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「どうぞ、こちらへ…」
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Portal  A fines del siglo pasado 
escribí: “Nos preocupa mucho 
la extinción de las ballenas, pero 
lamentablemente nos preocupa 
menos la extinción de la gran ba-
llena ilustrada que fue la historieta 
popular mexicana”. En el arranque 
del tercer milenio el viejo comic de 
masas ha muerto. No tiene caso 
seguirlo lamentando, pero aun es 
importante tratar de entenderlo. 
De esto trata el presente ensayo. 
 
 Entre los años treinta y 
los setenta del pasado siglo los 
mexicanos fuimos un pueblo de 
lectores gracias a que las políticas 
educativas de la posrevolución nos 
alfabetizaron pero también gracias 
a que las historietas nos dieron 
algo que leer. Y los lectores fui-
mos millones de modo que el 

序章  「我々はクジラの絶滅に関
してとても心配しているが、残念な
がらメキシコの ポピュラーイスト
リエタというクジラの絶滅にはあ
まり関心がない」、これは私が前
世紀の終わり頃に書いた一文だ。
今世紀の始まりに、古き「ポピュラ
ーイストリエタ」が死んだ。死を嘆
き続けるのは無意味だが、なぜそ
れらが絶滅したのかを理解しよう
とすることは大切だ。これが今回
エッセーのテーマです。

 かつてメキシコの識字率は
大変低かったのですが、メキシコ
革命後、1930年代から1970年代
の間に行われた教育の政策によ
って識字率が向上しました。この
教育政策に加え、イストリエタとい
う大衆向けの読み物があったお
かげで、メキシコの人々は学んだ
文字を読むという楽しみを覚えま
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comic incorporó la experiencia 
intimista de la lectura a una cultu-
ra popular que antes se manifes-
taba principalmente en actividades 
públicas. Más que la radio, los 
“pepines” y luego las “revistas de 
monitos” sustituyeron a los corri-
dos que cantados por trovadores 
campiranos o impresos en papel 
de china trasmitían sucedidos 
pero también sentimientos, va-
lores, normas de conducta, sa-
beres… La extinción en los ochenta 
del comic multitudinario al que no 
han sustituido plenamente otros 
lenguajes narrativos, es también 
el fin de la lectura y empobrece 
gravemente nuestra cultura po-
pular. Antes la gente leía historie-
tas ahora lee tuits.

した。 実際、当時のイストリエタの
読者は何百万人にも上りました。
イストリエタに多くの読者がいる
ということは、 かつては同じ時間 
を共有するパブリックな活動の中
からでしか生まれなかったポピュ
ラー文化が、非常に個人的な経
験である読書からも生まれること
になりました。 メキシコにおける
大衆というのは、ほとんど農民で
した。イストリエタを読む前の彼
らにとってのポピュラー文化とは、

「corridos」と呼ばれる農民たち
の感情・価値観・行動規範・知識
など歌い、伝えていた農民の歌い
人の歌でした。イストリエタはラジ
オよりも、より「corridos」の代わり
を務めることができ、メキシコの
ポピュラー文化になったのです。
しかし1980年代に入るとこのポピ
ュラーなイストリエタが絶滅しまし
た。そして今もその物語的な表現
を十分に代理できるものが、まだ
現れていません。これはメキシコ
における読書の終わりであり、我
々のポピュラー文化を貧しくして
いる原因でもあります。かつての
人々はイストリエタを読んでいま
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 Y el comic mexicano es un 
gran desconocido. Sabemos poco 
de lo que se publicaba y nada de 
las emociones, inquietudes y ac-
ciones que su lectura despertaba 
en los consumidores, pues si ape-
nas empezamos a estudiar al objeto 
impreso, menos hemos estudiado 
al sujeto lector.

 En sus ciento cincuenta años 
de vida distinguimos dos etapas en 
la historieta mexicana: La primera 
de tradición europea se desarrolla 
durante la última mitad del siglo 
XIX. La segunda sigue el modelo 
del moderno comic estadounidense 
y se despliega durante todo el 
siglo XX. Es posible que los comics 
digitales difundidos por internet 
que abundan en el arranque del 

したが、今はツイッターしか読まな
いのです。

 そして今日においては、メキ
シコのイストリエタはまったく知ら
れていないのです。かつて出版さ
れていたメキシコイストリエタに
ついて、我々は知らないのです。
そして、かつて多くの読者がイスト
リエタを読むことによって感じた
思いや 行動などについてもなお
さらわからないのです。現在のと
ころ出版されたイストリエタの研
究がようやく始まったばかりで、読
者という主体に関してはほぼ研究
されていません。

 イストリエタには150年の
歴史があり、二つの段階で区切る
ことができます。 まず一つ目の段
階は、１９世紀後半、ヨーロッパの
伝統を引き継いだ段階です。 次
に二つ目は、20世紀、北米のコミ
ックの形式を引き継いだ段階で
す。 現在、インターネットで伝達さ
れるデジタルコミックスは、これか
ら、新しい段階を構築していくでし
ょう。
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siglo XXI conformen una nueva 
etapa aún incipiente.



 Desde los cuarenta del siglo 
XIX se multiplican en la prensa 
periódica ilustrada las narraciones 
que emplean viñetas secuenciadas.
Historietas mudas o con apoyatu-
ras que por su forma consti-
tuyen una suerte de protocomic, 
mientras que por su contenido 
son parte de la sátira política que 
dominaba en el periodismo gráfico 
decimonónico.

 La guerra civil que provo-
can las reformas modernizantes 
impulsadas por los liberales a 
mediados del siglo XIX, luego la in-
tervención colonialista del ejército 
francés a la postre derrotada por 
el movimiento social que encabe-
za el presidente Benito Juárez y 
más tarde el gobierno autoritario 
de Porfirio Díaz son el inestable 

 1840年代から、メキシコに
おいて出版されるイラスト付き新
聞において、単なる 一枚絵から
連続して物語性を持つイラストの
掲載が増えます。 このような初期
のメキシコイストリエタは吹き出
しがない、または説明文が入った
絵 からなります。その内容は、19
世紀の新聞の多くを占めていた
政治的風刺でした。

 この最初の リトグラフで表
現された政治的風刺の背景には
19世紀に近代化を目指すリベラ
ル派の改革が起こした内戦があ
り、のちにBenito Juárez 大統領
がリードした社会運動によって破
られたフランス軍隊の植民地主
義的な介入もあり、最後にPor-
firio Díazの横暴な政府がありま
す。 この紛争の背景において、政
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y conflictivo contexto de las pri-
meras revistas con litografías, 
animadas por periodistas gráficos 
militantes que se ensañan con 
Juárez y su gabinete, para arre-
meter luego contra la dictadura de 
Porfirio Díaz. 

治的活動にコミットメントしていた
グラフィックアートで表現する新
聞記者によって、最初のリトグラフ
が作られました。新聞記者 たちは
Juarezとその内閣を風刺の対象
にして、そのあとはPorfirio Díaz
の独裁と戦います。
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1.2 Frivolidad 
de fin de siglo

 Directa o indirectamente 
Porfirio Díaz gobierna de 1877 a 
1910 y en su largo mandato “mo-
derniza” al país en una pues-
ta al día que apenas encubre la 
falta de libertadas, la represión 
y los trabajos forzados en fin-
cas y plantaciones. Parte de esta 
modernización es una prensa ya 
no beligerante y doctrinaria sino 
noticiosa y frívola. Publicaciones 
que apoyan al gobierno y evaden 
los problemas sociales en parte 
por convicción, en parte porque 
esto es lo que pide el mercado 
urbano y en parte porque Díaz las 
subsidia generosamente. Desa-             
prensión de la prensa ilustrada 
que en perspectiva se vuelve no-
table pues mientras esta hacía 
crónica de sociales salpicada con 
gracejadas inocuas en el país 

1.2 世紀末
の取るに
足らない
もの

 1877年から1910年の間に
Porfirio Díazは直接的、また間接
的にも、国を統治します。その長い
統治の間に、国は「モダン化」され
ました。しかし、その近代化の流れ
の中では、自由の欠落、抑圧、また
は農場と大農園にあった強制労
働が隠しきれませんでした。 この
近代化の流れの中、メキシコにお
けるジャーナリズムも変化してい
きました。以前のような交戦的で
独断的な理論家によるジャーナリ
ズムより、ニュースとくだらないも
のを中心にしたジャーナリズムに
変化していきます。 この新たなジ
ャーナリズムのもとで出版される
モノは政府を支持し、大衆の目を
社会的問題からそらしました。そ
こでのジャーナリズムの姿勢は、
自分の信念によるものが半分、も
う半分はマーケットが求めること
からできています。彼らの行動に
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crecía el descontento y se aprox-
imaba la revolución. 

はDiaz政府からの寛大な補助の
影響があったのでしょう。 絵が入
った新聞におけるこの厚顔無恥
な姿勢が注目すべき点です。この
ジャーナリズムがゴシップニュー
スや無邪気な冗談を連載している
うちに、国民の不満が大きくなり、
革命が近づいていました。
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1.3 Comics 
contra la 
revolución

 En 1910, después de un frus-
trado intento por sacar a Díaz 
del gobierno por la vía electoral, 
Francisco I. Madero y su grupo 
convocan una rebelión armada que 
en pocos meses deviene multitu-
dinaria. Y es que la modernidad 
porfirista resultaba lucidora en 
la ciudad de México pero el res-
to del país era un infierno social 
marcado por el despojo terri-
torial de las comunidades y por 
el trabajo forzado. Y cuando los 
pueblos campesinos comienzan a 
alzarse, los editores del periodis-
mo subsidiado por Díaz  cambian 
abruptamente de política editorial 
y se lanzan contra la revolución en 
curso. Así, de un día para otro  los 
dibujantes frívolos se vuelven fero-
ces caricaturistas políticos como 
los de la generación anterior, sólo 

1.3 革命に
反対する
コミックス

 1910年に、選挙運動によ
ってPorfirio Diaz体制を終わら
せようとした試みの失敗の後、-
Francisco I Maderoとその支持
者が武装した反乱を組織し、その
数ヶ月後、大規模な反乱が起こり
ます。 なぜなら、Porfirio Dias体
制がもたらしたモダニティはメキ
シコシティでは光輝いていました
が、それ以外の地方では、農民コ
ミュニティの土地の没収と強制労
働で特徴付けられる社会的な地
獄だったからです。 そして、農民
が農村で反乱を起こし始めたと
き、Diazが補助した新聞の編集
者が、進行していた革命を批判の
対象にします。 このように、瞬く間
に、くだらないギャグに専念して
いた新聞記者は、前の世代のよう
な厳しい風刺画家になりました。
ただし彼らは独裁者を批判の対
象にするのではなく、革命戦争を
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que estos no se ensañan con el 
dictador sino con los revoluciona-
rios Francisco I. Madero, Emiliano 
Zapata y Francisco Villa.

 Los dibujantes de ésta época 
utilizan la gráfica secuencial como 
un procedimiento entre otros y 
pocas veces emplean los recursos 
expresivos que el comic estadou-
nidense ya había desarrollado. 
Los fundadores de lo que en 
México llamamos “monitos” son 
los que empezaron a dibujar en 
la inmediata posrevolución y su 
trabajo está asociado con los 
coloridos suplementos dominicales 
que en los años veinte publicaban 
los diarios y, desde los años       
treinta, con los proliferantes comic 
book de pequeño formato que aquí 
llamamos “paquines” o “pepines”, 
aludiendo a Paquín o Pepín, los nom-
bres de dos de las revistillas pre-
cursoras.

指導するFrancisco I. Madero, 
Emiliano Zapata とFrancisco 
Villa.に対して戦いました。

 その当時のイストリエタの
画家は連続する図版の様式と、他
の様式とさらに、まれにですが、す
でに開発されていたアメリカのコ
ミックの様式を使用しました。
メキシコで「monitos」と呼ばれて
いるイストリエタの創設者者たち
は、革命の直後から絵を書き始め
ました。 彼らの作品は色に溢れ
ていました。そして彼らは20年代
の新聞が出版し 始める日曜日の
別冊付録に作品を連載していまし
た。さらに、30年代から増える小さ
なフォーマットを持つ「paquines」
と「pepines」と呼ばれていたコ
ミックブックにも連載しました。
この「paquines」と「pepines」
という、イストリエタの呼び方は、

「Paquin」と「Pepin」というイスト
リエタ専門雑誌の名前に由来し
ます。
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1.4 
Recapitulando

 Nacida a mediados de una 
centuria que algunos llamaron “de 
la anarquía” el protocomic mexi-
cano del XIX aún no se auto-
nomiza plenamente de la caricatu-
ra política y es como ella militante 
y doctrinario, salvo durante los 
años pacíficos del porfiriato en 
que se hace un periodismo com-
placiente y de evasión. Las revis-
tas ilustradas en que aparece van 
dirigidas a muy pequeñas minorías 
de clase media que saben leer. Por 
su formato se trata de pequeñas 
narraciones autoconclusivas, por 
lo general de una sola plancha 
en que los únicos protagonistas 
que repiten son los encumbrados 
del momento. Su género es la 
sátira político-social y a veces el 
humor blanco o lúbrico. Estilísti-
camente siguen el paradigma de 

1.4 要点を
繰り返しま
しょう

 「アナーキー」の世紀と呼
ばれた19世紀の半ばから生まれ
たメキシコの「protocomic」（つま
り、イストリエタの萌芽）は、まだ
政治的諷刺から独立していませ
ん。Porfirio Diazの平和的な体制
の気晴らしと逃避的なジャーナリ
ズムを除けば、19世紀の原イスト
リエタは政治的な活動と独断的
な政治思想で特徴づけられます。 
その原イストリエタが連載する絵
が入った雑誌は、文字を読める中
産階級の少数派に向けられてい
ました。 その出版物の形式は、主
に一枚の連続な絵で表現できる
小さなストーリーで、主人公は当
時の有名人でした。 そして、その
ジャンルは、社会的政治的諷刺
で、時には無邪気なユーモアや
エロティックなユーモアもありま
した。 これらの作品は形式的に、

「images d´Epinal」という、説明
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las images d´Epinal: viñetas sucesivas 
con apoyaturas en las que no se 
emplean líneas de fuerza ni ono-
matopeyas dibujadas ni globos. 
Técnicamente son litográficas, 
hasta el final del siglo en que em-
pieza a utilizarse el fotograbado.
 

文が入った連続する絵で構成さ
れるグラフィックナラティブのパラ
ダイムを模倣していました。この時
代の形式には、オノマトペ、動きを
表す線や吹き出しもありませんで
した。 技術的には、19世紀末に現
れる写真製版までは、リトグラフ
で作られていました。



 En el México porfirista ocho 
de cada diez personas mayores de 
seis años eran analfabetas, pero 
a resultas de las políticas edu-
cativas de una revolución hecha 
por campesinos y comprometida 
con el pueblo, entre 1920 y 1950 
los alfabetizados se multiplican 
por cinco y para el medio siglo ya 
sabía leer la mitad de la población. 
Once millones de lectores poten-
ciales, mayoritariamente jóvenes, 
enfrentados a un árido panorama 
editorial pues la prensa periodísti-
ca era de escasa circulación y los 
libros tenían tirajes simbólicos. 
Las historietas vienen a ocupar 
ese espacio. Pero a diferencia 
de las estadounidenses pensa-
das para migrantes que apenas 
hablan inglés, aquí van dirigidas los 
sectores populares recién alfabe- 

 Porfirio Díaz 体制のメキ
シコにおいて、10歳以上の人口
の中で、10人中8人は文字を読む
ことができませんでした。（識字
率はわずか20％でした。）ところ
が、民衆と連携した農民が行なっ
た革命における教育制度改革の
結果として、1920年から1950年
の間までに、識字率は５倍に向上
し、1950年代には人口の半分以
上が文字を読めるようになりまし
た。 当時の人口からすると、潜在
的な読者は1100万人で、彼らは
主に若者でした。ところが、この当
時、新聞の出版とその流通が限ら
れており、さらに、本の発行部数
はわずかな数でした。 イストリエ
タは識字教育が生み出したこの
印刷物の欠落を埋めます。 ところ
が、米国における英語がほぼでき
ない移民者を念頭に置いて作ら
れている米国のコミックスと違っ
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2.1      
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2.1 識字教
育と
イストリエタ



tizados, entre ellos los muchos 
campesinos que se avecindaron en 
las ciudades a resultas de la re-
volución. 

 De los nuevos medios de 
comunicación masiva: la radio, 
la música grabada, el cine y el 
comic, este último es responsable 
de una verdadera revolución es-
piritual por la que el acceso los 
productos culturales -antes co-
lectivo y con frecuencia multitudi-
nario- deviene un goce individual y 
privado. Abismarse en las narra-
ciones dibujadas es un acto íntimo 
al que solo accede quien sabe leer. 
Y muchos mexicanos quisieron 
alfabetizarse con tal de poder leer 
historietas, la única literatura po-
pular disponible durante la mayor 
parte de la pasada centuria. 

 A mediados del siglo XX, en 
un país con alrededor de veinte 
millones de habitantes, oían la 

て、イストリエタは文字を読み始
めたポピュラーな層に向けられて
いました。この層は、革命運動の
結果で、都市に移動した農民がそ
の大勢を占めていました。

 当時、マスコミという新しい
媒体には、ラジオ、レコード、映画
とイストリエタがありました。この
メディアの中で、イストリエタだけ
は本当に精神的な革命の担い手
でした 。イストリエタを通じて、か
つて集団的で、そして多くの場合
に大衆的だった文化的生産物へ
の接触は、個人的で私的な娯楽
になりました。 イストリエタで描か
れた物語に没入するのは、文字が
読める人しかできない、心の底か
らの深い経験です。 イストリエタ
を読むために、メキシコ人たちが
文字を学ぼうとしました。イストリ
エタは、20世紀の大部分におい
て、メキシコにおける唯一の大衆
的な文学でした。

 1950年代には、メキシコの
人口は約2000万人に上ります。ラ
ジオの視聴者の数は約100万人

19



radio cerca de un millón de me-
xicanos, mientras que consumían 
historietas unos cinco millones, 
considerando que revistas como 
Pepín y Chamaco salían todos los 
días con tirajes cercanos al medio 
millón y cada fascículo era leído 
por cuatro o cinco personas. Se 
puede calcular que para los cin-
cuenta leían “pepines” la mitad 
de los alfabetizados, un cuarto de 
toda la población.   

 Por esos años un grupo de 
académicos emprende la búsque-
da de la “identidad” del mexicano 
explorando sobre todo la cultura 
tradicional, sin darse cuenta de 
que no era ahí sino en la expansiva 
industria cultural de masas donde 
se iba forjando el imaginario co-
lectivo de un pueblo. Los mexi-
canos del siglo XX fueron lo que 
hizo de ellos la revolución con que 
arranca la centuria, pero también 
el modo en que los conformaron el 
cine, la radio, la música grabada 
y los comics, que solo en el últi-

でしたが、イストリエタの読者は、
その５倍、約500万人でした。「Pe-
pin」と「Chamaco」というイストリ
エタ雑誌は、それぞれが毎日、 50
万冊を出版していました。そして、
それぞれの一冊の雑誌は4人か
5人ぐらいによって読まれていま
した。1950年代には、文字を読め
る人口の中で、半分ぐらいはイス
トリエタの読者でした。この割合
は全国の人口の4分の一になりま
す。

 この当時、数人の学者が、
特にメキシコの伝統文化に注目
し、メキシコ人として「アイデンテ
ィティ」の探求を始めます。ところ
が、メキシコ国民の集団的な想像
界の捏造は、伝統文化からではな
く、拡大されていた大衆文化の産
業の中で行われていました。 20
世紀のメキシコ人の性格は1910
年の革命から作られました。しか
し、それに加えて、映画、ラジオ、レ
コードとイストリエタからも作られ
ました。これらのメディアは1970
年代ぐらいまで、のちに普及する
テレビより主流でした。

20



mo tercio del siglo pasado fueron 
arrinconados por la televisión.

21



22

2.2 Comics en 
los diarios

 Desde 1918 la nueva prensa 
posrevolucionaria inspirada en 
el modelo estadounidense incor-
pora tiras cómicas cotidianas y 
suplementos dominicales a colores 
donde se publican servicios com-
prados a los grandes sindicatos. 
Pero también aparecen trabajos 
de autores locales. Y es ahí donde 
debutará la primera generación de 
historietistas mexicanos modernos 
que hace tiras o planchas a toda 
plana, que cultiva los géneros ya 
canónicos y que emplea sistemáti-
camente globos, onomatopeyas y 
líneas de fuerza.

 Los editores les piden a 
sus dibujantes y guionistas copiar 

2.2 新聞の
イストリエタ

 1918年以降、メキシコ革命
直後の新しい新聞業界は、米国の
新聞業界のモデルを採用し、新聞
に日刊のコミック・ストリップが導
入され、日曜日の別冊の 週刊付
録付きの新聞が主流になります。
それらの新聞には、米国のコミッ
クシンジケートから購入されたも
のが連載されていました。 ところ
が一方で、ローカルな作者の作品
も連載されていました。 この当時
の新聞業界で、近代メキシコイス
トリエタの第一世代がデビューし
ます。この世代がコミック・ストリッ
プや、新聞一面で完成されるスト
ーリーを作り、定型になっていた
米国のコミックスの作風も導入し
ます。それは吹き出し、オノマトペ
や動きを表す線の使用です。

 編集者は雇用するイストリ
エタ画家に、米国の作品を真似す
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a los estadounidenses, pero los 
moneros mexicanos lo hacen con 
imaginación y creando géneros o 
variantes de inspiración local. 
Así, mientras que la Secretaría de 
Educación Pública patrocinaba a 
pintores como Diego Rivera, José 
Clemente Orozco o David Alfaro 
Siqueiros que trasformaron a 
los mexicanos, a sus ancestros 
indígenas y a su revolución en 
decoración mural de edificios 
públicos; el comic -junto con la 
radio, las grabaciones y el cine- 
se dirigían al  mismo público 
con recursos que a la postre se 
mostraron más eficaces que los 
empleados por el Estado. Muchos 
se forjaron una identidad le-
yendo monitos, oyendo boleros o 
radionovelas y viendo películas, 
pocos se hicieron mexicanos con-
templando los “monotes” de los 
“tres grandes”.    

るように指示しますが、メキシコの
作者が自分の想像力を加えて、ロ
ーカルな感覚を持った手法と定
型のバリエーションも作られます。
この時期、Diego Rivera, José 
Clemente Orozco や David 
Alfaro Siqueirosのような壁画家
は、メキシコの公共教育省の後援
を受けて、メキシコの歴史的な人
物やメキシコ革命の悲劇を公共
施設の装飾にしました。 同時期
に、ラジオ、レコードや映画と並ん
で、コミックスもメキシコ教育政策
が対象にしていた同じメキシコ人
たちに向けられていました。とこ
ろが、イストリエタの方が政府より
効果的な手段を持っていました。 
多くのメキシコ人は、映画を見て、
ラジオドラマを聞いて、ボレロと
いう音楽ジャンルを聴いて、そして
イストリエタも読んでいるうちに、
自分たちのアイデンティティを形
成しました。「偉大な3人」の壁画
家の「巨大な絵」（壁画）を見て、メ
キシコ人としてのアイデンティティ
を形成したのは、少数派でした。
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2.3 
Recapitulando

 La historieta mexicana mo-
derna que debuta en los pri-
meros años veinte es de modelo 
estadounidense, pero pese a que 
las copias son evidentes la nor-
teamericanización del medio no es 
completa porque la mayor parte 
de los comics que  entonces se 
publican es de hechura local y 
aunque siguen los patrones es-
tadounidenses, introducen tipos 
nacionales como el “charro”, el 
“peladito”, el “abonero”… El éxito 
de los comics de los periódicos 
propicia que en los treinta estos 
adquieran vehículo propio y apa-
rezca la variante mexicana del 
comic book que son los pepines. 
Pero ya desde los veintes era 
claro que la identidad nacional no 
se estaba construyendo tanto con 
la política cultural nacionalista de 

2.3 要点を
繰り返しま
しょう

 1920年代にデビューした近
代メキシコイストリエタは米国コ
ミックスの型を追っていました。
ところが、明確な模倣やパクリ
があっても、イストリエタの完全
な米国化はありませんでした。当
時、連載されていた多くのイスト
リエタはメキシコで作られてお
り、米国コミックスの型を真似し
ても、「“charro”, 」「 “peladito”」
や 「 “abonero”」というローカル
な職業や文化をもとにしたキャ
ラクターも出現しました。 1930
年代に、20世紀の新聞で繁栄し
たイストリエタの成功をステップ
にするイストリエタの独自なメデ
ィアが成立します。そのメディアは

「Comic Book」のメキシコバー
ジョン、「pepines」と呼ばれてい
た雑誌です。 1920年代から、教育
的な壁画、ストラヴィンスキー的な
音楽やメキシコの特異性を導入
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la posrevolución: muralismo didác-
tico, stravinskismo musical, teatro 
de masas, danza moderna idiosin-
crática… como gracias al auge de 
los medios industriales de comu-
nicación: radio, música grabada, 
cine, historieta.

したモダンダンス、という革命後
の教育政策の産物がありました。
ところが、国民アイデンティティの
捏造が、こうした文化政策の産物
によるものではなく、ラジオ、映画、
レコードやイストリエタのような
文化産業によるものであったの
は、明確でした。



 Cuadernitos de bolsillo con 
50 páginas de 12 por 15 centíme-
tros impresos en una sola tinta, 
frecuentemente sepia, y conte-
niendo varias historietas seriadas 
de diferentes géneros pensadas 
para interesar a toda la familia, 
los pepines costaban cinco o diez 
centavos y fueron una modalidad 
mexicana del comic book que imperó 
desde fines de los treinta y hasta 
principios de los cincuenta, década 
en la que, con la penetración de 
las series estadounidenses tra-
ducidas y reimpresas en México, 
se impone también el empleo del 
color y el formato más esbelto, 
propios del comic de ese país.

 Aunque había un mercado 

 「Pepines」と呼ばれてい
たイストリエタの専用雑誌は、ポ
ケットに入れやすい小さなフォー
マットを持って、５０ページで、12
センチ×12センチのサイズ、モノク
ロ、そして多くの場合セピア色で
出版されていました。家族全員に
向けた様々な異なるジャンルとス
トーリーで構成されていた。
この「Pepines」 の値段は、５か１
０センターボ（１ペソの100分の1
）で、「Comic book」のメキシコバ
ージョンでした。「Pepines」のフォ
ーマットは30年代末から、50年代
末まで主流でした。50年代以降、
翻訳された米国のコミックスがメ
キシコ市場に導入され、その影響
で、フルカラー印刷とページの少
ない薄い雑誌のフォーマットが浸
透してきます。

 当時のメキシコではイスト
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3 El canon (1930-1960)

3.1 Tiempo de 
pepines

3 規範 (1930-1960)

3.1 「Pepines」
の時代



de segunda mano para los suple-
mentos dominicales atrasados, 
el que los comics aparecieran 
en periódicos de bajo tiraje era 
una limitación que indujo a los 
editores a buscarle a las histo-
rietas un soporte autónomo. Y 
este fueron los pepines. Nunca 
antes tantos mexicanos compar-
tieron en sincronía los mismos 
productos culturales. Nunca antes 
tantos compatriotas disfrutaron 
al unísono idénticas aventuras de 
ficción. Nunca antes tantos rieron 
y lloraron virtualmente a coro por 
las mismas gracias y desgracias. 
Porque nunca antes tantos mexi-
canos supieron leer, pero también 
porque nunca antes hubo narra-
dores capaces de contar historias 
accesibles a públicos multitudina-
rios, ni editores que le apostaran 
al mercado que representaban los 
mexicanos rasos.

リエタが載せられた新聞の日曜
日別冊付録の中古マーケットが
ありました。売り切れになりやす
かった新聞で連載されていたイス
トリエタがこの中古イストリエタ
の マーケットで購入できました。
それにもかかわらず、新聞の少な
い印刷部数はイストリエタの連載
における、大きな欠点でした。その
ため、編集者がイストリエタの独
自な媒体を求め始めました。 それ
は「pepines」でした。 同じ文化的
な生産物を共有したこれほど多
数のメキシコ人はかつて存在しま
せんでした。 これほど多くのメキ
シコ人口が、同じフィックションの
冒険を同時に楽しむことは、かつ
てはなかったのです。 同じ冗談と
悲劇で、ほぼ一斉に笑ったりして、
泣いたりしたこんな大勢な人々が
かつては存在しなかったのです。
文字を読めるメキシコのこのよう
な多数の人々もかつては存在し
なかったのです。そして、大衆的な
観客に届くストーリーを語れる語
り手も、かつてはいませんでした。
さらに、平民の一般のメキシコ人
が形成するマーケットに賭ける編
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 Los pepines de más éxito 
salían todos los días -algunos 
hasta dos veces los domingos- en 
tirajes que bordeaban el medio 
millón de ejemplares con cinco 
o más lectores cada uno pues 
además de que se prestaban, 
había puntos de venta donde los 
números atrasados se podían 
cambiar por nuevos y donde se 
alquilaban historietas para leerlas 
ahí mismo. ¿De dónde venía esa 
pasión? Mi explicación es que a 
diferencia de los libros, los pe-
pines no eran impuestos por los 
maestros, no adornaban bibliote-
cas, no daban prestigio académico 
ni lustre cultural de modo que 
leerlos era un acto libre, gozoso 
y desinteresado; el disfrute más 
auténtico que se pueda concebir. 
Y fue gracias a las historietas 
que aprendimos a disfrutar de la 
lectura. 

集者も、かつてはいなかったので
す。

 一番人気の「pepines」は毎
日新刊を出版し、その中で、いくつ
かのものは日曜日に、 ２回新刊を
出したものもありました。その発
行部数はほぼ50万であり、貸す
習慣があったため、それぞれ一冊
は大体５人によって読まれていま
した。中古雑誌の売買と イストリ
エタを貸し出する店もありました。
この読むことへの情熱はどこから
やってきたのだろうか？ 私の考え
ですが、「pepines」は本と違って、
学校の先生たちに押し付けること
がなく、図書館の飾り物にもなっ
ていません。その読者に、学実的
な名声や文化的な輝きも与えま
せん。そのため、イストリエタの読
書は単なる自由な、無欲な娯楽な
行為でした。おそらく、もっとも真
正な娯楽の形でしょう。 そして、イ
ストリエタのおかげで、メキシコ
人が読書の楽しさを学んだので
す。
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 Las imperfecciones gráficas 
y literarias que encontramos en 
los pepines, más que como limita-
ciones deben verse como señas de 
identidad. Y es que México nació 
al mundo occidental marcado por 
la precariedad y la improvisación 
propias de naciones “periféricas” 
que llegaron tarde a la moderni-
dad teniendo que sacar fuerzas 
de flaqueza para incorporarse al 
pelotón de los “avanzados”. En-
tre nosotros es normal hacer las 
cosas sobre las rodillas, al cuarto 
para las doce y tocando de oído. 
No es tan grave. Habiendo ingenio 
y creatividad, la improvisación 
puede ser un mérito.

 確かに「pepines」が備えて
いるグラフィック面 には不具合や
未完成性があり、またその文学的
な面にも欠陥があります。ところ
が、これらは欠点としてより、アイ
デンティティの印としてみられるべ
きです。 なぜならメキシコの「西
洋の世界」における誕生は、近代
に遅れた、いわゆる「周辺的な国
家」のように、不安定さと即興で
特徴付けられます。このような国
家は弱みから力を出して、「前進し
た連中」に加わろうとします。 メキ
シコ人の我々の間では、慌ただし
く、ギリギリな時間で、そしてアド
リブで色々やるのが普通です。こ
れはそれほど悪くありません。才
能と想像力があれば、即興性が
利点でもあります。
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3.2 De la 
miscelánea a 
la 
especialización

 A mediados del siglo XX los 
editores deciden pasar de revis-
tas misceláneas a publicaciones 
especializadas en un determinado 
género y destinadas a distin-
tos sectores: a los niños, a los 
jóvenes, a los adultos varones, a 
las mujeres… 

 El progresivo abandono de 
las revistas para toda la familia en 
favor de las especializadas avanza 
por dos vías: el libro-comic con 
una única historia que se desplie-
ga en cien o más páginas por lo 
general impresas a una sola tinta 
y el comic book clásico a colores y 
de formato estadounidense.

 El libro-comic que se em-
pieza a publicar en los cincuenta 

3.2 ジャンル
の種々雑多
から、
ジャンルの
専門化へ

 20世紀半ばには、多数なジ
ャンルとストーリーで構成されて
いた種々雑多のイストリエタは、
特定のジャンルに集中し、子供、
青年、大人、女性など、各　層に向
けられた、一つのジャンルの専門
化したイストリエタのフォーマット
に移ります。

 この、家族向けのイストリエ
タ雑誌の衰退と専門化していくイ
ストリエタ雑誌の増加が、二つの
出版物の形式で見えてきます。一
方は、「イストリエタの本」という、
単独なストーリーを持つ、100ペー
ジ以上のモノクロのイストリエタ
の形式があります。他方は、米国の

「Comic book」のようなもので、
フルカラーのフォーマットでした。

 50年代と60年代から発行し
始めて「イストリエタの本」は、現
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y sesenta del pasado siglo es una 
variante mexicana de la narra-
tiva dibujada que se anticipa con 
mucho a las actuales novelas 
gráficas. Volúmenes de hasta 1000 
páginas que al principio agrupan 
capítulos previamente publicados 
y más tarde historias pensadas 
para ser libros, que abandonando 
el “continuará” -que fragmentaba 
arbitrariamente el relato- adoptan 
la estrategia narrativa de la nove-
la.  

在のグラフィクノベルの先駆けの
メキシコバージョンと見做すこと
ができます。 大部のものでは千ペ
ージの本もありました。このイスト
リエタの本は最初に出版されたと
き、すでに出版されていた話の再
編集で構成されていました。とこ
ろがそのあと、本として出版するこ
とを明確な前提として作られるよ
うになりました。 つまり、物語を無
理やりに切断していた「つづく」の
手法をやめて、小説の物語的な戦
略を採用することになりました。
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3.3 Aportes  Algunas historietas locales 
son llamativas por emplear como 
recurso dramático el protago-
nismo colectivo, otras lo son por 
hacer uso de una gráfica original 
en que se reciclan imágenes de 
diferentes fuentes. Aportes que le 
dan identidad al comic mexicano. 

 Comunidad. En la historieta 
de un país de fuertes tradiciones 
rurales no podía estar ausente la 
comunidad. Hijo de la modernidad, 
el comic opta por protagonismos 
no solo individuales sino indivi-
dualistas. También lo hace el me-
xicano, pero en este son notables 
algunos protagonismos colectivos. 
La famil ia Burrón, de Gabriel Var-
gas, por ejemplo, se ocupa de un 

3.3 イスト
リエタの
貢献

 いくつかのイストリエタは、
集団的な主人公1 という物語的な
手法を採用することで、筆者にと
って興味深いです。そして他のイ
ストリエタは、色々なところから出
てきたイメージを用いることで 、
オリジナリティがあり、ヴィジュア
ルな面で好評を博しました。この
ような特徴が、メキシコのイストリ
エタに独自な性格を与えました。

 集団的な主人公、コミュニ
ティの側面を見ましょう。農村の強
い文化を保っているメキシコのよ
うな国のイストリエタにおいて、
コミュニティの存在は欠かせいも
のだったのです。 モダニティの産
物として、普通、イストリエタにお
ける主人公たちは個人的である
だけではなく、個人主義的でもあ
ります。 メキシコのイストリエタ
にも個人主義的傾向があります

1通訳者による注：ここの集団的
な主人公の性質からイストリエ
タはいわゆる「群像劇」に近いも
のかもしれません。
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grupo doméstico, pero también y 
sobre todo de los habitantes de la 
vecindad de El cal le jón del cuajo. Por 
su parte Los supermachos, luego Los 
agachados, de Rius, documenta lo 
que ocurre en un pueblo campe-
sino: San Garabato Cucuchán. En los dos 
casos la comunidad es el verdade-
ro sujeto de las historietas. Y la 
estrategia narrativa es territorial: 
importa más el espacio humano 
donde se despliegan los aconte-
cimientos que el transcurrir de  
un tiempo siempre circular.

 Fotomontaje. Una parte de las 
series de los pepines y las revis-
tas de monitos son melodramas 
de barrio que buscan retratar el 

が、集団的な主人公の例がいくつ
かあり、その存在が注意すべきだ
と考えられます。 Gabriel Vargas
の「La familia Burron」（ブロン
家族）はその一つの例です。物語
は家族を軸にしますが、特に、「el 
callejón del cuajo」という近所の
住民に焦点が集中しています。

「Rius」の「Los supermachos」
と「los agachados」は別の例で
す。この二つのイストリエタでは

「San Garabato Cucuchán.」と
いうフィクションの農村自体がテ
ーマにされています。 この二つの
例において、本当の主人公はそれ
ぞれのキャラクターというより、コ
ミュニティそのものです。 この物
語戦略は領土、または場所を、物
語の軸にしています。つまり、循環
する時間にストーリーの焦点を当
てるのではなく、ストーリーの舞
台になる人間性を持った「スペー
ス・場所」の方が重要です。 

 もう一つの側面であるヴィ
ジュアルな面における、「写真・小
説」と呼ばれていた、一種のフォ
トモンタージュの面を見ましょう。
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mundo de sus presuntos lectores.
Y para esto que mejor que em-
plear fotografías, unas realizadas 
exprofeso y otras tomadas en 
préstamo de los más diversos 
orígenes. Recurso que ahorra 
tiempo y esfuerzo pues a los 
protagonistas se les fotografía 
en diferentes actitudes y poses 
cuyos registros que se clasifican 
y archivan para luego recortar-
los y pegarlos según lo pidan las 
diferentes tramas, completando 
las viñetas con otros fragmentos 
sacados de revistas y con algunos 
trazos de pincel. 

 Lanzados en los primeros 
cuarenta, los fotomontajes narra-
tivos se anticipan a la fotonovela 

「pepines」で連載されるイストリ
エタの一部分は、その読者の日常
世界を反映しようとしており、「近
所」を舞台にするメロドラマです。
その目的に応じて、何よりも、写真
の使用が一番効果的な手段でし
た。イストリエタにおけるフォトモ
ンタージュでは、場合によっては、
特定のストーリーを作るために、
わざわざ、写真が撮られることが
あります。その他の事例では別の
様々なところから写真が借りられ
てきて、写真のコピー＆ペーストで
イストリエタが完成されます。 こ
の手段で、制作における時間と動
力の節約ができます。主人公たち
が、様々な格好・態度とポーズで
撮影されます。そして、別の雑誌の
断片も使われます。最後に筆の手
直しを入れて、それぞれの異なる
ストーリーがコピー＆ペーストで
完成できるようになります。この無
数の材料の断片が分類され、デー
タベースで記録されていました。

 1940年代からメキシコの物
語的なフォトモンタージュの発行
が始まります。これはイタリアの「
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フメッティ」または「フォト・コミック
ス」より、先に進んだメディアでし
た。というのもこのフォトモンター
ジュはさらに、強い表現力を持っ
ていました。そういう作品の一つ
の例として、「Santo. Una revista 
atómica,」という、プロレスのイス
トリエタが挙げられます。このイス
トリエタはJosé Guadalupe Cruz
の作品で、プロレス映画とプロレ
スイストリエタのプームを巻き起
こした作品でした。

italiana, con un lenguaje potente 
y de fuerte personalidad del que 
fue creador y asiduo practicante 
José Guadalupe Cruz, autor de la 
serie Santo. Una revista atómica, que 
catapultó en México los comics y 
películas de luchadores.
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3.4 
Recapitulando

 La alfabetización se la debe-
mos a las políticas públicas de la 
posrevolución, pero México se hizo 
un país de lectores gracias a los 
pepines y luego las revistas de 
monitos, de modo que el fin de las 
historietas de masas a fines del 
siglo pasado, es también el fin de 
un hábito de lectura que vaya más 
allá de los tuits y los mensajes de 
celular. Como en toda industria 
cultural lo que abunda en la llama-
da “época de oro” son trabajos 
rutinarios y copias, pero destacan 
del conjunto algunos creadores 
y unas cuantas aportaciones es-
tilísticas y temáticas. Sin embargo 
no estamos ante una historieta de 
autor, sino ante un comic indus-
trial que cala por la repetición de 
fórmulas narrativas y de tipos que 
devienen canónicos. Repetición que 

3.4 要点を
繰り返しま
しょう

 メキシコにおける識字教育
は、革命後の教育的政策のおか
げです。ところが、メキシコ人が読
書をというものの楽しみを学んだ
のは「pepines」など、イストリエ
タのおかげでもあります。そのた
め、20世紀末における大衆のイス
トリエタの終焉は、ツイッターや
携帯電話のメッセージの読書を
超える、メキシコにおける読書の
終焉でもあります。 全ての文化産
業と同じように、メキシコのイスト
リエタの黄金時代には、型にはま
ったものと模倣が多かったといえ
ます。ところが、イストリエタの表
現力に貢献した何人かの作者が
存在し、イストリエタの形式や内
容に貢献した作品も存在してい
ます。 それにもかかわらず、これ
は個人の作者によるイストリエタ
ではなくて、慣習になった同じ典
型と同じ物語的な書式の繰り返し



45

no se circunscribe a un solo me-
dio, de modo que lo que tenemos 
es una espesa red massmediática, 
un complejo de vasos comuni-
cantes tan entreverado que aprox-
imarse a una sola de esas indus-
trias: el cine, la radio, la música 
grabada, los comics… es perderse 
la mayor parte de la película.  

で、浸透する産業的なイストリエ
タです。 この反復の強調というの
は、一つの媒体に限らず、マスメ
ディアの複雑なネットワークによ
って構成されます。このメディアの
ネットワークを構成する交差点が
非常に絡み合っています。そのた
め、映画、ラジオ、レコードやイスト
リエタなど、各メディアを個別に扱
うことによって、こうしたネットワ
ークの性質の半分以上が見えな
くなります。



 Por primera vez desde el 
inicio de la “guerra fría”, en los 
sesenta y setenta remite el con-
servadurismo y soplan vientos de 
renovación que también llegan a 
la historieta mundial. Sin embargo 
esos años son el canto del cisne 
del comic mexicano, el principio del 
fin de una época dorada que no 
volverá. Por entonces historietas 
como Kal imán, Lágrimas risas y amor 
y El l ibro vaquero rebasan el millón 
de ejemplares semanales, pero 
el cine, la radio y las grabaciones 
que acompañaron al comic en los 
tiempos del boom, han sido ya 
relegados por el auge de la tele-
visión. Y la industria mexicana de 
los monitos, rutinaria e incapaz de 
adaptarse a los nuevos tiempos, 
inicia su decadencia.

 冷戦の始まり以来、1960年
代から1970年代にかけて、初め
て保守主義的な風潮がおさまり、
世界中のコミックスまでに届く革
新の風が吹きます。 その時代は、
もう二度と戻らない、メキシコイ
ストリエタの時代の終わりの始
まりです。 その当時、「Kaliman」

「Lágrimas risas y amor」や「El 
libro vaquero」のような週刊雑誌
の発行部数は100万を超えます
が、メキシコイストリエタブームと
共に繁栄した映画、ラジオとレコ
ードが、とうとうテレビのブームに
よって取り残されていきます。 そ
の中、型にはまっていたメキシコ
のイストリエタ業界は、新しい時
代に適応することができなくなり、
衰退し始めます。
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4 Contracultura y decadencia 
(1960-1990)

4.1 Los 
monitos del 
aliviane

4 カウンタカルチャーと衰退 
(1960-1990) 　

4.1 楽の文
化のイスト
リエタ
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4.2 Héroes no 
muy 
poderosos

 Entre los sesenta y los 
setenta aparece y se consolida en 
el comic nacional una camada de 
nuevos héroes que a falta de su-
perpoderes tienen cierta densidad 
dramática y hasta conciencia 
política. 

 En 1961 había empezado a 
publicarse Alma Grande, una serie 
de ubicada en el territorio de los 
indios yaqui, en cuyos guiones ini-
ciales estos eran los “salvajes” y 
el ejército federal el “civilizador”.
Pero cuando Guillermo Vigil retoma 
la historieta ya corren los tiempos 
del movimiento contra la guerra 
de Vietnam, y el nuevo guionista 
se da cuenta de que en realidad 
los yaquis eran los “buenos”. Así 
la historieta, ahora retitulada Alma 

4.2 そんな
に強くない
ヒーロー

 1960年代と1970年代の間、
メキシコのイストリエタに、新しい
タイプのヒーローの世代が生まれ
てきます。このヒーローたちが、超
越的な力を欠けていますが、その
代わりにドラマチックな深みと、
場合によって、政治意識もありま
す。

 1961年に、ヤキ民族の領
土を舞台にした「Alma Grande」
という連載が始まります。そのシ
ナリオでは、このヤキ民族は連邦
の軍隊によって文明化されるべ
き、野蛮人として描かれます。 とこ
ろが、ヴェトナム戦争反対運動を
背景に、シナリオの担当になった
Guillermo Vigilが、ヤキ民族を悪
役ではなく、善玉にします。 続い
て、このイストリエタのタイトルを

「Alma Grande, El yaqui justic-
iero」（偉大な魂、正義のヤキ）に
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Grande. El yaqui  just iciero, deviene 
precursora del neoindianismo del 
fin de siglo.

 Por su parte editorial Senda 
publica Torbel l ino, de Orlando Ortiz 
y Antonio Cardoso, una historieta 
cuyo protagonista es una 
suerte de guerrillero urbano, que 
recupera el radicalismo nacido 
del movimiento juvenil de 1968. 
Otros protagonistas interesantes 
son: Chanoc, de Pedro Zapiáin y 
Ángel Mora, Aníbal 5, de Alejandro 
Jodorowsky y Manuel Moro.

変え、世紀末の新しい先住民主義
のさきがけになりました。 

 別の例ですが、「Senda」と
いう出版社は、Orlando Ortiz と
Antonio Cardosoが作った「Tor-
vellino」（竜巻）というイストリエタ
を連載し始めます。このストーリー
の主人公は都市ゲリラの一人で
あり、1968年の学生運動から生
まれた急進主義が背景にありま
す 。他の面白い主人公はPedro 
Zapiáin と Ángel Moraの「Cha-
noc」と、Alejandro Jodorowsky 
と Manuel Moroの「Aníbal 5」で
も見ることができます。
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4.3 Concienti-
zando

 En los sesenta y seten-
ta el concepto de educación se 
desescolariza y “concientizarse” 
se pone de moda. La nueva can-
ción, los talleres de plástica calle-
jera contestataria, las revistas de 
humor ácido y algunas historietas 
asumen un activismo claramente 
político. Tal es el caso de Los super-
machos, luego Los agachados, de 
Eduardo del Rio, Rius.

 San Garabato Cucuchán, esce-
nario de las historietas de Rius, es 
una miniatura de la realidad na-
cional donde se critica con humor 
el orden sociopolítico mexicano. 
Pero la mayor aportación de este 
autor son sus libros. Trabajos 

4.3 
意識作り

 1960年代と1970年代の
間、教育の概念が学校から離れて、

（政治的な意味で）「意識を選択
する」のが流行になります。

「Nueva cancion」と呼ばれてい
た政治的な意味を持った歌、街頭
の体制批判的な造形美術工房、
皮肉的なユーモアの雑誌、または
いくつかのイストリエタも、明確な
政治的な立場をとります。 その一
つの例は、先ほど言及した、Riusの

「Los Supermachos」（スーパマ
ッチョ達）と「Los agachados」（ペ
コペコする人たち）です。

 Riusのイストリエタの舞
台である「San Garabato Cu-
cuchán」は、メキシコ社会と政治
の現状の反映であり、その現状を
ユーモアで批判します。 ところが、
この作者が最も大きく寄与したこ
とは、彼が作ったイストリエタの
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entre analíticos y narrativos que 
despliegan un original discurso que 
combina los recursos del comic: 
personajes, globos, apoyaturas, 
onomatopeyas dibujadas… con los 
recursos del ensayo didáctico. La 
revolución cubana, la revolución 
mexicana, el marxismo, el leni-
nismo, el jazz, el vegetarianismo, el 
tabaquismo y cerca de ciento cin-
cuenta temas más conforman una 
vertiginosa colección de ensayos 
didácticos de estilo monero en los 
que abrevaron todos los izquier-
distas mexicanos del fin de siglo.    

本でした。 それらの本は半分分
析的で、半分物語的で、キャラクタ
ー、吹き出し、文書、オノマトペな
ど、コミックスの手法と教育的エ
ッセーの書式を融合させられまし
た。 キューバ革命、メキシコ革命、
マルクス主義、レーニン主義、ジ
ャズ、菜食主義、ニコチン中毒、な
ど、ほぼ150の異なるテーマを各
本で扱い、20世紀末の左派的な
メキシコ人たちが参考にするコレ
クションになりました。
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4.4 Las minis  En los ochenta la historieta 
mexicana se achica. Se achican los 
tirajes, la industria editorial, los 
formatos y la creatividad.

 El único acontecimiento 
monero memorable del fin de siglo 
son los llamados “Sensacionales”, por 
el nombre de una de las series 
más exitosas de ese formato. 
Además de su talla modesta, los 
Sensacionales se caracterizan por 
ser temáticos, casi siempre hu-
morísticos, autoconclusivos y por 
lo general sin protagonistas fijos. 

 Muestra de decadencia es 
la proclividad de los Sensaciona-
les a la pornografía. Cuando una 
industria empieza a buscarle la 
bragueta a sus clientes es que 

4.4 「ミニ」
と呼ばれ
た雑誌

 1980年代には、メキシコの
イストリエタが小さくなります。発
行部数、出版産業、サイズ、また想
像力も小さくなります。

 世紀末の唯一の言及すべ
き出来事は、「Sencacinales」と
呼ばれたフォーマットでした。そ
の名前は、当時の最も有名なシリ
ースに由来しています。 「Sensa-
cionales」の特徴は、小さなサイズ
以外、テーマを軸にしている点に
あります。そしてほとんどのものは
ユーモア的で、一冊で完結される
連続しないストーリーをもち、ほと
んど固定的な主人公がいません。

  イストリエタ産業の衰退の
証は、「Sensacionales」が持って
いるポルノグラフィーの傾向に見
ることができます。 エロに依存し
ようとする産業は、衰退している
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está de capa caída. Y las minis 
se volvieron masturbatorias. Pero 
ni así pudieron sobrevivir, pues el 
cine erótico digitalizado y después 
la pornografía en red pusieron 
contra las cuerdas a la módica 
cachondería de papel.

産業の証になります。 この「ミニ」
と呼ばれた雑誌は、後には単なる
ポルノになりました。 ところが、そ
れでも 生き残れなかったのです。
デジタル化されたエロ映画業界、
そしてそのあとネット上のポルノ
は、謙虚な紙媒体のエロに危機に
もたらしました。
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4.5 Neolibe- 
ralismo

 La extinción de la industria 
editorial que publicaba historietas 
mexicanas, la obsolescencia de 
toda una generación de dibujantes 
y guionistas, la desaparición de un 
oficio que antes se transmitía de 
maestro a aprendiz y la pérdida 
de un público que había llegado a 
ser multitudinario tiene que ver 
con la globalización económica que 
arranca en los setenta y que al 
traducirse en políticas públicas de 
apertura indiscriminada de mer-
cados -incluyendo los culturales-, 
incrementa la penetración de los 
productos estadounidenses. Así, 
por esos años el cine de EU recu-
pera espacios en la exhibición que 
no tenía desde los treinta y en el 
ámbito del comic los superhéroes 
y antihéroes yanquis ocupan el 
vacío dejado por los adalides lo-

4.5 新自由
主義

 メキシコのイストリエタを作
っていた出版業界の絶滅、画家と
スクリーンライターの一世代の廃
棄、先生から弟子に伝われてきた
職業の滅亡、そして、大衆的になっ
ていた観衆の喪失、これらは70年
代から始まる経済的なグローバ
ル化と関連があり、そのグローバ
ル化が文化的な市場を含めた、
市場の無差別的な開放を促進す
る公共政策に帰されました。そう
すると、米国の商品の浸透が増え
ました。 その時期に米国の映画
産業は30年代から失っていたメ
キシコの映画館における映画の
上映率を取り戻します。そして、米
国のスーパーヒーローの浸透が、
メキシコの作品を衰退させ、イス
トリエタ生産が落ち込みました。
問題は、政府が促進した一方的な
経済の分解にありますが、それに
加え、リスクを避け、創造性を失っ
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cales. La culpa es del desarme 
económico unilateral impulsado 
desde el gobierno, pero también 
de una industria apoltronada que 
por no correr riesgos perdió 
creatividad. En lo que va del nue-
vo milenio el cine mexicano está 
renaciendo, la historieta no.

た怠惰になった産業のせいでも
あります。この21世紀の流れで、
メキシコの映画産業はよみがえり
ましたが、イストリエタは違いまし
た。
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4.6 
Recapitulando

 Desde los sesenta y en 
los setenta del pasado siglo en 
el marco del progresismo y la 
contracultura surgen corrientes 
renovadoras en el comic europeo 
y estadounidense que incursio-
nan en una historieta adulta y 
para adultos. Aunque hay piezas 
y autores notables, en México 
la puesta al día es mucho más 
modesta porque la industria que 
había surgido y embarnecido con 
los pepines y las revistas de mo-
nitos se limita a repetir fórmulas 
trilladas o abandona la producción 
local para distribuir traducciones 
del comic norteño de superhéroes, 
amoldándose a los desnacionaliza-
dores tiempos neoliberales de total 
apertura económica y cultural.
Así, la historieta mexicana in-
dustrial y de masas se queda 

4.6 要点を
繰り返しま
しょう

 1960年代から1970年代に
かけて、進歩主義とカウンタカル
チャーの背景において、ヨーロッ
パや米国のコミックには、革新的
な風潮があり、成熟した大人と、
彼らのための成熟したコミック
スが生まれます。 メキシコにも顕
著な作品や作者があるにもかか
わらず、イストリエタは時代の変
化に追いついていませんでした 。

「pepines」と呼ばれていたイスト
リエタを通じて成長した産業が、
ありふれた書式の反復に還元しま
した。あるいは、イストリエタ業界
が、イストリエタの現地の生産を
見捨てました。その代わり、脱ナシ
ョナル化された新自由主義時代
の完全な経済的と文化的な開放
の風潮に適応して、メキシコのイ
ストリエタ産業は米国のスーパー
ヒーローコミックスの翻訳とその
流通に専念しました。 このように、
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sin continuadores. Pérdida de un 
eslabón de la cadena que después 
será irrecuperable, de modo que 
los nuevos historietistas que sur-
gen en el fin de siglo tendrán que 
empezar de cero y apoyándose 
más en el comic extranjero que en 
la tradición local. 

大衆的で産業的なイストリエタが
継承者を失いました。これは、取り
戻すことのできない、ルーツの継
承の喪失です。そのため、21世紀 
に生まれてくる新しいイストリエタ
作家はゼロから始まり、メキシコ
イストリエタより、外国のものをベ
ースにします。



 Para el fin de siglo los 
guionistas, dibujantes y editores de 
pepines y revistas de muñequitos 
de la época dorada han muerto o 
están retirados. Pero los jóvenes 
siguen leyendo historietas es-
tadounidenses y japonesas que 
adquieren en las comic - stores y 
luego en traducciones hechas y 
publicadas en México. Además, a 
través de las películas de Marvel 
y de las Convenciones, los héroes 
del comic y su parafernalia están 
muy presentes. 

 Y algunos no se conforman 
con leerlas, también quieren hacer 
historietas. Así, en la decadencia 
de la industria monera y junto al 
auge del comic anglófono vemos 

 20世紀末には、イストリエタ
の黄金時代で活用したスクリーン
ライター、画家、や編集者がすで
にこの世を去ったか退職していま
す。 ところが、若者が輸入品を扱
うコミックスの専門店で購入でき
る米国コミックスや日本の漫画を
読み、またはメキシコで翻訳と出
版される外国のコミックスも読む、
このようなメディアの読者が確か
に存続しています。 加えて、Mar-
velのコミックスを題材にする映画
やメキシコで開催されるコミック
コンベンションのため、コミックス
のヒーローたちとその派手さがと
ても人気があります。

 このような背景において、 
コミックを読むだけではなく、イス
トリエタを作りたいという人も、少
なくありませんでした。 イストリエ
タ産業が衰退した時代において、
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5 Historietas de autor (1990-2015)

5.1 Comic 
anglófono y 
vocaciones 
locales

5 個人著者によるイストリエタ 
(1990-2015)

5.1 英語圏
コミックス
とローカ
ルな資質 

（職業）



el surgimiento de la historieta de 
autor. La proliferación de moni-
tos, algunos renovadores, que no 
desdeñan los mensajes crípticos y 
el alucine formal. Una generación 
de neomoneros que ve en el co-
mic una forma de expresión y que 
pasa de la escuela monera me-
xicana, a la que ni siquiera conoce 
pues cuando empezó a leer comics 
los viejos historietistas ya estaban 
fuera del juego.

英語圏のコミックスの繁栄ととも
に、個人の作者を持つイストリエ
タが誕生します。 これは、アマチ
ュア・イストリエタの増加であり、
彼らの作品には、謎のメッセージ
と奇想天外な形式を見せてくれ
る革新的な作品もあります。 彼ら
は、イストリエタにとっては、一種
の自己表現を見出す作者の新世
代です。ところが、彼らはメキシコ
のイストリエタを知らないので、イ
ストリエタの形式を継承すること
ができません。この新しい作者が
コミックスを読み始めた時は、イ
ストリエタはもう既にこの遊びか
ら抜けていました。
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5.2 Neo-
moneros

 En los años ochenta y no-
venta ésta generación comienza a 
publicar en fanzines, comics alter-
nativos, revistas contraculturales 
o de caricaturas y algunos suple-
mentos de los periódicos. Dentro 
de ella los menos numerosos pero 
más maduros son herederos de 
Rius y por lo general se dividen 
entre el cartón político y las histo-
rietas. Estos publican El Chamuco. 
Otro grupo, heredero de los Huma-
noides Asociados creadores de Metal 
Hurlant, es el que en 1991 empezó a 
publicar El Gal l i to Inglés. Más efímera 
es la revista Molotov. Y junto a es-
tas, algunas decenas más. Pero la 
aspiración de casi todos es poner-
le lomo a sus comics. Y algunos lo 
logran: Operación bol ívar, de Edgard 
Clément; Fuego Lento, de Ricardo 
Peláez; Buba, de José Quintero, Uncle 

5.2 「新しい
イストリエタ
の作者」

 1980年代から1990年代の
間には、このイストリエタ作者の
新しい世代が、ファンジンやオル
ターナティブ・コミックス、または
カリカチュアのカウンター的な雑
誌や幾つかの新聞の別冊付録で
作品を公開し始めます。 その中、
少数派ではありますが、最も成熟
したのは、Riusの継承者です。彼
らは一般的に、風刺を作る画家と
イストリエタを作る画家で、分類
する ことができます。 彼らの多く
は「El Chamuco.」という雑誌に
連載しています。 別のイストリエ
タ作者の集団もありますが、彼ら
は「Metal Hurlant」（メタル・ユル
ラン）のクリエイターであるユマノ
イド・アソシエ社（Mœbius, Jean-
Pierre Dionnet, Philippe Druil-
let）の継承者であり、1991年に

「El Gallito Inglés」という雑誌
の発行を始めました。「Molotov」



66

Bi l l, de Bernardo Fernández, una 
biografía del Che Guevara, de José 
Hernández y muchos más. Otros 
encuentran en el comic estadoun-
idense la posibilidad de volverse 
profesionales y hoy trabajan para 
Marvel o DC.

 Desde hace tiempo los re-
cursos digitales se hicieron impre-
scindibles para los moneros, pero 
en la última década la Internet se 
está volviendo un canal de difusión 
para historietistas que suben sus 
trabajos a la red. 

という雑誌もその一つの例です。
彼らとともに、他の数十人の作者
がいます。彼らのほぼ全員の目
的は、自分たちが作っている作
品を本として出版することです。 
その目的に成功している作者が
何人かいます。Edgard Clément
のOperación bolívar、Ricardo 
PeláezのFuego Lento、José 
QuinteroのBuba、Bernardo 
FernándezのUncle Bill、また、-
José Hernándezが作るチェ・ゲバ
ラの伝記などが、こういう個人の
作者による新しい世代のイストリ
エタの例です。 他の作者は、米国
のコミックスでプロになる機会を
見つけ、現在MarvelやDCで働い
ています。

 デジタルな手段が、昔から
イストリエタ画家にとって不可欠
なものになっていますが、最近の
10年間において、インターネット
に自分の作品をアップロードする
画家たちが増えて、彼らによって、
インターネットが流通の経路にも
なっています。
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5.3 
Recapitulando

 El comic mexicano no es 
consultable en bibliotecas ni hay 
reimpresiones de los que podrían 
ser clásicos, de modo que la 
tradición se transmite de maestro 
a aprendiz y cuando los viejos no 
encuentran continuadores porque 
no hay quien los edite, la cadena 
se rompe. Así, haciendo tabla rasa 
de una tradición con la que no se 
identifican pues no la conocen, los 
neomoneros mexicanos de en-
tre dos siglos empiezan de nuevo 
siguiendo los patrones del buen 
comic extranjero. La excepción son 
los que hacen historieta y carica-
tura política, periodistas gráficos 
cuya profunda tradición sigue viva 
aunque están más cerca de los 
dibujantes satíricos del XIX que de 
los moneros del XX.

5.3 要点を
繰り返しま
しょう

 メキシコのコミックは図書
館では資料として参照できません
し、代表作品の重版もありません。
そのため、イストリエタの伝統が 
師匠から弟子に伝わっていくしか
ありません。ところが、メキシコ産
イストリエタを出版しようとする人
がいないため、年配者は継承者を
失い、その継承の鎖が壊れます。 
そのため、自分たちが知らないか
ら共感できない、イストリエタの伝
統を無視する、20世紀と21世紀の
はざまにいる新しいイストリエタ
画家は、良い外国のコミックの型
をおって、ゼロから作品制作の文
化をやり直しています。その例外
は政治的な諷刺やイストリエタを
作る、グラフィック・ジャーナリスト
です。彼らの深い伝統は生きたま
まに残っていますが、彼らの作品
は20世紀のイストリエタより、19
世紀の諷刺画に似ています。



 El protocomic del siglo XIX 
era de minorías pues las ma-
yorías no sabían leer ni compra-
ban revistas. La revolución cam-
pesina iniciada en 1910 no solo 
remueve política, sociedad y 
economía, también sacude a la 
cultura. A resultas de la conmo-
ción armada los pueblos intro-
vertidos en que vivía la mayor 
parte de los mexicanos se abren 
al mundo o cuando menos al país 
y muchos campesinos se despla-
zan de sus lugares de origen con 
frecuencia a las ciudades. De esta 
manera los modernos medios de 
difusión cultural adquieren un pú-
blico potencial que antes no tenían. 

 Por otra parte, el grupo que 
a la postre capitaliza la revolución 
y se queda con el poder es una 

 19世紀に識字率が非常に
低く、そもそも出版物を買う人が
あまりいなかったため、19世紀の

「原始イストリエタ」は少数派の
ものでした。 1910年に始まった
農民の革命によって揺さぶられる
のは、政治、社会と経済 だけでは
なく、文化も揺さぶられます。 武
装紛争の結果として、多くのメキ
シコ人が居住していた閉鎖的な
村が、世界に、少なくとも国に開き 
、大勢の農民が地元から、特に都
市に移住しました。 そうすること
によって、文化普及の近代的なメ
デイアは、かつては持たなかった
潜在的な観客を手に入れます。

 一方、革命運動を利用して、
権力を獲得した集団は、革命戦争
で戦った複数の集団の中の一つ
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6 Pueblo de lectores  

6.1 Los saldos 
de la revolu-
ción

6 読者を持つ民衆

6.1 革命の
結果



corriente entre otras y tiene que 
legitimarse, de modo que por con-
vicción y también por conveniencia 
emprende políticas orientadas a 
afirmar la identidad nacionalista y 
revolucionaria que la lucha liber-
taria ha impreso en los mexicanos 
y de la que el nuevo Estado en 
construcción se considera deposi-
tario. Alfabetización con contenidos 
nacionalistas y ocasionalmente 
“socialistas”, impulso a la pintura 
mural que cubre de pueblo los 
edificios del gobierno, respaldo a 
la música de concierto que reto-
ma temas vernáculos y al teatro 
didáctico de masas, recuperación 
y difusión de los restos ar-
queológicos de las viejas culturas, 
estímulo a la producción artesanal 
de contenido folclórico…

 Vuelto gestor de la cultura 
popular, el Estado posrevoluciona-
rio apuesta a lo tradicional y al 
Arte con mayúscula, mientras 
descuida los medios masivos. Sin 

に過ぎませんした。そのため、そ
の集団の自己正当化が必要でし
た。この集団が、信念と都合に基
づき、愛国主義的で、革命的だと
されるアイデンティティの肯定を
目的にした文化政策を設立しま
す。その政策の信念には、自由の
追求で始めた革命の戦いを通じ
て、メキシコ人に根を下ろしていま
した。革命直後の新しい国家が、
その革命の信念と自由の保護者
になろうとします。 愛国主義的や、
時おり社会主義的な要素を組み
込んだ識字教育の文化政策によ
って、 政府の建物を飾る壁画の
制作が促進され、メキシコ土地固
有の要素を取り組んだコンサート
ホール音楽制作、教育的な大衆
演劇、古代文明の遺跡の発掘と
出土品の普及、民俗学的な内容
を持つ民芸品の制作、などが、政
府の支持の対象になります。

 ポピュラー文化の代行者と
なった革命後の国家が、大文字で
書かれる伝統なものと美術に注
力します。そして、マスメディアに
対する関心を怠ります。 ところが、 
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darse cuenta de que en el siglo 
que entonces empieza no será la 
“alta” cultura sino la industria 
cultural, la mayor forjadora de 
identidad. 
Y los nuevos medios de comuni-
cación se apropian de unos me-
xicanos que, sin abandonar sus 
raíces profundas, están ávidos de 
novedades.

 Escuchar la radio, oír dis-
cos, ir al cine o leer historietas 
son experiencias culturales nuevas 
que transforman a las personas. 
Y lo hacen con relativa indepen-
dencia de los contenidos que se 
les ofrecen, que son los de una in-
dustria cultural ya para entonces 
globalizada que después de la pri-
mera gran guerra tiene su fuente 
mayor en los Estados Unidos.

 Más que la radio, el cine y 
los discos la lectura de historietas, 
que es la única realmente ma-
siva desde los años treinta, es un 
hecho culturalmente revoluciona-

20世紀の始まりには、ハイカルチ
ャーではなく、アイデンティティに
形を与えたのは、文化産業でし
た。国家がこの事実に気がつかな
かったのです。 そして、新しいマス
メディアは、 新しいものを欲しが
っているが、自分の深い伝統を忘
れない、メキシコ人を手に入れま
す。

 ラジオやレコードを聞いた
り、映画館へ行ったり、イストリエ
タを読んだりなどは、人々を変え
る、新しい文化的な経験です。
そして、メデイアが提供する内容
やメッセージは、メディアの影響
力とあまり関係がありませんでし
た。第一次大戦以降、すでにグロ
ーバル化された文化産業の中で、
米国がメディアコンテンツの最も
中心的な提供者になります。

 メキシコでは1930年代以
降、ラジオや映画館、そしてレコー
ドよりも、イストリエタは唯一の本
格的な大衆的なメディアになりま
す。そして、これは文化的に革命
的な出来事です。 子供の教育を
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rio. A diferencia de los libros, que 
los niños asocian con la escuela y 
que se “deben” leer pues con ellos 
la gente se “cultiva”, los pepines y 
revistas de muñequitos se leen por 
gusto. Y hasta ocultándose, porque 
se dice que son pervertidoras. 

 Además, a diferencia del 
carácter público y colectivo que 
tiene la cultura tradicional que 
se hace presente en carnavales, 
entierros, fiestas religiosas, des-
files, bailes… la lectura es algo 
personal. Un acto íntimo que sin 
embargo en el caso del comic se 
socializa pues son literalmente 
millones los que leen al unísono 
los mismos relatos. Historias de 
las que luego hablan y discuten.  
Introducir en la cultura popular un 
goce privado que se consuma en 
soledad pero con narraciones que 
al ser ampliamente compartidas 
se incorporan al imaginario colec-
tivo, es una verdadera revolución y 
se la debemos a los pepines y las 

目的にした学校で押し付けられる 
本よりも、「pepines」とイストリエ
タは、楽しい本だから読まれてい
ました。そして、イストリエタの読
書が 人を堕落させると言われて
いるので、隠して読まれるものでし
た。

 さらに、公共的で集団的な
性質を持つカーニバル、埋葬式、
宗教的な祭り、パレード、ダンスパ
ーティーなどという 伝統文化は、
イストリエタと異なります。イスト
リエタは集団的ではなく、個人的
な経験です。 個人的で、個人の心
と結びついた行為ですが、イスト
リエアの場合、この個人的な行為
が社会化されます。数百万人は一
斉に同じ物語を読んでいるから
です。 イストリエタは読まれた後、
話題のテーマになり、議論の題材
にもなります。 イストリエアによっ
て、集合的な性質を持つポピュラ
ー文化に、個人的な快楽が導入
されます。イストリエアを読む楽し
さは、孤独に経験されます。ところ
が、イストリエアの物語は無数の
読者によって広く共有されている
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ことで、その物語は集合的な想像
界の一部になります。これは、イス
トリエアによって成された本当の
革命的な出来事です。

revistas de monitos.
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6.2 Módica 
digresión 
conceptual

 Como vemos en sus notas 
sobre Literatura y v ida nacional2, a 
Antonio Gramsci le preocupaba que 
en Italia la gran literatura fuera 
elitista, mientras que los folletines 
que leía el pueblo eran fantasio-
sos y narcóticos. Para él, la tarea 
era crear una verdadera cultura 
nacional-popular masiva pero a 
la vez crítica, que cohesionara al 
“bloque histórico” contrahege-
mónico dotando de identidad al 
sujeto popular contestatario.

 Pienso que el cuestio-
namiento gramsciano al elitismo, 
aplica bien a los esfuerzos que 
desde los años veinte del pa-

6.2 理論的
な小さな
余談3 

 グラムシが書いた「文学と
国民生活」(グラムシ全集第6巻)
で明らかなように、イタリアにおけ
る文学がエリート的であることに
対して、民衆が読む大衆小説が空
想的で、麻酔薬的であることに関
して、グラムシが 懸念していまし
た。 彼にとって、大衆的で、批判的
で、本当の「ナショナル・ポピュラ
ー」文化を作ることが課題でした。
グラムシにとって、この文化は、体
制の批判ができるポピュラーな主
体にアイデンティティを与えるこ
とによって、カウンター・ヘゲモニ
ー的な「歴史的ブロック（blocco 
storico）」を団結させるのだとしま
す。

 私はグラムシのこのエリー
ト主義への批判に賛同します。こ
の批判は、1920年代からメキシコ
政府が作ろうとしていた「愛国主

2 Antonio Gramsci. Literatura y v ida nacio-

nal, Obras escogidas Tomo III, Lautaro, 

Buenos aires, 1961, pags 123-161.

 3 本エッセーで書かれてる全て
の引用の翻訳には、同書籍の日
本語版が参考にされていない、
意訳です。ご了承ください。
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sado siglo emprende el gobierno 
mexicano, encaminados a crear 
una cultura plebeya “nacionalista 
y revolucionaria” patrocinan-
do autores valiosos pero que ni 
podían ni querían “elaborar los 
sentimientos populares, luego de 
haberlos hecho propios”, como 
demanda el italiano. No compar-
to en cambio su idea de que “el 
pueblo es un lector de primera 
lectura sin actitud crítica”. Y sí, 
observaciones también suyas pero 
marginales que van en sentido 
contrario, como cuando afirma 
que “los héroes de la literatura 
popular, cuando han entrado en 
la esfera de la vida intelectual 
popular, se separan de su origen 
“literario” y adquieren el valor 
de personaje histórico”. Creo 
que, efectivamente, los lectores 
no “cultivados” realizan lecturas 
críticas y apropidoras, de modo 
que a veces los productos de la 
industria cultural se “separan de 
su origen” y se resignifican, in-
corporándose a un imagina-

義的で、かつ革命的」な平民文化
の批判に対応できると考えられま
す。グラムシがいう「ナショナル・ポ
ピュラー」文化が、「ポピュラーの
感情を自身に取り込んでから作ら
れる」とグラムシが述べますが、メ
キシコ政府が後援した作り手たち
は、ある意味貴重な人物でもあっ
たんですが、ポピュラーの感情を
取り込んで作ることができなかっ
たし、そもそも、しようとしていなか
ったのです。 一方、「民衆が批判
的な態度がない、一回のみの読
者」であるというグラムシの考え
には賛同できません。 さらに、こ
のように民衆の批判的な能力を
否定したグラムシの周辺的な主張
を注目すると、正反対な性質を持
っている主張も見つけることがで
きます。これは周辺的でもあるが、
注目すべきアイデアです。それは
例えば、「大衆文化の英雄は、ポピ
ュラーの知的生活に入ることによ
って、その文化的な由来から離脱
し、歴史的な人物になる」というア
イデアです。 私が思うのは、 「教
養を身につけていない」とされて
いる読者たちも、確実に批判的な
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rio colectivo cuya exploración no 
debe confundirse con los análisis 
semióticos de dichos productos.

 Por los mismos años, en 
La obra de arte en la época de su repro-
ductibi l idad técnica4, Walter Benjamin 
confronta el elitismo de un arte 
cuya “aura” se sustenta en la 
originalidad de la pieza única, 
con el potencial -por una parte 
alienante y por otro revoluciona-
rio- de la masificación propiciada 
por la cultura industrial. En parti-
cular por el cine, del que exalta, 
por ejemplo, la “voladura terapéu-
tica del inconsciente” que provo-
can las grotescas animaciones 
de Walt Disney. Aproximación 
generosa a la moderna cultu-
ra de masas, facilitada por su 
previa apertura al colportaje (del 
francés colportage: venta ambulante 
de literatura popular) y con él a 

読み方をすることです。そのため、
時おり文化産業の生産物が、その
由来から逸脱し、新しい意味を被
り、集合的な想像界と繋がります。
このような解釈の研究は、大衆文
化の生産物の記号論的な分析と
混合してはなりません。

 同じ時期に、ベンヤミンは「
複製技術時代の芸術」 において、
オリジナル性に基づく芸術作品
のアウラのエリート主義と対立し
ます。作品には、文化産業に与え
られる、二つの相反する潜在的能
力があるとします。それは、一方、
疎外的で、他方、革命的な、潜在
能力です。 特に映画の例がありま
す。例えばディズニーの異様な作
品が起こす「潜在意識の治療的な
爆破」はそれに当たります。 これ
は、ベンヤミンのポピュラー文学
の行商への関心に由来する近代
の大衆文化への肯定的なアプロ
ーチです。 つまり、『パサージュ論』
でベンヤミンが主張するように、 「
歴史のイメージを経験の取るに足
りない定着（習慣）、あるいは経験
の廃棄物に引き留める」のは、重

4 Walter Benjamin. La obra de arte en la 

época de su reproductibi l idad  técnica. Itaca, 

México, 2003, p. 39-96.
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las posibilidades expresivas de lo 
vulgar, lo bajo, lo despreciable. De 
lo que se trata, sostenía en El l ibro 
de los pasajes5, es de “retener la 
imagen de la historia en las más 
insignificantes fijaciones de la ex-
periencia, en sus desechos”. Ideas 
que compartía con Ernst Bloch6 y 
que solo se sostienen si asumimos 
que las lecturas de los no ilustra-
dos también pueden ser creativas. 

 Benjamin y Bloch no sos-
layan la alienación y no ignoran 
la condición mercenaria de de la 
industria cultural, pero no subes-
timan a sus consumidores. Como 
si lo hace, por ejemplo, Theodor 
W. Adorno, quién a seis años 
de su muerte descalificaba -sin 
nombrarlo- a Benjamin por haber 
destacado la importancia que le 
otorgaba al cine su masividad, 
“argumento que -decía Adorno- 
es el mas burdo de todos”. Lo que 
hay detrás no es solo la plausible 
crítica a la tecnociencia, propia de 
la escuela de Frankfurt, sino un 

要な点です。このような彼のアイ
デアはErnst Blochと共通してい
ます。そして、啓蒙されていない人
々の読書が創造的だと認めない
限り、このアイデアは成り立つこと
ができません。

 ベンヤミンもBlochも、文化
産業の疎外や商業的な条件から
発生される問題を回避しません
が、文化産業の消費者の創造性を
低く評価しません 例えばアドルノ
の場合は逆です。アドルノが死ぬ
6年間前に、ベンヤミンの名前を
あげずに、「映画には、その大衆性
ゆえに 重要性がある」という主張
を批判し、こういう主張自体が最
もそざつな出張だ、とアドルノは
指摘しました。 この言葉の裏に潜
んでいるのは、フランクフルト学派
の特有の科学と技術への、（一方
ではとても納得できる批判ではあ
りますが）、深い軽蔑ですが、それ

5 Walter Benjamin. El l ibro de los pasajes, 

Akal, Madrid, 2003, p. 935.
6 Ernst Bloch. Heritage of Our Times, 

Cambridge Polity Press, 1991.
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franco desprecio por lo popular 
en general. “Todo arte popular 
es deleznable”, escribe Adorno 
en Minima Moral ia7, “Ha sido siem-
pre un reflejo de la dominación 
[…] La mentira es la esencia del 
arte popular”. Y sigue: “La actual 
cultura de masas [es un] cerco 
impuesto por […] las empresas 
monstruo […] El progreso de sus 
técnicas tuvo como resultado 
cosificación [y] tecnificación de 
la interioridad”. Visión “apocalíp-
tica” -Eco8 dixit- que más tarde 
retomarán autores como Armand 
Mattelart9, y que como puede 
verse n este ensayo yo no com-
parto. 

 Pero las experiencias gesta-
das por los medios masivos no 
solo se apartan de las propias 
de la cultura aristocrática de las 
élites, también se apartan de las 
modalidades públicas y rituales 
propias de la cultura popular 
tradicional. Fruiciones individuales 
pero compartidas por multitudes 

だけではなく、ポピュラー全般へ
の深い軽蔑も見受けられます。
例えば、アドルノは「ミニマ・モラ
リア」で「全てのポピュラーアート
は軽蔑すべき」だとします。そして、

「 支配の反映」や「虚偽」は、「ポ
ピュラーアートの本質であります」
と述べます。さらに、「現在の大衆
文化は、巨大化した産業に押し付
けられた包囲であり」「その技術
の進歩の結果にあるのは、内面性
の物体化と技術化のある」と批判
します。 このような視点は、エーコ
によって、「終末論的な観点」と名
付けられ、のちに有名なArmand 
Mattelartの主張にも現れます
が、明らかであるように、私はこの
観点に賛同できません。

 しかしながら 、マスメディア
によって準備される経験は、エリー
ト文化から離れるだけではなく、
伝統的なポピュラー文化の固有
の公共的で儀式的な様式からも
離れると考えます。 イストリエタ、
映画、ラジオなどは与えてくれる
のは、個人的であると同時に共有
される悦楽、新奇な経験です。そ

7 Th, W. Adorno. Minima memoral ia, reflex-

iones desde la v ida dañada, Akal, Madrid, 

2004, p. 211-223.
8 Humberto Eco. Apocal ípt icos e integrados, 

Lumen, Madrid, 1985.
9 Armand Mattelart. Mult inacionales y 

sistemas de comunicación. Siglo XXI, México, 

1977.
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virtuales, como las que propician 
la historieta, el cine, la radio o 
la música grabada, constituyen 
experiencias culturales inéditas, 
cuyo doble carácter hay que ex-
plorar, pues quienes de ellas par-
ticipan ni se aíslan en la fruición 
intimista del arte aurático, ni se 
diluyen en el performance ritual 
de las colectividades tradicionales.

 Y es este el marco en el que 
se va conformando el imaginario 
colectivo de un pueblo; un territo-
rio simbólico abigarrado donde se 
confrontan y disputan diferentes 
visiones del mundo y en el que lo 
“nacional-popular”, en el sentido 
crítico y contrahegemónico que 
le da Gramsci, no es más que una 
tendencia entre otras.       

の二重的な性質を探求する必要
があります。なぜなら、その経験に
参加する人々は、アウラ的なアー
トの非常に心の深いところから来
る悦楽に孤立させられるのではな
く、また、伝統的な集団の儀礼の
パフォーマンスの中に完全に溶け
込むこともないのです。 この二重
性を持った枠組みにおいて、民衆
の集合的な想像界が作られて行
きます。

 この集合的な想像界は、世
界観に関する様々な異なる解釈
が対立しあう、象徴的な領域で
す。そしてこの領域において、グラ
ムシがいう、批判的で、カウンタ
ー・ヘゲモニー的な意味合いを持
つ「ナショナル・ポピュラー」という
のは、数ある他の異なる傾向の中
の一つにすぎません。
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6.3 ¿Una 
historieta  
nacional 
popular? 

 Los cómics de la época de 
oro eran populares y en gran parte 
realizados en México, es decir na-
cionales. Pero ¿su lectura ayudaba 
a conformar una cultura nacional 
popular en el sentido granscia-
no? Las dificultades se presentan 
cuando nos preguntamos por los 
contenidos, por la forma en que 
se expresaban y por el modo en 
que nos influyeron estas lecturas 
ciertamente tumultuarias. Y sobre 
todo cuando intentamos averiguarlo 
con análisis semióticos que lo que 
encuentran es pobreza expresiva 
y mensajes alienantes. Porque es 
verdad que las historietas mexi-
canas son narrativamente redun-
dantes, literariamente ripiosas, 
plásticamente torpes además de 
clasistas, sexistas, racistas, chovi-
nistas y malinchistas… Y eso, qué.

6.3 ナショ
ナル・ポピ
ュラー的な
イストリエ
タ？

 黄金時代のイストリエタは
ポピュラーであって、そして主にメ
キシコで作られていたことで、ナ
ショナルなものでした。 では、イ
ストリエアの読書を通じて、グラ
ムシが語る「ナショナル・ポピュラ
ー」文化の形成に貢献できるので
しょうか？ 問題は、イストリエアの
内容を検討する時に、現れてきま
す。そして、それはその表現方法、
またこの大衆的の読書が我々に
どんな影響を与えてきたのか、を
検討しようとする時に、現れてきま
す。 実際に、イストリエアに記号論
的な分析を行えば、貧しい表現力
と疎外的なメッセージが大量に
現れます。 それは本当です。物語
から見れば、メキシコのイストリエ
タは 同じパターンを何回も繰り返
します。文学的に見れば、埋め草
が多いです。美術的に見ようとす
れば、ヘタな絵が多く、さらに性差
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 El problema está en que con 
frecuencia nos quedamos en el 
análisis del objeto separándolo de 
su contexto. Pero aun si tomamos 
en cuenta la circunstancia social, 
de todos modos queda fuera el 
lado subjetivo: la experiencia que 
hacía el lector de esas historietas, 
la forma en que las interpretaba, 
los mensajes con los que se que-
daba, las lecciones que extraía… 
Porque los lectores populares 
tienen quizá poca educación for-
mal, pero no son estúpidos y 
pasan sus lecturas por el tamiz 
de sus propias concepciones del 
mundo, de sus valores, de sus 
experiencias… Y los lectores me-
xicanos venían de una revolución 
campesina multitudinaria que 
había durado diez años y en la que 
los plebeyos habían vapuleado a 
los encumbrados. El de México no 

別主義的、階級差別的、人種差別
的、排外主義的、売国的なものな
どが、多くあります。しかし、ここで
の問題はそれらではないです。

 問題は、イストリエタを自分
のコンテクストから切り離し、イス
トリエタというものの分析対象に
とどまることにあると思います。
仮に、イストリエタの分析に、社会
的な状況を取り組むことにしても、
それでも、主観的な側面が足りて
いません。この側面は、イストリエ
タを呼んでいる読者の経験、解
釈、と彼らによって読み取られて
いたメッセージです。 ポピュラー
な読者はもしかして高等教育を受
けていないかもしれませんが、何
も知らないわけではないです。そ
して、彼らが作る解釈は自分たち
の世界観、経験や価値観によって
構成されています。 その上、メキシ
コの読者が10年間続いた農民の
革命を経験したことがありました。
その革命では、平民はハイクラス
の人々を叩きました。 その当時、
メキシコ民衆は、保守的ではなく、
革命的な民衆であったと言えま
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era un pueblo conservador sino 
revolucionario, lo que hoy lla-
maríamos empoderado. Y es legí-
timo suponer que ese era el perfil 
de los lectores de pepines.

 Los comics son obras 
polisémicas que no pueden pon-
derarse sin atender el aporte de 
los lectores, sin preguntarse no 
sólo por qué leían sino por cómo lo 
leían: que imágenes, sentimientos 
e ideas suscitaba la lectura, que 
acciones impulsaba. Al respecto 
propongo una hipótesis sobre las 
posibles lecturas que de ellas se 
hacían, explicación tentativa que 
trataré de justificar con algunos 
ejemplos.

 La hipótesis es que lo que 
a nosotros nos parece torpe y 
alienante en las historietas, quizá 
no lo fuera para sus lecturas 
originales, de modo que podríamos 
considerar a los monitos mexica-
nos parte de la cultura nacional 
popular, en el sentido que Antonio 

す。そして、この性質は、イストリエ
タ読者の性質でもあったと考えら
れます。 

 コミックスは、複数な意味
を持っており、その読者がなぜ、そ
してどのように読んでいたかを見
ない限り、その意味を理解できな
いものです。ここからどんな感情、
イメージや行動を起こしていたの
かを、調べるのが大事であるとい
えます。最後に、イストリエタの読
み方に関して、二つの例をあげな
がら、一つの仮説を提案したいで
す。

 その仮説は、イストリエタの
疎外的でヘタに見える表現力とい
う側面は、イストリエタの本来の
読者にとって、その性質がなかっ
たかもしれない、という仮説です。
つまり、イストリエタの本来の読者
にとって、イストリエタは、グラムシ
が話す「ナショナル・ポピュラー」
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Gramsci le daba al concepto. の性質を持っていたと思います。
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6.4 Lecturas 
creativas

 Un ejemplo bastante conocido 
de lo que digo es La famil ia Burrón, 
de Gabriel Vargas. El autor fue un 
hombre conservador y básica-
mente moralista que quiso repetir 
en su historieta el paradigma de 
muchos comics estadounidenses: 
esposa insufrible, marido oprimido. 
También pretendió demostrar que 
el esfuerzo personal y el trabajo 
tesonero conducen a la pros-
peridad. Lo segundo no lo con-
siguió pues en el casi medio siglo 
que duro la serie, las personas 
tesoneras, trabajadoras y con 
ganas de prosperar pasaron de la 
pobreza a la miseria. Y don Gabriel, 
que era un testigo de sus tiempos, 
no podía hablar ascenso social 
donde veía descenso. En cuan-
to a Borola, una esposa que debía 
parecernos nefasta por desidiosa 

6.4 想像的
な読書

 ここでこの読者の読み取り
方の多様さについて、よく知られ
ている例をあげましょう。それは、

「Gabriel Vargas」の「La familia 
Burrón」というイストリエタです。
作者は保守的で、道徳主義者で
あり、自分のイストリエタに米国の
コミックスに多く見られる社会的
な典型を反映させようとしていま
した。それは、耐え難い奥さんに、
重苦しい生活を送る旦那さんで構
成される家族の描写です。 そこで
は、個人的な努力とたゆまない労
働が必ず幸福を導くと表現しよう
としていました。 これには成功で
きませんでした。彼の作品のほぼ
50年間の続いた連載時間の間、
たゆまない労働をしていた、幸福
になろうとしていた多くの人々は、
むしろ貧困から極貧になりまし
た。 そして、自分の 時代の誠実な
描写を描いたGabrielは、実際に
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e irresponsable, sucede que se le 
insubordinó a su creador volvién-
dose ícono de la rebeldía social y 
emblema del feminismo mexicano. 
Y es que los personajes de histo-
rieta tienen vida propia que en par-
te les confieren sus lectores.

 Personaje de El chavo del ocho 
-exitosísima serie televisiva de la 
que también hubo historieta- Don 
Ramón, un habitante de la vecindad 
que no puede pagar la renta, se ha 
vuelto emblema de la lucha inquili-
naria en América Latina. Y muchos 
activistas visten sudaderas con su 
efigie, sin importar que Televisa, 
la productora de la serie, sea la 
mayor manipuladora de concien-
cias del continente y su autor y 
actor principal, Roberto Gómez 

は社会的下落を見たところに、物
語中での社会的な上昇を描くこ
とができなかったのです。 そして、
奥さんのキャラクター「Borola」に
関して言えば、彼女は活力のかけ
た、無責任の性格で、最悪のキャ
ラクターになるはずでした。ところ
が、自分の作者の意図に逆らい、
彼女は社会的反逆とメキシコフェ
ミニズムのアイコンになりました。
この事例から分かることは、イスト
リエタのキャラクターは独自の命
があって、その命の一部分が読者
から与えられる、ということです。

 二番目の例です。テレビ
の有名なドラマの「El chavo del 
ocho」の「Don Ramon」というキ
ャラクターも挙げられます。このド
ラマのイストリエタもあります。こ
の「Don Ramon」というキャラクタ
ーは、家賃を払えない近所の住民
ですが、中南米の借家人の戦い
を代表するキャラクターになりま
した。 そのキャラクターの肖像が
入ったTシャツを着る活動家が、中
南米に多くいます。ところが、この
番組をプロデュースしたテレビサ
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というテレビ会社は、アメリカ大
陸における巨大な意識操作の担
い手です。そして、番組の作者とメ
インキャラクターを演じる「Rober-
to Gómez Bolaños, “Chespiri-
to”」は、保守的だけではなく、非
常に反動的な人でした。それにも
かかわらず、このキャラクターは製
作された文脈を無視して使用され
たのです。

Bolaños, “Chespirito” fuera no solo 
conservador sino extremadamente 
reaccionario.



91

6.5 
Recapitulando

 En la hechura de un pue-
blo-nación es fundamental la cul-
tura. Y dentro de ella una narrativa 
que transforme las experiencias en 
historias memorables y comparti-
bles. Narrativa escrita que la al-
fabetización posrevolucionaria hizo 
posible y que fue provista no por la 
alta literatura sino por la historieta. 
Pero si los novelistas y cuentistas 
no supieron llegar al pueblo, los que 
si llegaban a las masas no tenían 
interés alguno en formarlas cul-
turalmente, omisión que pondría en 
entredicho el presunto aporte del 
comic a lo nacional popular. Aunque, 
si atendemos no a las historietas 
sino a las lecturas que de ellas 
hacían sus consumidores, quizá 
concluyamos que la experiencia que 
procuraban era en realidad forma-
tiva. 

6.5 要点を
繰り返しま
しょう

 民衆・国家の捏造には文化
が欠かせません。 その中で、経験
が記憶に残ることができるように、
そして共有できる物語に変えるこ
とが必要です。 これは、革命後の
メキシコにおける識字教育のお
かげで可能になった、書き言葉に
よる物語のアプローチです。しか
し、こういった物語を提供したの
は、文学ではなく、イストリエタで
した。 小説家や短編作家の作品
が大衆に届かなかった状況で、大
衆に物語を届けたのは、全く教育
的な目的がなかったイストリエタ
でした。教育的な側面の欠落から
見れば、イストリエタによる、「ナシ
ョナル・ポピュラー」の形成への貢
献が疑わしくなるかもしれません。
ところが、イストリエタ自体ではな
く、そのイストリエタの読者が作る

「読み方」に注目すれば、もしか
すると、ナショナル・ポピュラー文
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 Y es que a diferencia de lo 
que sucede con otros mass media 
claramente politizados, manipula-
dores y reaccionarios, las historie-
tas de  la época dorada eran rela-
tivamente neutrales. Los comics no 
tenían publicidad y a los editores no 
les interesaba adoctrinar sino am-
pliar su mercado y ganar dinero. 
El de los monitos era un territorio 
ciertamente marcado por la moral 
conservadora dominante, pero no 
particularmente ideologizado. Lo 
que permitía que sus lectores los 
resignificaran haciendo de pepines 
y revistas de muñequitos una par-
te constitutiva de nuestra cultura 
nacional popular.  

化の養成的な経験の探求があっ
たかもしれません。

 明確に政治化された、操作
的で、反動的である他の多くのメ
ディアと比べて、黄金時代のイスト
リエタは比較的に中立でした。
イストリエタには広告がなく、編
集者は何かを教え込むのではな
く、市場を拡大し、お金を儲けるこ
とだけに関心がありました。 イス
トリエタの領域は、確かに主流の
保守的な道徳によって特徴付け
られる領域でした。ところが、 特
に明確なイデオロギーがありませ
んでした。 これらのことによって、
読者が「pepines」とイストリエタ
の雑誌に新しい意味を与え、イス
トリエタは、メキシコの「ナショナ
ル・ポピュラー」文化の一環にもな
っていたと考えられます。
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Fecha:
Sábado 4 de febrero de 2017. 
De 13:00 a 17:00 horas.

Kyoto International Manga Muse-
um. Galería 6, Segundo piso.
Kyoto International Manga Muse-
um Karasuma-Oike, Nakagyo-ku, 
Kyoto Japan.

La palabra “historieta” es 
una palabra utilizada en los países 
latinoamericanos para referirse a 
lo que en Japón se conoce como 
manga. La palabra “historieta” en 
español está relacionada con la 
palabra “historia” que se puede 
referir a hechos históricos o a 
narraciones ficticias. En con-
traste, la palabra “historieta” 
evoca el sentido de una narración 
que no llega a ser historia, o que 
es una pequeña historia. 

Dentro de estas historie-
tas, la mexicana ocupa un lugar 
representativo sobre todo entre 
la década de 1930 y 1950. En este 

Datos del simposio:

Contenido:

シンポジウムの情報

内容

日時
平成２９年２月４日（土）午後１時～
午後５時

会場
京都国際マンガミュージアム　２
階　ギャラリー６

（京都市中京区烏丸通御池上
る）

イストリエタ」とは、中南米
のスペイン語圏で用いられる、マ
ンガを意味する言葉です。スペイ
ン語の「イストリア」が「歴史」や「
物語」を意味するのに対し、「イス
トリエタ」という言葉には「歴史に
なりきれないもの」、あるいは「小
さな物語」といったニュアンスが
あります。

なかでも1930年代から50
年代にかけて、メキシコはイストリ
エタ文化の代表的な存在でした。
本シンポジウムではメキシコ・イス
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simposio, recibimos al investigador 
de historietas mexicanas Armando 
Bartra, quien nos hablará de la 
historieta como un producto sur-
gido de la nueva sociedad popular 
mexicana de la postrevolución, y a 
la que considera un ejemplo de lo 
“nacional popular”.

Armando Bartra

(Departamento de Relaciones 
Sociales, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco).

Eiji Otsuka 

(Guionista y Profesor del Interna-
tional Research Center for Japa-
nese Studies).

Ponente:

Moderador: 

トリエタの研究者であるアルマン
ド・バルトラ氏をお迎えして、メキ
シコ革命以降に誕生した新しい
メキシコ大衆社会の産物であり、
メキシコにおける「ナショナル・ポ
ピュラー」な文化の事例でもある
イストリエタの歴史について議論
します。

アルマンド・バルトラ

（メキシコメトロポリタン自治大
学 教授）

大塚英志

（国際日本文化研究センター研

究部教授）

出演者

司会
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Kyoto International Manga Muse-
um.

Kyoto Seika University International 
Manga Research Center.

International Research Center for 
Japanese Studies.

Armando Bartra 

Investigador, antropólogo cultural 
y politólogo. Cursó estudios en la 
Facultad de Filosofía y Letras, en 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Doctor Honoris Causa 
en Sociología por la Universidad 
Nacional de Córdova (Argentina). 
Especialista en movimientos cam-
pesinos y estudioso de la cultura 
popular. Coautor con Juan Manuel 
Aurrecoechea del libro en tres 
tomos “Puros cuentos, historia de 
la historieta en México”. 

Organizadores:

Detalles del exposi-
tor:

京都国際マンガミュージアム

京都精華大学国際マンガ研究セ
ンター

国際日本文化研究センター

【アルマンド・バルトラ】

文化人類学者・政治学者、ノンフ
ィクション作家。 1966年にメキ
シコ国立自治大学にて哲学を学
び、また2011年にはコルドバ国
立大学 (アルゼンチン)で 名誉博
士（社会学）を授与される。農民
運動の専門家であり、また大衆
文化の研究も行う。メキシコ・イス
トリエタの歴史をまとめた三巻
本『Puros cuentos, historia de 
la historieta en México』の著
者である（1988年、Juan Manuel 
Aurrecoechea氏との共著）。

主催

出演者プロフィール
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Este simposio fue organiza-
do como parte del proyecto que 
se describe a continuación:

Proyecto de investigación del 
International Research Center for 
Japanese Studies:

“La creación de una nueva ima-
gen de Japón a través del estudio 
diacrónico e internacional de la 
cultura popular”.

“Segundo seminario del grupo de 
estudios contemporáneos del 
proyecto de cultura popular”.

“Diferencia cultural e historia 
de la negociación mutua entre 
geografías de las formas de ex-
presión del manga”.

本シンポジウムは、以下の
プロジェクトの一貫として開催さ
れました。

機関拠点型基幹研究プロジェクト

大衆文化の通時的・国際的研究
による新しい日本像の創出

大衆文化プロジェクト現代班研究
会

まんが表現方法の地域間の文化
的差異と相互交渉史②
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