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少女雑誌に見る現代少女の身体文化

東野充成

1．問題と目的

近年、身体を問うことの重要性が、文化研究において注目を集めている。それは、子ど

も文化の研究においても例外ではない。川村(1994)は、社会史研究の立場から、近代日

本の少女のセクシュアリティを論じている。松田(2001)は、スポーツ社会学の立場から、

遊びやスポーツにおける子どもの身体を論じている。日比野他編（2004）では、様々な表

現における身体表象が分析されているが、その中でも少女漫画や「少女」を演じる演劇が分

析対象として取り上げられている。このほかにも、子どもの身体技法に関する研究などが蓄

積されてきており、「子どもの身体論」が多く見られるようになってきた。

では、なぜ、身体が注目を集めているのだろうか。身体は個人と社会の接点であると同時

に(1)、個人の主体性と社会の規制がせめぎあう一種のアリーナである。否、Foucault(訳書

1977)に倣って言えば、主体的な身体の持ち主と個人の思わせることこそが、近代的権力

の所産なのかもしれない。いずれにせよ、「私たちが生や世界を経験し認識するのは何より

も身体を通して、あるいは身体として」（荻野2002ii頁）であり、個人と社会が交差する

場としての身体は、個人の主体性と社会の規制がせめぎあう文化を考察する上で、極めて重

要な意味を担っている。

そのような身体の重要性は、少女文化の場合においては一層顕著である。摂食障害などの

精神分析学的事例に端的に現れているように、少女にとって身体は、病的な症状を呈してで

も、改変の対象となる領域である(2)。浅野(1996)や加藤(2004)は、ジェンダー論や社

会規範論の立場から、少女たちがなぜ痩せようとするのか、彼女たちの感情や声を拾い上げ

ている。また、エステや美容整形といった現象が主に少女を巡って生起していることも一般

に了解可能だろう。荻野（2002）や谷本（2004）は､整形や美にまつわる言説を手がかりに、

身体に刻まれたジェンダー規範を浮かび上がらせている。このように、現代社会における少

女文化を分析する場合、身体は極めて重要なトピックとして立ち現れてくる。

そこで、本論では、少女向けのファッション誌（以下では「少女雑誌」とする）の質的な

内容分析を通して、現代少女の身体文化の特質を明らかにする。すなわち、少女雑誌に配置

された身体にまつわる言説の分析を通して、現代少女の身体文化の特質を明らかにすること

が本論の課題である。

少女雑誌には、ファッションや化粧、身体技法など様々な身体にまつわる言説が配置され

(ひがしの・みつなり共栄学園短期大学）
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ており、現代少女の身体文化を総合的に分析する上で、豊かな材料を提供してくれる。と同

時に、高度に消費化・情報化された現代社会において、ポップ･カルチャーは高度な政治性

を内包し（あるいは内包していることを隠蔽し)、少女たちにとって重要な環境世界として

成立している。したがって、少女雑誌というメディア表象の分析は、第一義的な少女の声を

反映したものではないが、現代社会における少女文化の一断面を明瞭に切り取るものである。

なお、本論では、「少女雑誌」という語を、主に中学生から高校生までの少女を読者層に、

ファッションを中心に恋愛や学校生活など彼女たちのサブカルチャーを紹介した雑誌と定義

する。したがって、同じ少女向けの雑誌であっても、芸能や音楽などに特化した雑誌は、こ

こでは想定していない。身体文化を分析する上では、ファッションなど身体装飾にまつわる

サブカルチヤーを提示している雑誌のほうが、分析の対象としてそぐわしいからである。

2．分析の視点と方法

身体文化という概念は極めて多義的である。特定の集団で共有されている身体に対する規

範や価値、技法、さらには身体装飾の類も身体文化に含めることができる。このように様々

な意味を内包する身体文化という概念であるが、本論ではさしあたって、「特定の集団で共

有された、身体にまつわる規範や価値、行動様式の総称」と捉えておく。

但し、本論では特に身体規範に焦点を当てる。身体規範とは、どのような身体の型や動き

を価値的とするのか、あるいはしないのか、身体にまつわる価値ということになる。身体規

範は特定の身体への改変に向けての準拠点となるものであり、それを分析対象とすることに

よって、身体文化の根幹を明らかにすることができる。

分析の方法は、少女雑誌の質的な内容分析を中心に行う。すなわち、後述する対象誌から

身体規範にかかわる記事を抽出し、その記事が有する構造やレトリックを記号論的に分析す

るという方法を採る。このような手法はこれまでにもジェンダーとメディアにまつわる研究

などで多く採用されてきており(3)、表象に潜む意味やそのポリテイクスを浮かび上がらせる

上で有効である。

対象とする雑誌は、『SEVENTEEN｣(集英社刊）と『Hana*chu→』（主婦の友社刊）

の2誌である。これらは､日本雑誌協会の発表によると(4)､｢SEVENTEEN』で32万部『Hana

★chu→』で15万部を発行するなど､少女雑誌の中でも広範な読者を獲得している(5)。また、

これらの雑誌は、明確に高校生と中学生を読者層として位置づけている。つまり、中学生か

ら高校生まで少女の身体文化を総合的に検討する上で格好の題材となると同時に、2誌を比

較検討することによって、少女の身体文化が学校段階上どのように変化するのかも導き出す

ことができる。分析対象としたのは､『SEVENTEEN』が2004年NO.9からNo.20．21の9冊(No.

11．12，NO.13．14，N0.18･19，N020･21は合併号のため)、『Hana*chu→』が2004

年4月号から9月号の6冊、計15冊である(6)。
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3．少女雑誌に見る現代少女の身体文化

3.1規範化される身体の型

ファッション誌において身体が特定の型へと収數されることは、周知のとおりである。男

性向けファッション誌では、マッチョとスレンダーという2つのタイプのモデルが存在す

る一方(7)、女性向けファッション誌では痩身のモデルしか存在しない。また、痩身のほかに

も､長脚や「小顔」などが女性モデルには義務付けられている。このことは『SEVENTEEN』

や『Hana*chu→』にも該当する。それらのどこを見ても、誌面を飾るモデルたちは、画

一的に痩身や長脚の持ち主であり、女性に課された身体規範を見事に体現している。そして、

モデルとは読者である少女たちにとっての理想像として位置づけられているわけであるから、

このような身体の持ち主をモデルとして配置することは、その身体へ近づくことを少女たち

にも暗黙裡に課していることになる。

と同時に、より明示的に少女たちに特定の身体の型へと近づくことを要求する記事もある。

それが、ダイエットやスキンケア、髪の手入れの仕方などについて紹介した記事である。こ

れらの記事では、特定の体型や肌髪の状態が擬音的な表現で美化され（｢ツルツル」「サラ

サラ」など)、明示的に理想と位置づけられる。そして、それに近づくことを読者である少

女たちにも要求する。たとえば、次のような文言が登場する。

・普通のダイエットではなかなか落ちない、気になる部分を集中的にサイズダウン！そ

んな夢の“部分やせダイエット”を紹介するよ！だれでもカンタンにできて、短期間で

効果ありの方法だから、みんなも今日からやってみてっ!(｢SEVENTEEN｣No.9｢Let'

slOdays部分やせダイエット！」より）

・チャオチッッス！みんなの悩みを聞いてみたら、出てきた出てきた“おなか”の問

題1見た目から、ウンチ、おならまで…マジ、笑えないっ1新学期、新しいクラスで情

けない思いをしないよ－に、シンケンに解決っ!(rHana*chu→』4月号「おなか

問題っ！!」より）

上の例では、「部分やせダイエット」が「夢」であることが明示されている。しかし、そ

れが誰の「夢」なのかということは全く触れられていない。つまり、『SEVENTEEN』を読

む少女たちにとっては、「部分やせ」が「夢」であると前提化し、それを「みんなも今日か

らやってみて」と推奨しているのである。一方、下の例では、「おなか問題」は「みんなの

悩み」と明示されている。しかし、ここでも「みんな」とは誰なのかは明示されていない。

つまり、『Hana*chu→』を読む少女たちを「みんな」と前提化し、「みんなの悩み」であ

る「おなか問題」を解決する手段を提示しているのである。

では、なぜ、「おなか問題」は「みんなの悩み」なのだろうか。それは、「おなか問題」を

抱えていると、「新しいクラス」で「情けない思い」をするからである。つまり、「新しいク

ラス」という不特定多数の視線(8)を内在化させることによって､｢部分やせ」や「おなか問題」
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【表1】『SEVENTEEN』におけるダイエット関連記事

LetPslOdays部分やせダイエット

マジ効きダイエット

やせる学校生活

夏までにスリムになるBOOK

榮倉的ダイエット太公|)M

LOVEBODYｶﾚﾝグｰ

みんなのマジ効きダイエットBESTlO

部位別に「部分やせ」のためのエクササイズを紹介。

ダイエットに成功した人の方法を紹介。

学校生活の中でやせる〃法を紹介。

ウォーキングや轆体などの方法を別冊付録として紹介。

モデルがIfl身のダイエット法を公|州。

期川を決めてやせるための〃法を紹介。

I洗背からの投柵という形で、様々なダイエット法を細介。

NQ9

NqlO

Nqll・l2

Nql5

Nql7

Nql8・’9

N020．21

【表2】『Hana*chu→』におけるダイエット関連記事

ド腹部の出っ扱りなど「おなか|川越」の解決払を紹介。

｢水府の似合う」体を||指して、祁位別にダイエット法を紹介

脚を細くするための通勤を部位別に絲介

人浴中にできるダイエット法を紹介。

帖
一
咄
一
州
一
北

お'ょか|川題

水首の似合うボディになるっ！

ほっそり脚になるっ11

お風呂でらくちんにヤセるっ11

が重要な問題であると認識させ、痩身という特定の身体の型へと規範を一元化するレトリッ

クが展開されているのである。

このような構造は他のダイエットやスキンケアなどに関する記事にも該当する。試みにダ

イエットに関する記事を抽出してみると、【表l】【表2】のようになる。特に『Hana*chu→』

は中学生を対象とした雑誌であり、年齢の低いうちから、少女たちの間で痩身に対する規範

がいかに強いかを物語っている(9)。そして、少女雑誌は特定の身体の型を称揚し、それを「不

特定多数の視線」というレトリックを用いることで暗に強制することによって、ますますそ

の身体の型は規範化されていく。こうして、特定の身体の型の称揚＝特定の身体の型の軽侮

という、身体規範の第1が形づくられる。

32．規範化される身体の動き

少女雑誌においては、身体の型だけでなく、身体の動きも規範化される。すなわち、特定

の身体の動きが推奨／禁止されることによって、その身体技法が規範化された記事を多く目

にすることができる。そのような記事をまとめたのが【表3】【表4】である。

これらの記事においても重要な点は、動きの規範化が他者の視線を通して推奨／禁止され

るという構造を持つことである。たとえば、『SEVENTEEN｣No.9の「新学期☆第一印象を

よくする50の方法」では、新学期を迎えるに当たって第一印象をよくするために、「とる

べき行動」と「とってはいけない行動」を読者からの意見という形で紹介しているが、そこ

では明確に他者の視線の先に自己の身体の動きを統制する様が述べられている。

・03制服に変なアレンジは×（なおなお中3)｢ヘンにこったアレンジヘアしてる．っ

て引く。目立ちがり屋なんだって思っちゃう」本格アレンジは、学校ではしないほうが

。

・30持ち物には自分らしさを出そう（ハッピーバード中3)｢筆記用具やノート、小
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【表3】『SEVENTEEN』における身体技法に関する記事

Ml9

Nnl(）

N111．12

N(115

Nql6

Nql7

Nq18．19

Nq2(）

先龍が教える★女子高'1号のジョーシキ

新学期☆第一印象をよくする50の方法

友達づくり必勝ガイド

乙女のキスQ＆A

オガチの一発蓑講座

ふたりのルール

アルバイトデビューへの逆

てっとり早くモテる女の．になる62の

〃法

友達ルールBO()K50

奥モテ･完全読本

即想VS最悪

夏休み直前☆セキュリティーガイド

ツjの子○夏恋まつり2004

THll☆小金持ちになる方法

まずはめざせ3ヶH1おつきあいマニ

ュアル

卒業'kからの仏言という形で、毎日の生活に関する「ジョー

シキ」を紹介｡｢やせるの一言は毎日の淵悩」など。

｢第一･印象をよくする」方法を紹介｡「目があったらニコッO」

｢ほおづえのつきすぎは注意」など。

友達をつくる方法を紹介｡｢誘われやすい趣'床を｢↑う」など。

キスをするときの行動を紹介｡｢鼻から締かに,'tj，をする」など。

｢クラスの人気行」になるための「一発聟」をモデルが紹介．

カップルⅢlでの約束躯を紹介｡｢会ったら必ずキス」など。

バイトの探し方や|Ⅲ接での行動の仕方などを紹介。

系統MIIに、ソ｣j･から好かれる方法を男fの|-|を迦して紹介

たとえば「お41j系」では、「髪をクルクルする」など。

皮進と「トラブルもおきず、さらに仲良し度を」’二げるルー

ルを紹介｡「ドタキャン、遅刻はしない」など。

デートの際のファッションや誘い方などを紹介。

剛想的な人物像と「最悪」な人物像を紹介。

｢メル反」やストーカーなどから身を守る方法を紹介。

｢奥の恋」を成就させるための方法を状況別に紹介。

｢小金持ち」になる方法を紹介｡｢一日¥l()()貯金する」など。

恋人と良統きするためのポイントを紹介｡｢ベタベタ＆イチャ

イチヤしすぎない」など。

【表4】『Hana*chu→』における身体技法に関する記事

4ハリ

5ノj号

6月｝』

8ハ号

9月号

花の男子中生がぶっちゃける女r-の

ここがありえない

節2ボタンこ－してゲットせよっっっ！！

花の中学校生活新しい新学期を迎え

るための完全読本

恋のきっかけはこ－して作るっ！

花の女子中生のあんなことこんなこと

知忠袋

F1指せつ1花のケチど中学生

恋のおまじない200

yJr･から見た女子の「ありえない行動」を状況別にランキン

グ形式で紹介。

好きなりj-j皇の第2ボタンを手にいれる方法を紹介｡｢腰を低く

して友述から攻める」など。

｢節一印象を良くする」方法を紹介｡｢ちょっとオモロイIfl分を

出す」など。

｢成功者」の体験談をもとに、「恋のきっかけ」を作る方法を

紹介｡「さりげなくあいさつする」など。

｢髪をさらさらにする」や「一人でおきる」などの方法を紹介．

｢一人でおきる」ためには、「酢を飲む」など。真偽は不lﾘj。

倹約術を「常i識型」や「努力型」などに分けて紹介。

恋愛が成就するという「おまじない」を紹介。

物類は、大好きなキャラや色で統一してるよ」さりげなく、自分のセンスをアピールす

るのは◎

上の例では、学校では制服や髪型に凝ったアレンジを加えることがとってはいけない行動

として紹介されているが、その理由は「目立ちがり屋」だと思われ、他者から「引かれる」

恐れがあるからである。つまり、他者の視線の先に、制服や髪型をアレンジするという身体

技法に制限が加えられているわけである。下の例では、筆記用具やノートでさえ、「さりげ

なく」自己をアピールする道具と位置付けられ､それらを「統一する」行動が要求されている。

同様の記事は『Hana*chu→』にも見出せる。たとえば、5月号の「花の中学生活新

しい新学期を迎えるための完全読本」である。この記事でも、第一印象を良くする方法や自

己紹介の仕方などが多数紹介され、「朝一番に登校する」や「ちょっとオモロイ自分を出す」

句司弓
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などがとるべき行動として取り上げられている。ここでも、他者の視線の先に自己の身体の

動きを律することが明確に構造化されている。たとえば、悪い自己紹介の仕方として、「み

なさん仲良くしましょう」と挨拶することがあげられているが､その理由は次のとおりである。

．ってか、あなたダレ（？）って感じ。エラそうな態度に反感買いまくりっ！（中l"み

つちい"LOVE)

但し、これらの記事においても、それがいかなる他者の視線なのかは明確に述べられてい

ない。あえていえば、クラスメートということになろうか。一方で、明確に対象とすべき他

者を措定し、その視線の先に身体の動きを規範化するような記事も見出すことができる。そ

の他者とは「男子」である。たとえば、『Hana*chu→』4月号の「花の男子中生がぶっ

ちゃける女子のここがありえない」では、その点が端的に表れている。

この記事では、男子の目を通した女子の「いやな行動」を状況別にランキング形式で紹介

しているが、「授業中」では次のような行動が「ありえない行動」としてピックアップ。され

ている。「1位毛抜き」「2位お菓子を食べる」「3位ボーつとする」。そしてそれぞれ

に男子からのコメントが付されているが、全体を総括するコメントとして次のような意見が

掲載されている。

・これは“イヤミ”じゃなくて“愛のムチ”つすよ－。女の子のことを思ってそう言っ

てるワケ！（記事では実名、東京都･中2）

ここでは、少女を読者層とした雑誌に男子が登場し、女子の「ありえない行動」をあげつ

らうことによって、少女の身体の動きを統制しようとする構造が如実に現れている。

また､『SEVENTEEN｣NO.ll･12の｢乙女のキスQ&A｣やNO､15の｢ふたりのルール｣､『Hana

★chu→』4月号の「第2ボタンこ－してケットせよっ!!」や5月号の「恋のきっかけは

こ－して作るっ！」などは「恋愛マニュアル」であり、男子から好かれると発信者が考えて

いる行動を紹介したものである。したがって、これらの記事も当然、男子の視線を内在化さ

せることによって、少女の身体の動きを規制する構造をもつものである。

このように、少女雑誌においては、身体の型だけでなく、その動きも特定の範型へと規範

化されている。その際、他者、特に男子の視線を内在化させることによって、身体の動きを

規制しようという構造を顕著に見出すことができる。これは、男性の視線の先に女性の身体

を統制する近代的な女性の身体技法を、図らずも少女雑誌自らが表象したものである00)。

3.3．身体の規格化一学校文化との関連一

以上のように、少女雑誌においては、特定の身体の型や動きを価値あるものと見倣し（規

範化)、それを標準化する、身体の規格化という事態が展開されている。

この身体の規格化というテーゼは、学校文化における少女の身体にも該当する。近代的な

学校制度の中で、少女の身体が規格化されてきたことは、女子学生に対する洋装の導入過程
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や近代的な女子教育に関する多数の歴史的研究によって示されている0')。もちろん、少女雑

誌における身体の規格化と近代的な学校文化の中でのそれとは位相を異にする。後者が基本

的には明確な権力関係の中で進められたのに対し、前者は、発信者側の「自由な」意思に基

づいて発信され、それを現代の少女たちが「自由に」受け取ることによって成立している⑫。

しかし、「自由意思」に基づいて表現･受容されるポピュラーな領域において、少女の身体の

規格化が構造化されているという事実こそ注目に値する。

さらに、少女雑誌における少女の身体文化は、学校文化を転用する性格を持つ。転用と

は、本来の流儀を独自の観点から再解釈し、新たな流儀の中に位置づけなおすという意味で

ある03)。2誌において学校について扱った記事は計18件見られるが、特に学校文化を転用し、

少女たちの文化の中に位置づけなおした記事として、『SEVENTEEN｣No.9の「校則スレス

レメイクテク」と『Hana*chu→』4月号の「春休みは制服しちゃいますっ!1」を挙げる

ことができる。2誌では次のように紹介されている。

.「学校にだってメイクしていきた－い!｣butキソク＆検査が厳しすぎてムリッ（涙)。

そんな絶体絶命ジョータイもクリアする、読者直伝のテクをご紹介一☆これなら、あ

の先生にもバレないハズっ!(｢SEVENTEEN｣NO.9の「校則スレスレメイクテク」より）

・ぱよっj「なんちやって制服」???そう、最近ハナチューっ子の間で急増中の、休み

の日に街で着る「おしやれ制服」のこと。おしやれの秘訣は高校生を意識してなりきる

ことつ！この機会にやってミソ▼(｢Hana*chu→』4月号の「春休みは制服しちや

いますっ！!」より）

上の例では、私立女子高や公立など学校種別ごとに「校則スレスレ」の化粧のテクニック

を紹介しているが、校則という学校文化を化粧の境界と新たに定義しなおすことによって、

それを少女の世界へと位置づけなおしている。下の例では、「なりきる」学校種別ごとに制

服を紹介しているが、制服という学校文化を「休みの日に街で着るおしやれな」服装と新た

に定義しなおすことによって、それを少女の世界へと位置づけなおしている。

もちろんこれらは、校則や制服という枠内で、身体を美しく見せる技術を紹介したもので

あるが、学校文化の端的な記号である校則や制服を新たな視点から位置づけ、その定義をず

らすことによって、ポピュラーな身体文化として少女たちの領域へと取り込んでいるという

事実は、やはり注目に値する。すなわち、少女たちの身体文化は、決してポピュラーな領域

だけから成立しているわけではなく、学校文化を転用することによって独自の文化を形づく

っているのである。

では、学校文化における少女の身体と少女文化におけるそれはどのように関連付けること

ができるだろうか。少女雑誌における少女の身体は、型や動きという点で、規格化されたも

のであった。一方、学校文化における少女の身体も、校則や制服によって特定の型や動きへ

と規格化される。しかし、少女たちは、校則や制服といった学校文化における身体の規格化

を転用し、少女たち自身の文化の中で再構成していた。これらをまとめると、現代少女の身

体文化とは、学校文化における身体の規格化を転用し、少女たちの知の枠組みのもとで再規
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格化する構造を持つものということができよう。

4．まとめ

以上、『SEVENTEEN』と『Hana*chu→』の内容分析を通して、現代少女の身体文化

を分析してきた。その結果、以下の点が明らかとなった。第1に、少女の身体文化は特定

の型や動きに規格化されていること。第2に、身体の規格化においては、他者、特に異性

からの視線を内在化させ、それに従わせようとする構造を持つこと。第3に、学校文化に

おける身体の規格化を転用し新たな文化的記号として少女文化の枠内に位置づける構造が見

られること。これらを総合すると、現代少女の身体文化は、学校文化における身体を転用す

るとともに、それを再規格化することによって、ポピュラーな領域で新たに規格化された身

体をつくり出す構造を持つといえよう。

なお、特に第3の点に関しては、2誌で比較的差異が見られた。『SEVENTEEN』では学

校に関する話題は制服など限定的なのに対して、『Hana*chu→』では毎号必ず学校に関

する話題が掲載されている。たとえば、学校で起こった同級生や教師の「変な」行動を「事

件」として紹介するなどである。こういった記事も、「変な」行動を「事件」としてあげつ

らうことによって、逆説的に特定の身体の動きを規範化するものである。このように、高校

生に比べて中学生の身体文化は学校を中心的な舞台に展開されるものといえよう。もちろん

これは限定的な分析から得られた限定的な結果であり、今後大規模に中学生と高校生を比較

検討することによって、身体文化の差異に関するより一般化された結論を得る必要がある。

また、本論は成人女性との比較を通して少女の身体文化を分析したわけではないが、ダイ

エットやスキンケアに拘泥する姿は、成人女性の身体文化と重なる部分も多々ある。しかし、

ここで重要な点は、それが誰を意識してなされるのか、ということである。同じダイエット

でも、誰の視線を内在化するのかによって、その意味は全く異なる。公共の場でのマナーな

のか、自己管理の手段なのか、それとも少女たちと同様、親密な他者の視線を意識してなさ

れるのか。今後は、このような点から成人女性の身体文化との比較検討も行う必要がある。

もちろん、これらのほかにも、本論では積み残した課題も多い。さしあたって次の2点

を指摘できる。第1に、現代の子どもたちはいかなる他者の視線を内在化し身体文化を形

づくるのか、という点である。たとえば、公共の場での他者の視線に対する無感覚と親密な

場でのそれへの過剰な対応といった現象は、子どもの身体論において視線と身体の関係を扱

う重要性を想起させる。第2に、従来の研究では子どものポピュラーな文化と学校文化を

分離し、それぞれを独自の分析対象とすることが多かった。しかし、本論で明らかにしたよ

うに、子どもの身体文化はポピュラーなものとフォーマルなものが相互作用する中で展開さ

れる側面もある。今後は、この両者を架橋する視点のもと、子どもの身体文化研究が進展さ

れる必要がある。いずれにせよ、身体論は子ども研究において緒についたばかりの分野であ

り、十分な研究の充実が望まれる。
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注

(1)身体はそもそも社会的な存在である。このことは「鏡の理論」によって示される。すなわち、われ

われは鏡を通してしか自己の身体の全体像を認識しえず、個人の身体の成立には鏡＝社会からの視

線が基盤となっている。

(2)近年では、青年男子にも摂食障害が見られるようになってきた。その理由として滝沢(1989)は、

男女の社会的役割の変化と異性を意識した外面重視の傾向を挙げている。しかし、摂食障害が少女

に頻発することは、現在でも変わりはない。

(3)村松･ゴスマン編(1998)や井上･女性雑誌研究会(1989)、諸橋(1993)などでは、マス・メディ

アの量的･質的な内容分析を通して、そこに潜むジェンダー間の不均衡やセクシズムを洗い出され

ている。

(4)日本雑誌協会の雑誌発行部数に関するホームページアドレスは、以下の通りである。http://

www.j-magazine.orjp/FIPP/FIPPJ/F/index.htm｡なお､本論では2003年の公称部数を用いている。

(5)これらの数値は公称部数であり、販売実数よりも少ないことが予想される。しかし、雑誌には「立

ち読み」や「まわし読み」といった講読形態もある。公称部数にそれらが入っていないとすれば、

多少かさ上げされていたとしても、公称部数に近い、あるいはそれ以上の読者を獲得していると考

えていいだろう。

(6)この期間を分析対象としたのは、卒業式（終業式）や入学式（始業式)、平常授業、夏季休業と中・

高生の学校生活にとって重要なイベントが多数存在するからである。今後は、1年を通した分析及

び身体文化の長期の変容過程を捉えるために、数年を射程に入れた分析を行うつもりである。

(7)若者のファッション誌受容過程においても、男性はマッチョな男性モデルにあこがれるとともに、

女性もその肉体美を好意的な感情でまなざしている。東野（2004）参照。

(8)本論で言う視線とは、単に認知的な意味での視角の方向性を指すわけではなく、ミクロな権力関係

の中で構造化され、ポリティクスを内包したまなざしのことである。

(9)厚生労働省（2004）の報告によると、自分の体型に対して「痩せたい」とする者の割合は、女子

高生でおよそ9割、小学校5．6年生でもおよそ5割にのぼる。

00）全ての女性が男性に視線の先に従属されているというつもりはない。しかし、女性を男性の視線の

もとに構造化し、「被写体」や「観察対象」とするような関係は、現代社会においても強力に構造

化されている。ササキバラ（2004）は､現代日本のサブカルチヤーにおけるく美少女〉を分析し､<美

少女〉の成立には男性の特権的な視線が関与していること明らかにしている。

(l1)学校文化としての女子の制服に焦点を当て、そこに潜む近代の権力関係やポリティクスを明らかに

した研究として、安東(1997)や桑田(1998)を挙げることができる。

02）ここで「自由な」という表現を用いたのは、メディアの発信や受容が建前上は自由意思に基づきつ

つも、様々な権力関係や社会的規制の中でなされるからである。それらは決して個人の自由意思の

みによるわけではない。

(13)本論で用いた｢転用」という概念に近いものとして､Leve=Strauss(訳書1976)の「ブリコラージュ」

やCerteau(訳書1987)の「戦術」を挙げることができる。「ブリコラージュ」とは、ありあわせ

の材料や道具を用いて新たなものを創造する「器用仕事」であり、「戦術」とは日常を生き抜こう

とする弱者の技である。学校文化を転用し、新たな文化的記号として位置づける少女雑誌の実践は、

これらに通底する。
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