欲J (82年 12月) など 62) 特に 6
月と 12月のボーナス時期に合わせてカタログ特集が組まれていることは，
編集部も「アメリカ都市文化表象」よりも「国内消費活動」を強調し始めた
ことの証左であり，大多数の読者が持つ，単なる「アメリカ」ブランド商品
への関心に誌面が呼応した結果である. さらに， rポパイ』の類似誌である
WHot・Dog Press. l が講談社から 79年 8月に創刊したのを皮切りに，カタロ
グ掲載それ自体を趣旨とした「グツズ情報誌」が流行していく 63) つまり，
「文化を伝える」というメッセージ性不在の雑誌が寧ろ求められた当時の日
本では， Iアメリカ」は単なる記号へと変容していたのであるザ
80年前後までに起こる「文化の商品カタログJ 誌面の確立とは，既に 75
年頃見られた読者の希求に応えたものだった. それはまた，当時の日本の若
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者の聞で「アメリカ」が消費主義的な記号= テーマとして受容されていく過
程であり，外部から内部へと，理念上の「シンボル」から消費社会の「シス
テム」へと移行する社会構造の変容に対応していたのである.

表 1 70年代前後の若者雑誌に見られる『アメリ力』受容の特徴
形式面 内容面 事例

ナラテイヴ 対抗文化 『宝島j (73-) r平凡パンチ. 1 (64-88) 
『アンアン. 1 (70-) 
WMade in U.S.A. catalog.l (75， 76) 

ナラテイヴ 物質文化 『ポパイ. 1 (76-) rプルータス. 1 (80-) 
(1ライフスタイル・マガジンJ)
rMade in U.S.A. catalog.l rポパイJ

テーマ 「アメリカ」 『ブルータス. 1 /  rHot-Dog Press.l 
という記号 (79-) rMono Magazind (82-) (1グツ

ズ情報誌J)

結論

読者による
読み替えの幅

1970年代，サブカルチャー雑誌の作り手たちは彼らが信じるそれぞれの
視角から，強いメッセージを持った「アメリカJ の啓蒙に努めた. だが，沸
き起こる消費主義的心性と「アメリカ」への熱在のなかで日本の若者は，作
り手が発信した「アメリカ」という物語( ナラティヴ) を記号的テーマとし
て受け止め，編集者たちも読者の意向に応じてカタログ雑誌を商品に特化し
た情報誌として洗練させていった. 結果として，若者の聞には西海岸中心の
「アメリカ文化J 商品の流行が生まれていた.
本稿の考察が明らかにしたのは，吉見が戦後の主流文化において確認した
アメリカナイゼーションの質的変容という視座がサブカルチュラルな次元に
も適応できることであり，そこでは「消費者としての若者」の登場が大きな
役割を果していたそれは， Iよりよい明日」を希求しつつ実生活で、は経済
的に充足されない戦後の社会から，若者たちが「新しい何か」として理念的
な対抗文化を発見する社会へ，さらに，物質的充足に支えられて「物質文
化」を記号的価値として消費する欲望に満ちた社会へと変容する過程であっ
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た. そして，若者たちがモノを媒介にアメリカ文化を所与のものとしていく
社会変化とは， Iアメリカ」概念が外部の理念的な「シンボル」から消費社
会の「システム」として日本に内在化していく一つの側面として理解できる
のである.
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