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「白ポスト」はいかに“使われた”か？
――1960-70 年代の悪書追放運動におけるモノの位相

大　尾　侑　子（桃山学院大学）

1．はじめに

1 ー 1　問題の所在
2018 年 7 月，東京都狛江市慶岸寺前の電話ボックス横で「不健全図書等追放

ポスト」を確認した（図 1）。白く塗装された三角柱の箱には「読まない・見せない・
売らない」，「悪書追放 三ない運動」といった文字が躍る。狛江市にはこの他に
も，〈少年によくない雑誌などはこのグリーンポストに入れてください〉と書か
れた緑色の六角柱モデルをはじめ，駅前や高架下に計 7 台が設置されていたが，
2020 年 4 月，そのすべてが一斉に撤去され街頭から姿を消した。これにより同
様のポストが都内で現存するのは三鷹市のみとなった（2021年10月時点）。「悪書」
の回収を目的とするこの異質な装置は，1955 年をピークに断続的に続いた悪書
追放運動，そして不健全図書指定を制度化した 1964 年の東京都青少年健全育成
条例を背景に登場したものである

（ 1 ）

。地域ごとに「悪書追放ボックス」「ひつじの箱」
「やぎの箱」「悪書投函箱」「悪書ポスト」「有害図書回収箱」などとも呼ばれ，い
ずれも郵便ポストの外形を模していることから白ポストと総称される。しかし，
全国的にも減少傾向にあり，駅の改札やバス停前に静かに佇むこの装置に，一体
どれだけの人が意識を向けているのかは定かではない。

都条例が成立し，出版社の自主規制も進んだ 1960 年代に，書店でのゾーニン
グや家庭教育の推奨だけではなく，なぜ「ポスト」による自主回収という原始
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的な手法でモノを囲い込む必要があったの
か。本稿の主題は，1960 年代に始まる白ポ
スト運動の背景とその普及の経緯，そして

「使われ方」の多層性を明らかにすること
にある。これまで青少年条例の定める「有
害環境」と保護育成については法学研究か
らルポルタージュまで幅広い蓄積がある
が，かたや白ポストを論じたものは僅少で，
これを主題に据えた学術研究は皆無に等し
い

（ 2 ）

。白ポストにかんする言及がみられる場
合は，たいてい「悪書追放」を達成する道
具（ツール）として，然もなくば「昭和」
の原風景として懐古的に召喚されるに過ぎ
ないのが現状だ。

白ポストが学術的な研究の射程から外れ
てきた要因は複数ある。第一に，同装置が
都市の接触者にとって極めてレリバシーが低く，その存在に意識が向けられづら
いこと，第二に悪書追放運動や有害図書にかんする先行研究が，法学分野では条
例テクストに，漫画史研究では回収装置

4 4

よりもそこに回収される「悪書」の作品
や排斥運動に，また図書館情報学や読書研究が「子ども文庫」や選書をめぐる図
書館の対応などの面に関心を寄せてきたことが挙げられる

（ 3 ）

。一方で「有害図書」
の「社会問題」化をめぐる言説編成やコミュニケーション分析に着目した社会構
築主義研究も一定の蓄積をみており

（ 4 ）

，たとえば永井良和は 1990 年代の「有害コ
ミック」問題等を事例に，「パターナリズムの正当性を根拠づけるものとして，

『保護されるべき子ども』というレトリックこそが保護されなければならな」かっ
たと論じている。そのうえで，「有害環境の分離と〈子ども＝無垢〉説を架橋す
るのは『接触によって汚染する』という考え方」であり，「メディアの取締では，
遠ざけ，隔離することが肝要とされた。だが，本はポータブルな有害環境なの
だ

（ 5 ）

」と，有害図書の特殊性を位置付けている。
永井の指摘を踏まえれば，悪書追放運動は〈可動性を持つモノとの接触＝汚染〉

という臨在感と不可分であり，かつ〈ポストによる悪書の回収＝本と子どもの接
触を断つ〉という発想もまた当該レトリックに下支えされていると考えられる。

図 1　狛江市慶岸寺前の白ポスト
（筆者撮影）
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しかし，こうした認識に基づいて考案された「ポスト」という物理的装置が，実
際に都市空間でいかに運用され，どのようなモノやコト（出来事や知識）を媒介
しながら生活者に受容されたのかは仔細に論じられてきたわけではない。

1 － 2　分析視角と方法
こうした問題意識から，本稿は「悪書／有害図書」を主題化した議論だけでな

く，メディアの「流通」，すなわち空間的，場所的要素の媒介性をめぐる研究と
も密接に関係している。たとえば，メディア理論家レジス・ドゥブレのメディオ
ロジー的視点から「書棚／平台」という出版流通空間を編成するマテリアルな要
素（インターフェイス）に着目した柴野京子は，「流通」という透明化しがちな
中間的な産業制度や技術がメディア文化に影響を与えうることを指摘した。柴野
は媒介作用への着目により，通信販売 , 古書店，図書館，貸本屋といった「〔書
店の〕店舗以外に人が書物と接する機会の分析へと展開が可能

（ 6 ）

」だと述べるが，
白ポストもまた人と書物が接する特殊なインターフェイスの一つである。同様の
視点から山森宙史は，戦後にマンガが文化として「市民権」を獲得しえた背景と
して，作家や作品に内在する要因だけでなく，コミックスという「物」が常設コ
ミックコーナーという空間に遍在していく過程の重要性を説いた

（ 7 ）

。同研究の慧眼
は，マンガを自律的な「文化」と自明視することの「不透明さ」を物質的・空間
的な外在的要因の媒介作用から明らかにした点にある。

これを本稿に敷衍すれば，白ポストというインターフェイスと，その公共空間
への配置という空間的要素を辿ることは，「悪書」認識の自明性を問い直すうえ
で一定の有効性を持つと考えられる。実際に尼崎市の「有害図書類回収ポスト」
の回収作業現場を参与観察した大尾侑子（2021）では，白ポストが教育委員会職
員とボランティア主婦による定期的な回収，分類，集計実践によって，青少年愛
護条例による指定とは異なる形で“「有害図書類」の誕生”という出来事（コト）
を生成し，書物（を含むモノ）を「有害／無害」に分類しうるという認識を再生
産する場であることが示されている

（ 8 ）

。
そこで本稿は白ポストを単に「悪書」を回収するための透明な道具として捉え

るのではなく，それ自体が書物に限定されないあらゆるモノや出来事（コト）を
媒介する物理的装置（＝メディア）であるとの立場から，1960 年代から 1970 年
代にかけての「受容＝使われ方」の重層性を明らかにすることを試みる。ここで
の重層性とは，①誰がどのように利用したのか（現場での利用実態），②悪書追
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放運動の推進主体やマスメディアが特定の目的を達成すべく，いかに白ポストを
使ったのか（言説資源としての利用），という点に大別できる。既述のとおり白
ポストにかんする記録は僅少で，冒頭で引用した狛江市や尼崎市の担当部署にお
いても設置初期にかんする公的記録は残されていない。そのため上記の年代で，
白ポストに言及した史料については新聞記事，雑誌記事，関係者の手記，国会議
事録などを網羅的に参照した。新聞記事データベースの検索結果は 1966 年から
1979 年にかけて『朝日新聞』計 7 本，『読売新聞』計 9 本，『毎日新聞』計 0 本
である

（ 9 ）

。これらの資料から①，②それぞれの「使われ方」が交錯する様子を探っ
ていく。

以下，白ポスト登場の経緯，期待された機能について述べたうえで（2 章），
突如現れた装置を市民とマスメディアがどのように受け止めたのを検討する（3，
4 章）。最後に悪書追放運動にとって白ポストとは何であったのかを整理し，結
論と今後の課題を述べる（5 章）。

2．悪書追放運動と白ポストの登場

2 － 1　1966 年 「巣鴨母の会」にはじまる東京都の白ポスト運動
1964 年 1 月，東京都で「不健全図書」の指定を制度化する「青少年健全育成条例」

が制定されると，同年 11 月，「青少年にひわいな感じ，性的刺激を与える」とし
て『裏窓』（あまとりあ社），『奇譚クラブ』（天星社）など性医学や海外女優のヌー
ド特集，緊縛肢体等の描写を含む 8 種の雑誌が初の指定対象となった

（10）

。政府やマ
スメディアがこれらの雑誌を問題視したのは，その版元の多くが日本雑誌協会に
非加盟の出版業界アウトサイダーであったことに依る。アウトサイダー系の版元
や群小映画撮影所が跋扈する状況に対して，1965 年，総理府の「マスコミと青
少年に関する懇談会」は自主規制の限界を指摘しつつ，言論統制への回帰を懸念
する世論を受けて，「上からの統制ではなく，下からの国民運動」，つまり「広い
意味での持続的な啓発活動」を展開することが望ましいと表明した

（11）

。
その一端として結実したのが，警視庁少年一課と東京母の会による「悪書追放

ポスト」の設置運動，通称・白ポスト運動である。1963 年，尼崎市の医師がド
ラム缶をペンキで白く塗り，病院の前に設置したことがその起源とされるが，あ
くまでも口伝であり尼崎市の教育委員会にも詳しい記録は残されていない。1963
年は兵庫県で「青少年愛護条例施行規則」（昭和 38 年 3 月 31 日兵庫県規則第 23
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号）が施行され，現行の「有害図書類に関
する規制（第 12 条）」が設けられた年であ
り，翌年には徳島県や長崎県にも白ポスト
が出現した。兵庫県，徳島県，長崎県の三
県は，現在でも積極的に白ポスト運用を続
けている地域である。

その後，東京都に第一号が登場した
1966 年 5 月に，初めて全国紙で白ポスト
が取り上げられた。橋本（2002）も指摘す
るとおり，この月は総理府を後ろ盾として
全国の青少年団体や PTA，婦人会などが
より集まった公益法人青少年育成国民会
議が発足した月でもあった。5 月 25 日，

『朝日新聞』は〈悪書，家へ持ち込まないで／追放に「白いポスト」お目見え〉
と題し，国電巣鴨駅出札口に「巣鴨母の会」が作成した高さ 1 メートルほどの「悪
書ポスト」が据え付けられたことを報じた（図 2）。巣鴨防犯協会婦人部を前身
とする巣鴨母の会は，1953 年 9 月に約 4000 人の会員を以って発足した婦人団体
である

（12）

。巣鴨は大正期から三業地として大きく栄えた大塚，駒込の花街エリアに
隣接し，いまでは暗渠となっている谷端川周辺の大塚三業通りは巣鴨駅と大塚駅
の中間に位置する。戦前の愛国婦人会を彷彿とさせる割烹着姿にたすき掛けの母
親たちは，チラシ 5000 枚を配って白ポスト運動を呼びかけ，いまに山手線の各
駅に設置したいと意気込んだという。

この白ポストは，1949 年から実用化された赤い鉄製の丸型郵便差出箱 1 号（高
さ 135 cm，直径 40 cm）にサイズと形状が酷似しており，丸型の胴体には《子ど
もに見せたくない雑誌や本はこのポストに入れてください／読まない 見せない 
売らない》と書かれている。投函口から雑誌や本を投函する仕組みや，通行人が
箱の中身を盗取できない仕様，管理者によって定期的に解錠と回収がおこなわれ
る点に加えて，記事に「差出人もポツポツ」とあるとおり，白ポストはその形状，
用途，慣習等において「郵便ポスト」という既存メディアの文法を踏襲したもの
であった。ではそんな白ポストには当初，どのような機能に対する社会的期待が
寄せられていたのだろうか。

図 2　  白ポスト運動を呼びかける
巣鴨母の会
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2 － 2　家庭内への持ち込み防止のシンボル――「せめてわが家には持ち
込まないで」
1954 年の「赤坂母の会」による大々的な焚書が象徴するように，1955 年にピー

クを迎えた悪書追放運動において，母の会メンバーは各家庭から少年犯罪の原
因と指弾された「悪書」（夫婦雑誌などのエログロ不良出版物や貸本マンガなど）
を供出し，焚書することで子どもと「有害」なメディアの距離を遠ざけることに
主眼を置いた。東京母の会連合会は，1960 年の時点ですでに約 6 万冊を供出し，
燃やしていたとの記録もある

（13）

。
これに対して 1960 年代，白ポストに寄せられた期待とは「通勤の車中で読む

のを禁止できぬまでも『せめてわが家へは持ち込まないで』」という「母親の切
なる願い」を実現すること，つまりサラリーマンによる家庭内への「悪書」持ち
込みを未然に防ぐゲートキーピングにあった。白ポストが駅出札口という場所
性と強くひもづけられていたのは，そのためである。1947 〜 1949 年生まれのベ
ビーブーマー世代から「子ども部屋」が一気に普及し，父兄がリビングに放置し
た「悪書」が子ども部屋に収集，閲覧される可能性が高まったことで，母親たち
はこれを不安視したのである

（14）

。サラリーマンの通勤読書，家庭内への「悪書」の
持ち込みを危惧する記述は，1967 年に発行された『家庭教育講座』掲載のエッ
セーにも確認できる（以下，カッコ内……は省略を示す）。

通勤の途中読みかけた雑誌をカバンに入れて持ちかえり，不用意に投げ出し
て出かけるようでは親の資格も疑われます。……家庭ばかりでなく，病院や
理髪店の待合室など，公共の場所でも同様に考えられなければなりません。
電車のあみだなやベンチなどに読み捨てられた悪書を中学生が読みふけり，
学校へ持ちこむようなことも少なくないのです。こうした弊害を防ぐため
に，「読み終わった雑誌類はこの中に入れましょう」と白いポスト運動をく
り広げたおかあさんたちがありました

（15）

。

つまり，この時期，人口比率が自営業者を上回ったサラリーマンの通勤読書
という消閑行為と，駅での読み捨てというルーティンが，駅前での白ポストによ
る回収という方策にリアリティを与えていたと考えられる。こうしたサラリー
マンと白ポストの連関を強調するように，『朝日新聞』1966 年 10 月 1 日の記事
は，〈44 ヶ所に白ポスト／悪書追放の新手〉と題して，上野駅前の白ポストにサ
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ラリーマンらしき男性が本を投函するシーンを添えている（図 3- 右）。ポストの
下部に「東京母の会連合会」と「警視庁」の表示があるとおり，運動は巣鴨母の
会から東京母の会連合会へと波及し，その規模を拡大させていた。東京母の会連
合会による記録『十年を顧みて』（大塚巧藝社，1960 年）によれば，同連合会は
高度経済成長と専業主婦の増加を背景として，1960 年には都内の母の会 13 団体，
約 30 万人からなる大所帯へと成長し，警視庁少年課のほか総理府中央青少年問
題協議会，東京防犯協会連合，東京都教育委員会などと協力関係にあった。子を
守る教育的主体として表象された「母親」に対して，マスメディアは「父親」を
非教育的存在として描き出し，ときに「父が買わないこと」が重要だと訴え，「駅
の白ポストをもっと利用して欲しい」という警視庁防犯部少年一課長代理の声を
伝えた

（16）

。
そして 1966 年 9 月 20 日の『読売新聞』は，〈悪書追放第二弾〉と題して，ラ

ンドセルを背負った子どもと白ポストとを意図的に同じ画角に収めることで，子
どもと白ポストの結びつきを視覚的に訴えている（図 3- 左）。設置前の白ポスト
が複数台写っているのは，警視庁少年一課が「呼びかけの段階はいちおう終わっ
た……読書の秋をむかえ，いっきに地域や職場に悪書追放のムードを高めよう」
と，東京母の会連合会の協力のもと 53 個の白ポストを作り，都内の私鉄駅等に
配置する「新作戦」に乗り出したからだった。このように，白ポストは当初，家
庭内への持ち込み防止という顕在的機能にくわえて，1950 年代から断続的に続
いた「悪書追放のムード高める」こと，いわば運動を社会に根付かせるためのシ
ンボルとしても期待が寄せられていたのである。

図 3　子どもと白ポスト（左）／上野の白ポスト（右）
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2 － 3　白ポストにとってのマニア雑誌と週刊誌ブーム
こうして都内に次々と白ポストが増設されていくなかで，1950 年代から「悪

書」の烙印を押され，婦人団体から継続的に非難を浴びてきたマニア雑誌編集者
の目に，この異物は大きな脅威と映った。1962 年 8 月号が刑法 175 条のワイセ
ツ文書頒布で摘発を受けた雑誌『裏窓』（1956 〜 1980 ／久保書店）の編集部に
は PTA や婦人団体などの直接抗議団体が訪れ，発行人・編集人宛てにおびただ
しい「文書攻撃」が続いていたという。同誌 2 代目編集長を務めた濡木痴夢男こ
と飯田豊一は，こうした風潮のなかで出現した白ポストを，次のように回想して
いる。 

清く正しく美しく青少年を育成する有識者団体の悪書絶滅運動はその後もつ
づいた。悪書を葬る箱というのを大量に作り，各駅の改札口を出たところに
設置した。乗降客のすくないさびしい駅にもその白い箱は置かれた。どんな
悪書にせよ，ヒトラーじゃあるまいし，箱の中にあつめて焼きすてるなんて
正気の沙汰とは思えない。焼かれる悪書ベストテンのうち『裏窓』は常に上
位にあった。それを統計して印刷された文書も私のところへ送られてきた。
……彼らには当局を動かす力があり，当局は彼らを利用しているように思え
た。私たちはおびえた

（17）

。

飯田によれば，ポストの回収物は集計，焼却処分され，しばしば作り手の元に
その統計資料が書面で送付されることもあったようだ。市民による自主回収装置
を媒介させることで，表向き民意としての「悪書追放」を実現させるこの装置は，
雑誌の作り手にとっては「有識者団体」と「当局」が手を取り合いながら自誌を
社会的に抹殺するものとして経験された。このように白ポストは，「悪書」を発
行する出版社に自主規制の圧をかけるためにも利用された面があったのだ。

ただし，『裏窓』が白ポストに投函されていた事実は，サラリーマンがこうし
たマニア向け雑誌を通勤読書の友としていたことを意味するわけではない。「不
健全図書」指定される性風俗雑誌は，人の目に晒される通勤読書に適したもので
はなく，また「あみだなやベンチなどに読み捨て」ることも考えづらい。「家庭
への持ち込み」が危惧されたメディアの代表格といえば，やはり 1950 年代末に
急速に発行部数を伸ばし，巻頭グラビアなどのビジュアル化が進んだ週刊誌であ
る。1956 年に「出版界初の週刊誌」として創刊さた『週刊新潮』を先駆けとして，
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「時代々々の風俗を敏感にとらえ，かつその風俗を下半身からみていこうとする
姿勢

（18）

」から瞬く間に発行部数を増やした『アサヒ芸能』をはじめ，1950 年代後
半には『週刊大衆』，『週刊平凡』，『女性自身』，『朝日ジャーナル』などの発刊ラッ
シュが続いた。「第一次週刊誌ブーム」が到来した 1959 年から 1960 年には年間
で総計 6 億 2000 万冊が発行され，1964 年には 34 社から 1275 万冊が毎週売り出
されて「第二次ピーク」が叫ばれた。注目すべきは，その 3 割が東京都内で消化
され，「都民は週刊誌の最高の得意先」と呼ばれた高い普及率である

（19）

。1964 年に
実施された週刊誌読書調査の結果，「都民 100 人のうち 82 人までが，一ヶ月平均
5 冊余りを読んでいる」ことが判明し，週刊誌を読む理由には「肩がこらないか
ら」「常識がつくから」「通勤通学の車中が退屈だから」という意見が挙がった

（20）

。
以上のように白ポストは当初ゲートキーパーとして期待され，表向き母親らに

よる「下からの国民運動」として設置運動が始まったが，その背後には公的領域
で悪書追放のムードを高めるべく，そのシンボルを要求した警察の後ろ盾があっ
たのである。

3．難航する埋め込み――「捨てづらさ」とごみ問題

3 － 1　「郵便ポスト」と「ごみ箱」のあいだ
こうした経緯で登場した白ポストだが，設置された当初，都市生活者はこの装

置をどのように受け止め，利用したのだろうか。母親らのチラシ配りや警察によ
る呼びかけが功を奏したのか，1966 年 9 月 20 日の『読売新聞』は，同月の時点
で「三ない（運動）」を知っている大人は約 70%（都政モニターアンケート結果），
子どもは 60% 以上（警視庁少年一課による補導少年調査）という結果が出たこ
とを報じた。「三ない」の認知度は高まったものの，白ポストへの「投函」行為
は浸透せず，サラリーマンの生活の動線に組み込まれるには程遠い状況にあった。
1966 年 10 月 3 日，上野の“西郷さん”の足元に白ポストが設置されたことを伝
えた『読売新聞』の記事には，その存在が「十分に知られていないせいか，人通
りの中で入れるのが恥ずかしいのか“利用者”は，まだ少ない」とある。「恥ず
かしい」という言葉が示すように，白ポストへの投函は「三ない」への賛同の表
明よりも，現実的には「自分は『悪書』の読者，所有者である」ことをパフォー
マティブに示す社会的行為となる。そのため人目のある場所では，こうした捨て
づらさがついて回るのだ。
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他方で白ポストは登場初期，それが一体何のための「ポスト」であるのか接触
者にとっては曖昧な存在であり，それが馴致を妨げた側面があった。これを象徴
するのが「ゴミ箱」や「郵便ポスト」代わりの利用である。1966 年 11 月 12 日，『読
売新聞』の［いずみ］欄には，都内の 64 台の白ポストを開くと，「週刊誌など計
二千三百点。このうち有害と指定された出版物は三百あまり……雑誌のほかに
バーのマッチや競馬の予想票，キャバレーのホステスの名刺などがぞくぞく」と
ある。記者は「家庭に持ち込まれたくないものにはまちがいないが，とんだとこ
ろで亭主族の夜の素顔がおかあさんたちに披露されるかっこうとなった」とユー
モラスに皮肉を向けるが，ようは「（母親が）家庭に持ち込んでほしくないもの」
だけでなく，「（父兄が）家に持ち込みたくないもの」の捨て場所としても利用さ
れていたのである。

なかでも，本来の目的とは異なる利用実態を顕在化させたのが，ごみの混入
だった。1967 年 7 月 1 月から，区内 4 ヶ所に白ポストを設置した東京都中野区
では，毎月 10 日，中野区婦人団体連絡協議会と中野区婦人自主グループ連絡会
の二つの婦人団体がポストを開封し，区の青少年対策課に集めて集計する分業
体制を敷いていた。『朝日新聞』1968 年 1 月 11 日の記事に添えられた写真には，
円錐形の特殊なフォルムに「三ない」スローガンと「たくましくこどもとともに
のびる町 !!」の標語が掲げられた白ポストが写り込む（図 4）。中野区では約半年
で 1778 点の回収物が確認され，うち「不健全刊行物」認定されたものは全体の
13.6%（242 点）。回収物全体の内訳は，「新聞紙が圧倒的に多い，くずかごとま
ちがえたのか，バナナの皮などもはいっている。本当のポストと勘ちがいして，
切手をはった手紙がはいっていたこ
ともある」という状況で，点数だけ
をみれば条例が指定する不健全刊行
物よりも，無関係なモノをより多く
受け止めていたことは間違いない。

こうした資料が示すのは，突如出
現した異質な装置が少なくともこの
時点では「くずかご／郵便ポスト」
といった既存メディアのあいだを漂
う“なにか”として受容されていた
一面である。同記事は「成果は二千

図 4　中野区の白ポスト回収作業
　　　（『朝日新聞』1968.1.11）
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点」と，まるで二千冊の「悪書」を回収したかのごとく見出しを掲げているが，
それは悪書追放の成果

4 4

ではなく，あくまでも白ポストが「ごみ」を含む多様なモ
ノを飲み込んだ事実を示すに過ぎない。このように白ポストは設置当初，「悪書」
以上に，ゴミを含むさまざまなモノの捨て場所として利用されていたのである。

3 － 2　「箱の中身」への好奇心と「不真面目」な利用
警察と母の会による精力的な

運動は続き，都内には四年間で
約 500 台の白ポストが設置され
た（表 1）。駅前以外の場所にも
広がりを見せるなか，白ポスト
はときに「中身」に対する性的
／遊戯的な好奇心をも喚起した。
1968 年の『月刊社会教育』に掲
載された記事，「成人問題協議会
の白ポスト」は，とある地域の公民館前に白ポストが設置された際のエピソード
を描き出している。公民館で開催された青少年問題協議会の現場で，「こんど白
ポスト運動というのを，やることになったんだ」と口を開いたのは，部落の農事
研究会クラブメンバー・“徳さん”なる人物だ。他の参加者がこの耳慣れない言
葉に困惑していると，徳さんは次のように説明した。「週刊誌なんかで，ヘンな
のがあるだろ……駅前と，公民館に，ポストみたいに作った白い大きな箱をおい
て，そこへ入れろということなんだ」，それを「月に一回，カギをあけて中味を
だして，警察だの婦人会だの立ち会いで焼いてしまうんだと

（21）

」。この発言を受け
て，会の参加者は口々に「もったいねえ，なんとかなんねえか」と切り返す。そ
こで協議会の面々が出した結論は，こうだ。第一回の白ポスト開きの前日，公民
館前に設置された白ポストを事前に開いて，「色あざやかなヌード写真や週刊誌
の記事など」を，「キレイに持ち出したんではバレるから，いいところ

4 4 4 4 4

だけ抜いて，
またポストに入れておいた（強調は原文ママ）」，というのである。彼らはくじ引
きでそれらを分け合ったが，翌日，事情を知る由もない婦人会会長は予定通り公
民館で白ポストを解錠し，回収物に火をつけて燃やしたという。

こうした記録が炙り出すのは，運動推進者の論理とは異なる水準に浮上する，
白ポスト利用のリアリティである。「週刊誌なんかで，ヘンなの」を回収する装

表 1　 都内の白ポスト台数の変遷と回収物
図書数（『読売新聞』1969.11.28）

白ポスト 回収物図書数
設置箇所 （チラシ類除く）

1966 104 1032
1967 330 13597
1968 445 34888
1969 493 記載なし
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置は，逆説的にも，そうした媒体をタダで入手（盗取）する機会を接触者に提供
することとなった。ゲートキーパーとして期待された白ポストは箱の内／外に

「有害／無害」区分を代理し，その境界設定を実行する（という潜在的機能への
貢献）がゆえに，「悪書」として意味づけられたメディアへの性的／遊戯的な欲
望をも惹起する可能性を孕んでいたのである。これを傍証するように 1981 年に
は雑誌『週刊平凡』が「白ポストの中身を公開します」と題する記事を掲載し，

「ビニ本ばかりではありません。なぜかパンティーごっそり，使いずみコンドー
ムまで出てきて」と煽り文をつけ，「“良いもの”ではないものが入っているらし
い……そう考えると，ナゾと神秘とロマンとサスペンスで胸いっぱいになる

（22）

」な
どと，白ポストに青少年保護とは対極的なまなざしを向けた。こうした記事が物
語るのは，「悪書」（＝本や雑誌）のみならず，その他の「“良いもの”ではない」
モノをも一つの空間に集め，媒介する装置としての白ポストの顔である。

さらに 1990 年代以降，設置を続けていた地域で鍵の破壊と中身の盗取が相次
いだ。香川県では「取り出し口のかぎが壊される被害が，ここ数年増えており
……6 カ所に設置している坂出市では，1996 年までの被害や年間 7，8 件だった
が，一昨年は 47 件，昨年は 101 件と激増」（『毎日新聞』1999.9.8，香川版）した
という。また福島県では「スチール製ポストの取り出し口が壊され，回収した本
や雑誌が盗まれる被害が相次いだ……同駅を利用する高校生がいたずら目的で壊
したとみている」（『毎日新聞』2006.8.28，福島版），と報じられた。このように ,
皮肉にも白ポストは運動主体による啓発を横目に，ときに「中身」への想像力を
喚起し，「不真面目」な利用という出来事や，まなざしをも媒介したのである。

4．“白ポストは嘆く”――啓発活動の至らなさと強調される無関心

4 － 1　「使えなさ＝不良情報の氾濫」を示すシンボルへ
白ポストの増設が進む一方で，子どもと「悪書」が接触する機会は増加の一途

を辿った。1968 年 10 月 18 日の『読売新聞』は，「行政機関や婦人団体などが各
地で『悪書追放運動』を展開している」が，「ここ数年，本屋ばかりでなく，薬屋，
たばこ屋，文房具店……といった，いわば“専門外”のところに週刊誌〔が〕ず
らり」と並んでいると嘆きの声を上げ，とりわけ“札付き週刊誌”が並ぶことか
ら駅前スタンドを「不良図書の“第二ルート”」と強調した。つまり，書店の外
部にも「悪書」の「購書空間」（柴野 2008）が広がりをみせていたのである。そ
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のため駅前は「悪書」の売り場（＝スタンド）と回収装置（＝白ポスト）が並置
されるという様相を呈した。こうした状況を受けて，白ポスト運動をめぐる啓発
活動の至らなさが語られるようになるのは，1960 年代末から 1970 年代初頭のこ
とである。1969 年 11 月 28 日，『読売新聞』の〈白ポストは嘆く／“悪書”はん
らん／規制もさっぱり〉という記事は，次のようにその機能不全を“嘆いた”。

エロ，グロ，暴力だけが売りものの悪書が青少年の非行化を助長しているこ
とはまちがいない。駅のホームや改札口の横，地下道などに置かれている“白
ポスト”はこれらの悪書を家庭に持ち込まないための自主的関所の役割を果
たすものだが，一般の関心はそれほど高くないし，これだけで悪書の影響を
防ぎきれるものでもない。悪書追放は結局おとなの自覚に待つところが大き
いようだ。

記事は「一般の関心はそれほど高くない」ことを強調するように，大勢のサ
ラリーマンが白ポストの横を素通りする様子を切り取った写真を添えている（図
5）。また同記事は「白ポストの設置にもかかわらず不良図書はいっこうに減ら
ないばかりか，ますます勢いをさかんにしているようにみえる」と続く。こう
した白ポストへの諦念を招いたの
は，ワイセツ文書頒布に抵触しな
い限り都条例による指定を受けた
ものでも処罰はなく，書店で販売
できるという制度上の限界，そし
て「情報化時代」への移行と，そ
の自覚，というマスコミ言説に
あった。たとえば前出記事で警視
庁少年一課調査係長は，「この情
報化時代に悪書のような“不良情
報”を完全に子供から隔絶するこ
とは不可能……不良情報に接して
も動揺しないようなふだんの家庭
環境が第一」だと，「悪書」との
接触を断つという論調から一転， 図 5　白ポストを素通りするサラリーマン
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問題を「家庭内」の教育課題へと矮小化させた。新聞が「情報化社会」を大々的
に取り上げるのは1968年頃からで

（23）

，白ポストが出現した1966年には0.3％であっ
たカラーテレビの世帯普及率は，1970 年には 26.3%，1975 年には 90.3% へと跳
ね上がり，同年カラー受信契約数は 2000 万を突破している（内閣府「消費動向
調査」）。こうした著しい情報環境の変化は，「社会運動としての白ポストや“三
ない運動”も，しっかりした家庭教育があってはじめて効果がある」（前掲記事）
という，警視庁の元も子もない自己否定的言説を招くこととなる。

ここで示唆されるのは，紙面における白ポストの「使われ方」の変化である。
当初は〈悪書追放運動のムードを高めるシンボル〉として運動主体，マスコミに
利用された白ポストだが，先の記事では「不良情報は白ポストでは防ぎきれない」
こと，つまり白ポストの使えなさ

4 4 4 4

を強調することで，逆説的に〈不良情報の氾濫
を示すシンボル〉へと流用されていることだ。

4 － 2　 「ゴミ箱代わり」の実態と白ポストへの疑念
その後もマスメディアは啓発の失敗を強調するように白ポストへのゴミ投棄の

実態を強調した。前出の記事（『読売新聞』1969.11.28）も，白ポストに「月刊雑
誌や週刊誌，単行本や新聞」，「“社交クラブなどのチラシ類がごっそり”」入って
いること，そして「問題ないと思われる本や雑誌もかなりまじっている」ことから，

「ゴミ箱がわりに使われている場合もある」と報じた。同様の事態は都内に限らず，
他県でも確認されている。1970 年 11 月 17 日の『京浜讀賣』によれば，1967 年
に南武線登戸駅と駅の道線藤沢駅から設置を開始した神奈川県では，「環境浄化
組合，PTA，市町村などを推進母体として，駅のホーム，改札口の横，地下道
に計四十八基」を設置し，「県警もこの運動に歩調を合わせ」てきたという。と
ころが，1971 年には「たばこ，くだものの皮，さらにひどいのになると家庭か
らわざわざ持ってきたと思われる新聞紙に包んだゴミなどが捨てられ，ゴミ箱代
わりのものも現れる始末」となっていた。このデータが示すのは，少なくとも一
部の利用者のなかには，白ポストを意識的に「ゴミ箱」として利用する者がいた
ということである。

また群馬県でも「ゴミ箱」と化した白ポストに疑義を呈する声が上がっており，
『朝日新聞』1970 年 2 月 13 日の記事は，前橋市民による次のような声を伝えた。
いわく，《ポストにすてるのは，本を活用するためでなくゴミとしてすてるのだ
から，本以外のゴミを入れてもいいのではないか，ポストはおとなが悪い本をよ
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むための設備か。駅前に堂々とおくのは理解できぬ，こどもに正しい性教育をし
て，低俗書物に対する免疫性をつけよ》――。注目すべきは，白ポストの有用性
や存在意義をめぐる議論のなかで，「悪い本」「低俗書物」が自明視され，その恣
意性が隠蔽されていることだ。

既述のとおり，白ポストは郵便ポストとの類似性によって有徴化されたが，そ
の本分は「郵便」性にはなく，実際には回収後に焼却処分する以上「ゴミ箱」と
しての機能に裏付けられている。白ポストは「ポスト」への擬態を通じてゴミ廃
棄という行為を〈投函〉（により有害環境浄化に資する）行為へと意図的に誤読
させる，いわば疑似的な郵便システムにすぎない。

にもかかわらず運動主体やマスメディアが〈白ポスト - ゴミ〉の連関を啓蒙の
失敗やポストの機能不全として強調したのは，ひとたび白ポストをゴミ箱である
と認めてしまえば，回収と分類にかかわる工数が増え，かつ「悪書」が市中の一
般的なゴミ箱に投棄されることを間接的に肯定しかねないからでもあった

（24）

。

4 － 3　忘れられる白ポストと新たな問題の浮上
さらに 1970 年代以降，白ポストという装置の本質的な矛盾に疑義を呈する言

説が目立ちはじめる。前掲前橋市民の「ポストはおとなが悪い本をよむための設
備か」という声は，白ポストが「悪書」の存在を否定せず，むしろ「大人の本」
として〈承認〉することでこそ〈排除＝不可視化〉を達成するという逆説性に支
えられ， ゾーニングの論理と高い親和性を持つことを鋭く突いていた。この他，

『朝日新聞』1971 年 2 月 5 日の［気流］欄には，白ポストは大人の安易な発想と
知恵のなさを露呈していると非難する浦和市のサラリーマン男性による投書が掲
載され，さらに同年，「白い箱」の思想統制への「きな臭さ」に警鐘を鳴らした
作家・金子光晴の記事が掲載されるなど，世論やオピニオンリーダーの発言を資
源とした白ポスト批判が目立つようになる

（25）

。
ついには教育媒体でも，白ポストを無用の長物として語る記述が現れる。1971

年 1 月，小学校教員向けの雑誌『小三教育技術』のなかで，毎日新聞学芸部員は，「た
いていの駅に降りると，悪書追放のポストが置かれている〔……〕いまではなん
となくぶかっこうな飾りとして放っておかれたまま」だと書き，猛烈を極めた「主
婦たちの悪書追放の熱意」を過去のものとして振り返った。そのうえで，白ポス
トとは「形式好きな日本人が祭り上げたおミコシ」に過ぎなかったのではないか
と述べ，そのミコシはすでに「残骸」と化したとトドメを刺した

（26）

。
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その後，1972 年から 1978 年にかけて白ポストを取り上げた新聞記事が一本も
ないことは，この装置がアジェンダとしての価値を急速に失っていったことを示
している。代わりに世間が「有害」なモノとして言挙げしはじめたのは，1972
年に登場し，1976 年頃から世間を騒がせた「ポルノ自販機」と呼ばれる雑誌販
売専用の自動販売機だった

（26）

。悪書の自主回収装置よりも，世間はこの新たに出現
した「販売／流通」の装置に関心を寄せ，子どもへの悪影響を謳って，その撤去
に熱をあげた。1977 年，かろうじて衆議院議事録に「不良雑誌を家に持ち帰ら
ないための白ポスト運動とか，これは大分前に一度盛んに進めた運動でございま
す

（27）

」という発言を確認できるが，これが示すのは，1970 年代後半にはすでに白
ポスト運動は「大分前」のものとみなされていたことだ。そして都内では 1980
年代に撤去が進み，1988 年には「十年ほど前でしょうか，家に持ち帰って子供
が見るといけない雑誌などを回収する白いポストのような箱がありました。この
ごろ全く見かけないのですが，どこに行ってしまったのでしょう？」という八王
子市主婦の投書（『読売新聞』1988.2.18）が見られ，1989 年には国民生活センター　
が，都内のほとんどの駅で白ポストが確認できなくなったと報告している

（29）

。

5．おわりに──悪書追放運動にとって白ポストとは何であったのか

5 － 1　意義および結論
ここまで 1966 年に都内に出現した白ポストに着目し，1970 年代にかけての重

層的な「受容＝使われ方」について論じてきた。悪書追放運動を直接的な背景に
白ポストは父兄による家庭内への「悪書」の持ち込みを防止するゲートキーパー
として登場した。郵便ポストという既存メディアの文法を踏襲した物理的形状は，
警視庁による出版統制への介入を危険視する世論に寄り添うかのごとく，あくま
でも市民の良識に任せた自主回収の装置であることを強調してみせたが，その実，
運動を可視化し社会に馴致するイデオロギー装置として嘱望された（2 章）。一
方で公式的な期待とせめぎ合うように，白ポストは現実的には多くのモノ──新
聞，マッチ，競馬の予想票，キャバレーの名刺，バナナの皮，切手つきの手紙，
生活ゴミなど――を媒介していた（3 章）。1970 年代以降，新たな問題が浮上す
るなかで，白ポストの「機能不全＝使えなさ」は逆説的に〈不良情報の氾濫〉を
強調するために転用され，さらにゴミ投棄の常態化が，その存在意義への疑義や，
撤去への世論を後押しした。こうしてわずか 5 年程度で，ゲートキーパーとして
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「使われて」いないことが露呈し，かつマスメディアの議題設定上も「使えない」
ものとして，急速にその価値を失ったのである（3，4 章）。

冒頭で述べたとおり，本稿は「流通」の媒介作用が特定の文化をめぐる社会認
識に影響を与えるというメディア研究を参照し，白ポストを単なる悪書回収の道
具ではなく，モノやコトを媒介するメディアとして捉え返してきた。その結果，
白ポストは自主回収の装置という性質や「捨てづらさ」による社会への馴致の難
航，ゴミ投棄などの課題が付いて回り，「家庭内への持ち込み防止＝ゲートキー
ピング」という顕在的機能への明らかな貢献は確認できなかった。しかしながら，
それが公共空間に置かれることで「中身」に対する遊戯的欲望が惹起された事例
や，白ポストの有用性を問うマスメディア言説を通じて，「悪書がある」という
文化的認識の恣意性が隠蔽されるという一面も確認された。

結論からいえば，白ポストとは 1960 年代から 70 年代にかけて，顕在的機能へ
の貢献以上にモノを物理的に囲い込みポストの内／外に「有害／無害」区分を代
理させることで「悪書」を具象化し，悪書追放運動を実態として可視化する物理
的媒体（＝メディア）であったと言える。むろん書棚／平台やコミックスコーナー
ほどに，情報や知の媒介に「成功」したとは言えない。しかし，大尾（2021）が
示すように現在でも一部の地域では同装置が「有害環境浄化活動」に資するもの
として稼働し，かつ「有害図書類」として本以外のモノ（ビデオ，DVD，玩具，
ゲーム機等）をその回収対象としている現状に鑑みれば，局所的ではあれ境界設
定機能を「本」以外のメディアにも拡張させ，「有害／無害」というカテゴリー
を自明化させることに一定程度は寄与していると考えられる。

5 － 2　今後の課題──「本を捨てる」ことのメディア史へ
最後に本稿の議論が「本の捨て方」の社会性を問う議論へと接続可能であるこ

とを指摘したい。これまで出版文化論や流通研究は，人が書物と出会う場を論じ
てきたが，不要になった書物の捨て方については大きな関心を寄せてこなかった。
古紙回収に出す以外にも，古書店の買取サービスの利用，フリマアプリへの出品，
施設等への寄付，図書館への蔵書の寄贈，アダルトショップのビデオ・DVD 回
収ボックスの利用など，あらゆる方法で人は本を「捨てる」。こうした処分の種々
相には，人が複製技術である書物や雑誌にアウラを看取し，自らの手で「ゴミ」
として葬ることに一抹の躊躇いを感じる姿も透けてみえる。ロベール・エスカル
ピは，1935 年に創刊されたペンギンブックスが書物を教養財から消費財へと変
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化させたと論じた
（30）

。ペーパーバックが「古紙と古書の間にあった境界線をかき消
した

（31）

」という指摘もあるが，白ポストもまた本の破棄という社会的行為をめぐる
一つの選択肢として捉え返す余地がある。ゴミの混入がことさらに問題視された
白ポストだが，それは特定の媒体を「悪書」へと転換させる装置であるともに，
皮肉にも「本」が「ゴミ」へと転じる境界線上にもあるのだ。

現在，青少年を保護するための「有害環境浄化」は各地で行政の重要課題とみ
なされている。青少年保護条例は物理的な媒体からインターネットや SNS へと

「有害」問題の軸足を移しているが，ポストに投函“不”可能なものが氾濫する
なかで，今後「有害環境浄化」はいかに遂行され，そのなかで「わかりやすいモ
ノ」はどのように囲い込まれるのか。メディア研究は，その動向を丹念に追い歴
史的な展開に位置付けていく必要があるだろう。本書は白ポストという特殊な事
例から，こうしたより普遍的な課題へと至るための，一つの参照点となることを
望むものである。
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