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リビングルームのなかの『和風J

一戦後日本と家電／家具のミクロ政治学一

1. リビングのある住まい

1. 1「茶の間」から「リビング」へ

西川祐子は，その文学史から住空間への秀逸なアプロ

ーチにおいて，私たちの住まいの理念型が「いろり端の

ある家」から「茶の間のある家Jへ，そして「リビング

のある家Jへという 3つの位相で推移してきた過程を捉

えた。無論，これらは現実には段階的なものではない。

戦前において，「茶の間のある家Jは常に「いろり端のあ

る家Jと二重構造をなしていたし，「リビングのある家J

と「茶の間のある家Jとの関係も複雑に入り組んでいる。

だが，それにしても「茶の間のある家」から「リビング

のある家Jへの推移は，高度成長の前と後での，日本人

の住まし、かたの変化を象徴的に示すものであった。西川

の論じるように，「島崎藤村の『家』では，登場人物たち

がれ、ろり端のある家』のあった故郷を出た後，東京に

おいて住む『茶の間のある家』は，ことごとく借家であ

った。だが小島信夫はすでに『抱擁家族』において，『茶

の間のある家』から『リピングのある家』へ移る家族の

物語を書いた作家である。時代は政府の持ち家推進政策

の時代で、あって，『リビングのある家』の多くは一生の働

きをつぎ込んで建てる持ち家であったJoI そしてやがて，

住宅産業がマンションを次々に売り出すようになると，

新しい住まいの表現からは漢字表現にあった陰影が消え，

「ノ、ウス」「ルームJ「ホームJ「リビング」「キッチンJ

「パノレコニーJ「ガーデンJなどのカタカナ表現が一気に

増殖していった。住宅産業の広告だけでなく，新しい世

代の日常を描く小説やマンガのなかで，カタカナ名の住

まいが増殖していった。

「いろり端J「茶の間」「リビング」という 3つの空間

は，家が家族という共同体のための場所であるとするな

らば，その共向性のイメージの中核を担うシンボノレ装置

である。家族はいろり端を囲み，茶の間に集まり，リビ

ングで寛いできた（とわれわれは想像する）。実際はどう

あれ，少なくとも規範的な認識においては，これらは単

に住宅の中の一部というよりも，その住宅金体を象徴的

に構造化する規範的な空間として作用している。そして，

それぞれの空間には，さらにその中心として，たとえば

「し、ろり端Jには「し、ろり j が，茶の間には「ちゃぶ台

吉見 俊哉（東京大学大学院情報学環教授）

（食卓）」が置かれ，それぞれの空間を意味づけてもいた。

ーーしかし，それでは戦後日本の住まいにおいて，「リビ

ングJという空間を成り立たせていた中核的なシンボル

とは何だ、ったのか。欧米の平均的な家ならば，家族の居

間には暖炉があり，それがその住まいにとっての象徴的

な中心となっているかもしれない。しかし，戦後日本の

リビングにあって，実際に暖炉を持っていた家はごくわ

ずかであったし，仮にそれがあったとしても，日本人一

般の日常生活のなかで大きな象徴的役割を果たしたとは

思えない。そうだとするなら，果たして戦後住宅のリビ

ングを支え，住まい全体を意味づけていく象徴的な作用

を持った装置とはいったい何だったのであろうか。

たしかに，歴史的に「リビング」を家庭生活の中核と

して大衆的な規模で登場させた制度的条件に関しては，

すでにあり余るほどの研究がなされてきた。その条件と

は，いうまでもなく nLD K住宅の普及のことである。

知られるように， nLD K住宅の原型は， 1951年，公営

住宅の基準平面として提案された「51c型」である。 2

つの寝室とダイニングキッチンからなるこのモデルが 2

D K住宅の原型となり，やがてnLD K住宅に発展した。

こうした戦後住宅史はすでに周知のところだが，われわ

れの心のなかにある「リビングJのイメージと食寝分離

を主題とした「nDKJモデルの聞には，あるギャップ

が存在するように見える。というのも，戦後大衆化する

住空間の基本型をnLD K住宅として見る見方には，住

宅をあくまで「容器j として，つまり建築の形態が住ま

うことを決定してきたと考える見方が潜んでいる。だが，

佐藤健二も指摘しているように，近年社会学的な立場か

らもなされている 「2DKやnLD Kモデルの規定力や

中廊下式住宅が媒介した人間関係の特質についての考

察Jが，空間的要素を視野の外に置きがちだった旧来の

アプローチから一歩踏み出すきっかけであるとしても，

実のところ「家はすでに，単純なる容積の箱ではなく，

多様な機能を有する機器と化している。食卓も分解して

いけば，はし・茶碗をはじめとするさまざまなモノの集

合である。台所には水道やガスといった外部とつながる

システム性を論じなければならないモノをはじめ，大量

生産の家電製品まで多様なモノが置かれている。家庭は，
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一面において作用範囲を異にするモノの巨大な集合態な

のである」。 2

佐藤自身は，このように「主体としての人間だけでは

なく，空間＝場をつくりあげている装置や，モノすなわ

ち器具や道具，さらに技術・メディアの様態をふくみこ

むもの」としての家庭が，①性ー生殖の関係性，②空間

の身体的共有，③同一性幻想、の構築という 3つの次元か

ら考察できると論じている。第 1は，子どもをつくり育

てるという一連の生命の生産をめぐる関係フレイムであ

り，第2は，住まうという空間の身体化や他者との空間

共有を通じたフレイムの形成であり，第3は，家庭を家

庭たらしめ，その成員一人一人にアイデンティティを配

分していく共同性の幻想をめぐるフレイムである。これ

らの 3つの次元は相互に入り組んでおり，どれか1つを

独立させることが無意味なのは言うまでもないが，実際

の分析は，これらのなかのどれかに軸足を置きながら他

の次元との結びつきも考えていくというアプローチを取

らざるを得ない。それぞれの場合で，「家庭」とし、う空間

のどこに焦点を当て，空間性のどのような次元を問題に

していくかが異なってくることになろう。戦後の家庭空

間をnLD K住宅のバリエーションとして捉える視点が

どちらかというと空間の身体的共有に焦点を当てた見方

に近いなら，「リビングJという想像上の空間を成り立た

せていた中核的なシンボルを問うわれわれの関心は，む

しろ住居という空間において構築される共同性の幻想と

アイデンティティをめぐる空間的諸戦略にある。

換言するなら，こうだ。かつての伝統的な家族形態に

対して「いろり端Jが，近代の移行期の家族に「茶の間」

が想像上の共同性を成り立たせる核としてあったとして

も， nLD Kという住空間の形式そのものは，共同性へ

の規範よりも個室化のベクトルのほうが強く，この機能

主義的空間モデルそれ自体に，家庭の共同性についての

想像力の象徴的な次元を見出すことは困難である。 nL 

D KはnD Kの発展形なのであり，そこで新たに加わっ

た「Lj は，あくまで商品としての住宅に後から挿入さ

れた付加価値にすぎない。それにもかかわらず，この「LJ 

が，実際の住空間において戦後日本人の欲望や想像力を

引き寄せるだけの力を持ったとするなら，そのイメージ

の中心性を支える何らかのモノや装置があったはずであ

る。もしも西川｜が示したように，戦後の住まいのなかで

「し、ろり端Jや「茶の間Jに「リビングJが取って代わ

ってきたならば，その「リビングJにおいて構築される

家庭の共同性や，そこでの家族の関係構造を枠づけてき

たモノや装置の集合とは何だ、ったのか。おそらく，戦後

の住まいをめぐる大衆的想像力のなかで，かつての「し、

ろり Jや「ちゃぶ台Jにも似た共同性のイメージを担う

象徴的な作用を果たしてきたもの，それは家電製品をは

じめとする近代的なモノの集合だったのではないだろう
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か。

すなわち本論は，西川が「リビングの時代」として捉

えた戦後日本の住まいをめぐる想像力の地平を， nDK  

住宅の発展史としてではなく，家電製品と新しい家具が

私たちの暮らしを取り囲んでし、く過程として考ようとし

ている。「容器」よりも，そのなかに置かれた「モノ」が，

戦後の住まいを枠づけてきたと考えるのである。だが，

そのように戦後の住まいを捉える場合でも，その住まい

を象徴的に一貫したゆらぎのない空間として考えてはな

らない。祐成保志は，前述の佐藤の議論を踏まえながら，

住居のなかでのモノの配置がさまざまな住まう主体の葛

藤と妥協のとりあえずの調停点にすぎないことを指摘し

ている。たとえば，洗濯機がどのような場所に置かれて

いくかといことだけにしても，洗濯の作業を住まいのな

かでどのように位置づけ，いかなる関係を組織していく

かをめぐる葛藤を含んでいるのだ。住居のなかでのそノ

の配置には，その空間を共有する身体相互の権力関係が

露呈している。リビング、ルームにはその空間に付随する

多数の暗黙のノレールがあり，それらのノレールは家族の力

関係のなかで紡ぎなおされている。住まいはさまざまな

モノや装置の配置を通じて織り上げられているルールの

複合体であるが，一定の間取りのなかで誰のそノがどこ

に配置され，どのように使われていくかということは，

すでにして家族の身体が相互にぶつかり，接触し，妥協

を重ねていく暫定的なプロセスなのである。

1. 2モノたちから住まいを考える

そのような象徴的であると同時に葛藤を含んだモノた

ちの秩序は，確固として不動に見える建築とは異なる位

相に属している。かつて，多木浩二が名著『生きられた

家』のなかで論じたように，住居の建築的な骨格とその

内部で人々の身体的な諸動作が結びつく家具とはかなり

異なる存在の仕方をしているのだ。住居の建築的な構造

は，基本的にはそれぞれの住居に住まう具体的な人間の

個別性から出発して構想されているわけではない。とこ

ろが家具は，出発点から建築物とは異なる身体との結び

つきかたをしている。「もし，家具の親密さが壁や天井を

蔽ったら，とうてい耐えられるものではなくなるかもし

れない。これは個体としての人間のしぐさが直接関係す

る秩序L それを包む秩序が違うせいでもある。したが

って，生きられる家のなかで，人間による直接の働きか

けによって生じる小さな世界の意味は，まず動作の結び

っく部分やスケールにあらわれやすいように思われる。

その小さな世界で，動作に含まれる知的な操作及び無意

識なものと物がともに織りこまれるシンタクティックな

構造の両方が明らかにされるだろう」。 3

戦後日本におけるわれわれの暮らしと住まいの関係を，

家具をはじめとするモノの集合態と身体の象徴的な関係
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に焦点を当てて考えていこうとするここでの観点は，多

木がすでに論じたような意味で記号論的なものである。

住まいという空間は，複数の層をなす意味が織り成され

続けるテクストとして生きられ，紡がれている。このテ

クストとしての住まいの記号論的な窓きを，多木が次の

ような文章に要約していたことを思い出そう。

「たとえば生きられた家を眺めていると，その中心に

『出来事』（人間の行為）が浮かびあがり，たえずあら

われては消える『物』の振舞この出来事と関係をもち，

しかもそれらのための『場』だけが連鎖をなして見え

てくる。これらは生きられた家なるテキストを構成す

る織り目である。もはやことばの意味ではなく，この

動く織り目のひとつひとつ，空間的な関係がそれぞれ

語り口をなして私のなかによみがえってくる。あるい

は家の変化，あるいは家をとおしての異文化の触れあ

いのなかでは，『時間』が語りはじめる。それもたんに

過去，現在，未来という区切りをもっ線型の把握では

なく，さまざまな多元的時間がひとつに遭遇する，充

分非線型的な 『出来事』として現在が描きだされるの

である。私には時間の網目が語りはじめるのであるJ4 

多木は別の箇所で，空間を枠として行為が展開される

というよりも，行為が空間として構造化されているのだ

とも述べる。われわれの住まいは，われわれが日々の営

んでいるさまざまな日常的動作，語らいのなかに織り込

まれている。「家Jという空間は，そうした仕草や出来事

によって絶えず意味や広がりを変化させているのだ。記

号論的にいうならば，われわれの住まいは，個々別々の

語の集積としてではなく，われわれ自身の暮らしの営み

に応じて立ち現れる長い叙述のようなものである。家の

なかのさまざまなモノは，客観的に対象化されるという

よりも，それが属する劇的でも散文的でもある場面全体

のなかで演じられるのである。この叙述はしかし，個人

的なものであると同時に集団的なもの，そして社会的，

イデオロギー的なものでもある。われわれは家のなかで，

さまざまなに配置された家具や家電製品，散らかったそ

ノたちとかかわることで，個人や家族の物語を紡ぎ出し

ながら，時代の大きなイデオロギー的構造を自ら上演し

でもいる。多木の「生きられた家Jへの関心は，どちら

かというとこの営みの詩的な時空，隠喰的な深みに向か

っているのだが，わたしが関心の焦点を向けるのは，む

しろこの上演のイデオロギー的な面，あるいはそうした

イデオロギーと日常の営みとの微妙な重なりとずれにつ

いてである。

以上のような関心から，本論では，戦後日本の住まい

における表象としての「アメリカjと「日本Jの関係を，

以下の 3つのレベルに焦点を当てて考えたい。第 1は，

50年代後半に街頭から家庭に入り込んでいったテレビ

をめぐる想像力である。テレビが路上の公衆のものでは

なく，全国各地の家庭のものになっていったとき，人々

はこの装置を家庭のなかのし、かなる存在として位置づけ

ていったのか。第2のレベルは，そうしたテレビを含め，

戦後の家電全般が帯びていくことになった象徴的な作用

である。「三種の神器」をはじめとする家電製品は，戦後

の住まいをし、かなるイデオロギー配置に組み込んでいっ

たのか。家庭電化はどのようなジェンダーと国家，社会

的主体の再編を内包して進んだ、過程であったのか。そし

て第3は，そのような家電製品と連動しながら戦後日本

人の暮らしのなかで次第に意識されてくる家具全般のレ

ベルで‘ある。戦前からの三越などでの家具生産や占領期

のDH （デベンデンツ・ハウス）家具が，そのまま戦後

日本人の家具に対する大衆的な感覚に直結していったわ

けではない。そこにはいくつかの屈折の回路があり， 60

年代，家電と家具が意識的に混ぜ合わされていった過程

を考える必要が出てくるのである。全体として，テレビ

や家電，そして家具は，住宅購入という一生に何度もな

い特別なレベルではなく，もっと日常的なレベルにおい

て戦後日本人の住まいに対する感覚を方向づけてきたよ

うに思う。本論では，そこにおいて戦後日本人の「アメ

リカj へのまなざしと「日本」へのまなざし，アメリカ

ニズムやオリエンタリズム，ナショナリズムがどのよう

に接合＝分節されてきたのかを考えたい。

2. 街頭テレビで演じられる「日本J

2. 1街頭テレビとプロレス中継

戦後日本の住まいの変容をnLD K住宅の普及とは異

なる仕方で考えていくには，「リビングのある家jの中心

に据えられていった象徴的なモノとして，何よりもまず

テレビに注目していかなければならない。今日でも，日

本人がテレピを視聴する 1日当たりの平均時間は3時間

を超え，人々は家にいる時間としては睡眠に次いで多く

の時聞をテレビ視聴に費やしている。テレビが現代日本

人の暮らしのなかで特権的な地位を占めているのは，単

にその視聴時間が長し、からだけではない。 2002年のNH 

K放送文化研究所による国際比較調査のなかで，今後数

ヶ月，新聞，テレビ，携帯電話，パソコン，自動車，冷

蔵庫の 6品目のうち 1つしか所持できないとしたら何を

選ぶかと尋ねているものがある。これに対し，日本人で

はテレビを選ぶ人が 23%で最も多い。しかし，アメリカ

人で最も多いのは自動車の 42%であり，テレビを選ぶ人

はわずか5%にすぎない。フランス人でも自動車が最も

多くて 31%，テレビを選ぶ人は 10%で，新聞を選ぶ 14%

よりも低い。タイにおいても，自動車の 40%やパソコン

の23%に比べてテレビは 13%の支持しか受けていなし、0

5 日本人のこうしたテレビへの強い傾斜は 60年代から
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一貫したものであり， 70年代初頭の同形式の調査でもま

ったく同様の傾向が示されている。暮らしのなかでのテ

レどへの特権的な価値付与は，戦後日本社会の不変の特

徴であったようなのである。

それにもかかわらず，テレどが戦後日本社会の日常風

景に最初に姿を現したのは，けっしてリビングルームか

らでも，茶の間からでもなかった。テレビは当初，リビ

ングよりも街頭，茶の間よりも広場のメディアとして登

場したのである。50年代半ばまで，テレピは家庭の茶の

間よりも，まずは駅前や盛り場，寺社境内，デ、パートや

電気店の店頭などの屋外空間に置かれていくメディアで

あった。いうまでもなく，この屋外のテレビ文化をリー

ドしたのは，初の民間テレビ局として開局したNT Vが

各地に配置していった街頭テレビであった。当時，家庭

用テレビは大学卒の初任給が8000円程の時代にあって 1

台が 20万円前後，「中流Jの人々にもとても手が出ない

高級品だった。そこでNT Vは， 1953年の開局に先立つ

て，テレビを買えなくてもテレピ放送に熱烈な関心を向

けるだろう大衆にテレビ体験をさせ，番組の広告収入に

も役立てようという意図から首都圏の駅前や盛り場など

55箇所に 220台の大型テレビを設置したのである。 NT 

Vはやがて， 57年までにこの街頭テレビを新潟柏崎，福

島会津若松，静岡焼津などを含む 278箇所に配置してい

く。街頭テレビは大人気を呼び，毎日のように周囲には

黒山の人だかりができていくのである。とりわけ力道山

の活躍するプロレスの試合やプロ野球の好カードが中継

されたときは， 1台に数千人もの群集が詰めかけてさな

がら野外集会場が出現していった。

街頭テレビが重要なのは，量的な面でテレビ普及の起

爆剤となったからだけでなく，それがテレビと大衆的想

像力との，戦後の早い時期に固有の結びつき方を示して

いたからでもある。街頭テレビの得意な領域は，決して

ドラマやドキュメンタリーではなく，むしろスポーツ中

継であった。なかでも力道山の活躍するプロレスは，街

頭テレビにとって最大の目玉の演目であった。当時の撮

影技術では，野球中継では広い球場全体をカバーできな

かったのに対し，狭いリングでスピード感あふれる仕方

で争われるプロレスは，テレビ画面が収めるのに最適の

ジャンノレだった。そしてこの特性を，テレビカメラの意

味を熟知していた力道山はフルに利用した。猪瀬直樹が

要約したように，まさしく「テレビはプロレスにより，

プロレスはテレビによって，認知された。力道山はテレ

ビのおかげでヒーローとなり テレビはヒーローを生む

ことで視聴者を獲得した」のである。 6 しかも力道山は，

テレビカメラを明瞭に意識したアメリカ仕込みのショー

マンシップに加え，反則技を繰り返す巨漢のアメリカ人

レスラーに対する勇気ある小柄の日本人レスラーという

構図を意識的にテレビ画面のなかに演出していた。戦後
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日本におけるプロレス・ブームは，何よりも力道山ブー

ムだったのであり，朝鮮半島から玄界灘を越えてやって

来たしたたかな演出家・金信洛（力道山の本名）は，日

本人にとっての敵国にして占領者，そして保護者でもあ

ったアメリカに対する屈折した感情を，テレビというメ

ディアのなかで理想化された 「日本人Jを演じることで

巧みに形象化させてみせたのである。大阪や九州を地盤

にした他の戦後のプロレスラーたちが，プロレスを格闘

技以上のものとしては理解しなかったのに対し，力道山

はプロレスが，単なるスポーツでも見世物でもなく，む

しろテレピの前に集合した数百万人のオーディエンスに

向けて演じられるナショナノレな象徴劇であることを察知

していた。彼は，アメリカ的なものに対するこの時代に

日本人の屈折した気分と自身の鮮やかな演技を反響させ

ることで大成功を勝ちとったのである。こうして 1954

年2月，シャープ兄弟との最初のタグマッチでは，街頭

テレビの前は膨大な群集で埋め尽くされ，カ道山がリ ン

グに躍り込んで空手チョップでアメリカの巨漢を打ちの

めす場面では，興奮した群集の歓声が地鳴りのように響

いたという。

この 50年代半ば，プロレスの人気がし、かに圧倒的なも

のであったかは，当時，子どもたちの問に「プロレス遊

びJが大流行し，死者やけが人が出て社会問題化したこ

とからも窺い知れる。たとえば， 1955年 11月には，群

馬県前橋市の小学校で6年生がプロレスごっこで足蹴り

を受けて死亡する事件が起きている。同じ頃，少年たち

の聞に「空手チョップJや「膝蹴りJなど、のプロレス技

が流行し，怪我人が続出しているとの報道もなされてい

た。こうした事件が続発し，プロレスに対する社会的非

難が沸き起こるようになると，力道山はプロレスが「ス

ポーツマンシップを尊重するプロのスポーツj であり，

自分もまた「人間だから，リングでカット怒ることもあ

る。しかし，できるだけ自分を抑え，スポーツマンシツ

プを尊重しているJと何度も訴えている。7 しかし，そ

の後も風呂屋でプロレス中継を観戦していた人々が座席

をめぐって喧嘩になり，けが人を出した話や，テレビの

ある家にプロレス中継を見ようとする数十人が押しかけ

て家の床が落ち，多数のけが人が出た話など，当時の新

聞にはプロレス中継をめぐる騒動が多数伝えられている。

ところが，こうした事件の多発にもかかわらず， 50年代

半ばのプロレスは，同時代の一般社会のなかで，後年の

ようなネガティブなイメージを帯びてはいなかったので

ある。

もちろん，こうした力道山プロレスの圧倒的な人気を，

戦後日本人の深層にあった「反米ナショナリズム」を彼

が体現していたことだけに帰着させるのには限界があろ

う。川村卓は，「日本人Jを演じていたカ道山のフィクシ

ョン性と，プロレスという「スポーツJそのもののフイ
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クション性を重ね合わせながら，「プロレス観戦とは，た

だの真によってではなく，むしろセンセーショナルに構

築された虚によってこそ，より真でありうるような時空

体験Jなのだと論じている。川村の観点からするならば，

力道山がし、わゆる「日本人Jで、はなかったことは，プロ

レスというフィクションの場において彼が英雄的な「日

本人Jを演じていくことにいっそうのリアリティを付与

していた。たしかにカ道山の生い立ちが公に明かされる

のは 70年代末以降，牛島秀彦の詳細なノレポルタージュが

出版され，『週刊プレイボーイ』が母国北朝鮮でのカ道山

ブームを紹介したあたりからだが， 50年代当時から，彼

の出自は在日韓国・朝鮮人同胞にはもちろん，一般の人々

にも噂としてかなり知られていたらしい。そしてこの「知

ってはいるけれども，知らないことになっているJとい

うアンヴィヴァレントな大衆の意識のなかで，力道山プ

ロレスは， 日本人自身が「日本人」を演じるドラマとし

ても機能していた。つまるところ，「朝鮮半島出身の金信

洛が百田光浩となって『日本人のヒーローとしてのカ道

山』を熱く演じる一方で，観客もまた『敗戦ショックと

外人コンプレックスで修積している日本人』を熱く演じ」

ていたのである。 8

そして，さらに言うなら，まさしくこの二重の演技を

可能にしていたのが，街頭テレビという場だったのでは

ないだろうか。 50年代半ば，都市の駅前や盛り場で街頭

テレビが大人気を博していた頃，後に主流となる家庭用

テレビの普及はまだごく微々たるものにすぎ、なかった。

53年にNH Kが放送を開始した頃，受信契約者の数はわ

ずか866世帯であり， 55年には 5万世帯を突破するもの

の，少なくとも 50年代末に至るまで，家のなかでテレビ

を見るというスタイルは，テレビ視聴、のけっして支配的

な形態ではない。他方， 53年9月7日から 18日までの

NT  Vの実地調査では，都内 26箇所の街頭テレビの一定

時刻における視聴者数は平均 9200人， 1日の視聴者数は

推計で 10万人を超えることが記録されていた。また同じ

時点、で，大相撲中継は 1台だけで約 1200人（新宿），プ

ロ野球ナイター中継が 800人（浅草）の観衆を集めたと

される。9 力道山らのプロレス中継が，この大相撲やプ

ロ野球を凌ぐ群集を街頭テレビの前に集めていたことは

いうまでもない。しかも，最初にNT Vにより街頭テレ

ビが置かれていった 55箇所のなかには，浅草観音，水天

宮境内，巣鴨どげぬき地蔵，神楽坂毘沙門天などの寺社

境内，成田，千葉，押上，立石，青砥，高砂，柴又，金

町，小岩，中山，船橋，津田沼などの京成電車の各駅，

川崎，横浜，横須賀などの京浜急行の駅，江東楽天地，

大井町駅前，大森駅前，浅草駅などを含んでおり，全体

として東京西部の山の手地域よりも，東京東部の東京湾

沿いの鉄道駅や伝統的な寺社境内に重点が置かれていた

ことが見て取れる。少なくとも，後年，家庭のなかにテ

巧ーっJ

レピが置かれるようになっていったテレビの主要な担い

手となった層L 街頭テレビの主要な観衆であった層の

間では，社会階層的にも地理的にもかなり明瞭な差異が

認められるのである。

2.2街頭から住まいのなかへ

しかしながら，力道山プロレスの人気がまだ衰えてい

ない 50年代末でも，実はすでに街頭テレビと家庭のテレ

ビの比重が徐々に逆転しつつあった。街頭テレビの成功

でテレビが客寄せに大いに効果があることを知った飲食

店主や各種の商店主たちが，やがてテレビを店内やウイ

ンドーに置くよ うになり，徐々にテレビは街頭から商店

へ，家庭へと浸透していくのである。そしてこの「テレ

ビを見る場所Jの移行が，やがてテレビというメデ、イア

の社会的な意味を転換させてし、く。すでに 1955年 10月

9日の朝日新聞は，街頭テレビの大人気がピークを過ぎ，

テレビの場所が「街頭から家庭へ」移動し始めているこ

とを伝えている。

「庶民にとって『街頭テ レピ』の時代はまだまだ去ら

ないだろうが，全盛期はもうすぎたとみてよい。喫茶

店や飲食店が競ってテレビを備えつけたからで， 10万

台突破は，これらのテレどによって達成されたわけだ。

観客層もいくらか変ってきた。民間局が，街頭テレビ

を大量に設置した頃， スポンサーは，そこに集まる人

たちの多くはよい購買層とはみなかったが，新しいテ

レビの観客層は，十分商品の販売対象となりえるとし

ている。タイム・セールスが増えたのはそのためだが，

やがてテレビの重心は家庭に移ってゆくだろうJ（朝日

新聞 1955年 10月9日夕刊）

この記事はさらに，このようにテレビの場所が変化す

ると，番組内容もまた変化せざるを得ないと予測してい

る。実際，「スポーツ中継がテレビ番組の王座を占めたの

は，街頭テレビ時代なればこそで，この時期はまだ去っ

たわけではないが，一方で家庭で落ち着いて見るための

スタジオ番組も次第に人気を得つつある。・・・・・・民間局で

も，今までスポンサーにかえりみられなかったレギュラ

一番組が売れ出しているんこのような流れが続くなら，

やがて家庭向けの番組がテレピの主流となり，新しいス

ポンサーがテレビ局に殺到していくことになろう。こう

した新しいテレビ文化のなかでは，プロレス中継は明ら

かに異質な存在とならざるを得ない。たしかに，後に家

庭にテレビが普及していく段階でも，プロレス中継は他

の番組を圧倒する視聴、率を誇っていた。たとえば 60年

10月には，プロレス中継の視聴率は 50.3%と， 2位の『名

犬ラ ッシー』の 36.7%を大きく引き離している。翌年5

月になると， プロレス中継が 57.4%にまで達している。10
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しかし，同じ頃，いくつもの民間のテレビ視聴者に対

する調査で「くだらないj「家庭で見るにふさわしくなしリ

番組の筆頭に挙げられるのはいつもプロレス中継となっ

ていた。 11

テレビが家庭に置かれていくようになるなかでのプロ

レス中継の位置の変化は， 50年代半ばから後半にかけて

のテレビ受像機の広告によく表れている。 1955年前後，

始まったばかりのテレビ広告では，きわめてしばしばプ

ロレスの場面がブラウン管に映し出されていた。たとえ

ば55年のシャープの広告は，力道山の試合をテレビ画面

から飛び出すような描き方で示し，「『プロレスリングは

テレビで見た方が興奮する』とはプロレスファンの偽ら

ざる言葉です。この素晴らしいスリルを茶の間で御家族

揃ってゆっくりと味わって下さしリと消費者に訴えてい

る。プロレスでなければ大相撲のシーンが画面に映し出

され，そうした画面が他のさまざまな家電製品のなかに

主役として置かれていたのである。だが，実際の街頭テ

レビでのプロレス中継のオーディエンスが明らかに男性

中心であったのに対し，広告のなかでテレビに目を向け

ているのは圧倒的に女性ないし母子の姿であった。ここ

には奇妙なミスマッチがあり，それを解消するには観る

者の姿が変化するか，爾面が変化するかどちらかしかな

かった。前者の例として， 57年のシャープのテレビ広告

のように大相撲の中継シーンに向けて誰も座っていない

椅子が描かれているものがある。その広告は，「喫茶店や

電気店でごらん頂くテレビも勿論けっこうなものですが，

座りなじんだ自分の椅子にどっかり腰を落ち着けて番組

にひたりきる…・・・これこそテレビの醍醐味とも申せまし

ょうかJと述べ，お茶の間のテレビを街頭テレビの延長

線上で描いていた。しかし，多くのテレピ広告はむしろ，

57年あたりを境にプロレスの場面を広告のなかのテレ

ビには映し出さないようになっていくのである。その過

渡形態として，カ道山がリング上のレスラーとしてでは

なく，リビングでくつろぐオーディエンスとして登場し

てくる広告もあった。こうしてほぼ59年までには，テレ

ビ受像機の広告の画面に何かが映し出されることは稀に

なり，かりに映し出されるとしても，せいぜいそれはホ

ームドラマか時代劇になっていったのである。

このようにして， 1960年頃までに，プロレスは相変わ

らず視聴率の上では圧倒的な人気を誇っていたが，家庭

のテレビには相応しくない逸脱的なものとして非難を浴

びるようにもなっていた。そしてこの頃になると，中継

をめぐって起きる事件も，以前のように子どもたちのプ

ロレス遊びや集団的熱狂など，人々の側が能動的にかか

わることで生じるものよりも，プロレス中継が人々の側

に悪い影響を及ぼしていく面に重点が置かれた語られ方

をしていくようになる。典型的なのは， 1962年4月，力

道山の試合をテレビで見ていた 2人の老人が「むごたら

しさにショック死Jしたと大々的に伝えられたことであ

った。実際には当人には心臓，ぜんそくなどの持病があ

り，力道山の出る番組の視聴率の圧倒的な高さから考え

ても，番組内容と発作との固有の因果関係は立証できな

い。しかし，新聞紙面などではプロレスの 「残酷さJが

特に強調されていた。この事件の翌月には大阪府警がプ

ロレスのテレビ中継を中止するようにテレビ局に申し入

れ，プロレスラーたちの暴力事件もしばしば報道される

ようになっていたこともあいまって，プロレスには次第

に暗い，逸脱的なイメージがつきまとうようになってい

った。こうして 63年 12月，力道山が暴力団組員に刺さ

れて死亡したとき，この戦後の「英雄Jの死についての

一般の全国紙の扱いは，彼のかつての国民的人気からす

るならば不自然なくらいに冷淡なものであった。

3. リビングのなかの「三種の神器J

3. 1テレビが家にやって来た

50年代半ばまで，力道山の活躍は街頭におけるテレビ

の大衆視聴の中心にあった。しかしその後，テレビが次

第に街頭から家庭へと軸足を移動させていくなかで，力

道山はもはや少なくとも「国民的」ヒーローではありえ

なくなってし、く。同時に 50年代末以降，街頭から家庭

のなかへとテレビの居場所が移動していくなかで，新た

にそれぞれの家庭に置かれるようになっていったテレビ

の意味も，大きく変容していくことになる。この点で興

味深いのは，当時の多くの日本人にとって，テレビが「買

うJものよりも 「やって来るJもので、あったという点で

ある。 82年に日本民開放送連盟が「私とテレビジョン

思い出の出会し、Jについて一般視聴者から 454通に及ぶ

投書を集めているが，そこにはテレビがそれぞれの家庭

に「し、かにしてやって来たかJが生き生きと記されてい

る。たとえば， 60年頃にまだ 10歳前後だったある女性

は，父親が中古のテレビを購入したとき，嬉しくて「人

並みに『テレビがきたあ』と叫んだJと語る。

「あの頃，子供達の殺し文句は，『今日は家にテレビが

くるんだあ』で，強気でけんかをしていても，その言

葉に勝てる文句はちょっと見当たりませんでした。そ

して何故か，テレビは買う物ではなくて来る物であり，

スイッチをつければその映像は見せていただく物だと

言う意識は，子供達の心に自然に植えつけられた様で

した」 12

別の投書者によれば，「その魔法の箱は，玄関横の洋聞

に運ばれ，家族，近所の人達の見守る中で，まるで神棚

でもまつるように丁重に取り付けられJ13，さらに別の

者は，「私の家が始めてテレビを買ったのは，昭和 34年

頃，私が小学校2年生の時だ、った。テレビが来るという
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ので，母や祖母とタンスをどかしたりして，四畳半の茶

の間の片隅を空かせたのを覚えている。 …・・・テレビを持

つという事で，ひどくモダンな高級な暮らしになる様で，

晴れがましい気持ちであった」 14と語る。戦後の早い時

期にテレビを購入していった家庭において，装置として

のテレビは擬人化されていた。こうした擬人化は，戦後，

「人間宣言」をしながらなお「異人j であった天皇が，

全国の町や村に 「やって来たj のを迎えた人々の感覚と

も重なるものであったと思われる。

こうしたテレビに対する神話的イメージは，とりわけ

この時代の「三種の神器Jとし、う表現に集約されていた。

いうまでもなく「三種の神器Jとは，電気洗濯機と電気

冷蔵庫，白黒テレビの 3つを指している。これらはいず

れも当時の一般家庭の生活水準から考えればかなり高価

な商品であったにもかかわらず， 50年代末から 60年代

までに爆発的に普及していった。 55年には洗濯機が約

4 %，テレビと冷蔵庫は 1%にも満たない普及率だ、った

が， 60年には洗濯機45%，テレビ 54%，冷蔵庫 15%に

激増し， 70年代までにはいずれも 90%を超える。15 「三

穫の神器」としづ言葉の由来については諸説あるが，基

本的には， 55年前後にかつてない好景気が「神武以来J

の景気と評され，続く好景気が「いざなぎ景気」と呼ば

れたように，ナショナルな神話のイメージに託して経済

を語るムード、が強かったことと関係が深い。いうまでも

なく 「三種の神器Jは，天皇家の列島の支配者としての

資格を正統化する象徴として強調されてきたシンボルで

ある。ところが 50年代以降，この同じ言葉が私的領域

に転じ，偲々の家庭が近代家族としての自己を見出して

し、く記号としての作用し始めるのである。ここには戦後

日本において，ナショナルな神話や国民的なシンボル作

用の場が家庭空間に個別化し，拡散していったことが含

意されている。 50年代以降の日本社会では，家庭こそナ

ショナルな神話が再構成され，国民のアイデンティティ

が絶えず保証されていくイデオロギー的な空間となって

いったのである。

問われねばならないのは，いったい誰が，どのような

動機や条件のなかで，こうしたイデオロギー的なベクト

ルを帯びた家電製品，とりわけテレビを自宅に導き入れ

ていったのかという点である。世論科学協会は 1959年，

世田谷区祖師谷にある団地でテレビの購入過程について

の興味深い調査を実施している。それによると，家族の

なかでテレピ購入に誰が最も熱心ないし消極的であるか

は，その家庭の収入によって変化する。概して言うなら，

1ヶ月の 1人当たりの生活費が 7000円台までの世帯で

は，息子や娘はテレビ購入に熱心だが，夫は消極的で，

妻はまったく否定的である。この場合，子どもたちの願

いに対し，父親が懸命に説得や懐柔に努めることになる。

しかし，生活費が8000円台から 12400円台までになると，

今度は夫が購入に最も熱心になる。こうなると妻が，夫

の要望に抵抗しなければならない。生活費が 12500円以

上になると，ようやく夫も妻も同じように購入を希望し

ていく。16 少なくとも 50年代末までの状況では，後述

する家電と主婦のイメージの上での強し、結びつきとはむ

しろ反対に，テレビの購入に対して主婦は最も消極的だ

ったようである。その理由の一端には，この調査が皇太

子成婚のフィーパー以前に行なわれていることや，また

この当時はテレビのホームドラマもきわめて未発達であ

ったこと，そして当時のテレビがどちらかというと野球

やプロレス中継のような「男性的j ジャンノレと結びつけ

られていたことがあるのかもしれない。同様の調査が 60

年代半ばに実施されていたら，いったいどのような結果

になったであろうか。そこでもまだ，主婦層がテレビ購

入に対する最も「頑強なj抵抗勢力であり続けていられ

るであろうか。 17

3.2国土の電化から家庭の電化へ

戦後，家電製品が帯びていくことになる象徴的な意味

を歴史的に位置づけるには，戦前からの電化の展開を一

瞥しておく必要がある。前島正裕が指摘するように，初

期の電化を押し進めた最大のモメントは電力供給の過剰

であった。明治末から大正にかけて，日本の電力産業は

大規模な水力発電を基盤とした遠距離送電の時代を迎え，

電力の供給能力が既存の需要量を上回り，新たな市場を

発見していく必要に迫られてし、く。最初から国営化され

た電信や電話とは異なり，電力は複数の企業が同一地域

のシェアをめぐって競争していたため，これらの企業間

で激しい低料金競争が行われ，一般家庭への電力普及に

拍車がかかった。とはいえ，多くの家庭に電力が供給さ

れるようになっても，すぐに人々が各種の電気製品を利

用し始めたわけではない。大正初期までの家庭電化はあ

くまで電燈のためのものであった。それまでランプの暗

い灯りで我慢をしていた家に，突然，電気の光が明るく

輝くようになったのである。しかし，それ以上の要素が

加わるのは次の段階で，電化が家庭に先行した工場です

ら，明治末までの電燈以外の電力消費はごく部分的なも

のであった。ところが大正以降，水力発電の割合が増え

て昼間の余剰電力が目立つようになると，電燈の夜間利

用に見合う昼間の電力消費を創出することが，電力会社

にとって緊要な課題となってくる。とりわけ第一次大戦

中の好景気を背景に電力整備が拡充され，ますます大量

の電力が供給可能になってくると，電燈以外の電力利用

形態の開発と普及は必須の課題となっていった。こうし

た状況のなかで，家庭用の各種電気機器も開発され始め

るのである。 18

こうして明治末からあった扇風機や電熱器に続き，大

正中期には電気アイロン， トースター，湿潤器，電気七

n
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輪，電気ストーブなどが，大正末までには電熱炊飯器や

湯沸電熱器，電気釜なども生産されていった。とりわけ

関東大震災後，熱源として電気を利用することの有利さ

が再認識され，東京を中心に電熱機器の需要が増加して

いったようだ。こうして家庭電気器具の開発と販売は

1930年前後に頂点に達し，電気かまど，電気コンロ，て

んぷら揚げ電熱器，乾燥用電熱器，菓子焼き器，温水器

などから，電動ミ、ンン，電動井戸ポンプ，電気洗濯機，

電気掃除機，電気冷蔵庫までが国産化され始めている。

なかでも電気洗濯機は， 1922年に米国からの輸入品が日

本に初登場した後， 30年に技術導入により国産品の生産

が始まっているし，電気冷蔵庫にしても，やはり 30年に

技術導入による国産品が開発され， 33年からは純国産品

が生産されている。たしかにこれらの製品が一般家庭に

広く普及していくのは 50年代以降だが，高度成長期に一

般化する家電製品の多くが，すでに国産品として 30年代

までに出揃っていることは注目しておいていい。 1937年，

米国のゼネラル・エレクトリック社は日本の電気製品市

場の将来的な有望性を見込んで家庭電化の状況について

の市場調査を実施している。それによると， 37年の家庭

電化製品の普及台数を 100としたとき， 4年後には，冷

蔵庫は 285，洗濯機は 490，電気掃除機は 470，ノレームク

ーラーは 926と大幅な伸びが見込まれている。 19 実際

には，戦争の拡大によってこのような数字は実現されな

いが，以上のことは，少なくとも戦前から，戦後の家庭

電化ブームにつながる前提条件の 1つが整っていたこと

を示している。

それにもかかわらず，「家庭電化Jや「家電」といった

カテゴリーが成立するのは戦後，とりわけ 50年代半ば以

降のことである。朝日新聞の新聞記事検索データベース

によれば， 50年代初頭でも，まだ「家電Jとし、う言葉は

見出しには一度も用いられず，「家庭電化Jとし、う言葉も

55年になって初めて登場する。そしてその多くは，まだ

電化が生活改善の文脈で語られた戦前からの延長上に位

置づけられる使用法であった。たとえば 59年4月 12日

の同紙には，「家庭電化で農村の主婦はホクホク」という

記事があるが，ここで言及されている電気ポンプや電気

洗濯器，電気釜のイメージは，基本的に戦前と同様の生

活改善の用具としてのものである。この記事にある埼玉

県の農村は， 31戸のうち 22戸が電気ポンプを， 5戸が

電気洗濯器と電気釜を使っている。また，屋内照明は全

農家の 3分の 2が蛍光灯，冬は暖房用に電気コタツをほ

とんどの農家が使っている。記事はこうした農村を，「家

庭電化を中心にした農家の生活改善Jが進んだ村として

紹介している。それによれば，家庭電化で主婦が何より

も喜んだのは「水汲みJからの解放であった。洗濯も「せ

んたく機を使うと昼間のうちに簡単にできてしまう」よ

うになった。しかし同時に，この村では「農作業の機械

化と生活改善とが並行して進んだから成功したJのだと

いう主婦の発言が引用され，農事電化と家庭電化はあく

まで対として考えられていたのである。

こうした連続性にもかかわらず， 50年代に浮上してく

る「家庭電化」は，戦前からの「生活改善」の延長線上

には位置づけられない次元を帯びていたことにも注意し

ておきたい。 1955年8月 21日号の『選刊朝日』は，官

頭に「洗濯機と冷蔵庫一一家庭電化時代来る一一」 とい

う特集記事を掲げ，家庭電化製品の急速な普及に注目し

ている。それによれば，家庭電化は段階に応じて 7つの

「階級Jに分けられる。まず最低の第7階級は電燈だけ

の家，これにラジオとアイロンが加わると第6階級，電

熱器とトースターが加わると第5階級，ミキサーと扇風

機，電話が加わると第4階級，電気洗濯機が加わって第

3階級，電気冷蔵庫で第2階級，テレピと電気掃除機が

加わると最高度の第 1階級という具合である。この階級

区分は，当時の人々の価値観のなかで，それぞれの機器

がその必要度や高級感を有していたかを示していて興味

深いが，同時にすべての電気機器が電燈＝電化の延長線

上に明確に位置づけられている点を注意したい。この記

事はまた，戦後 10年を経て電力供給も安定し，戦中期に

箪需用に使われていた電力が家庭用に向けられ始めたこ

と，電気器具の月賦販売が盛んになったことなどを家庭

電化ブームの背景的条件として挙げ，「ボーナスを全部電

化のために投げ出しているJ課長一家を家庭電化の先端

的な例として紹介している。この課長の家庭では， 20坪

の家のなかに， トースター，ミキサー，ラジオ，電気洗

濯機，電気掃除機，アイロン，扇風機，テレビが置かれ，

近く電気冷蔵庫や冷暖房装置もとりつける予定だという。

同誌はこれを「中年層の健康な夢jとして称揚している。

3.3家電製品とイメージのなかの女性

家電製品をめぐる大衆的なイメージは，やがてどのよ

うな言説的な編成にまとめ上げられていくのだろうか。

この点を理解するには，ラジオから洗濯機や冷蔵庫，テ

レビに至る電化製品の広告イメージの変化を追ってみる

のが手がかりになる。そこで以下，とくに松下電器産業

の広告に焦点、を当てながら，大衆的なイメージのなかの

家電の表象について考えてみることにしよう。というの

も，日本の家電産業の勃興期である高度成長期を通じ，

「松下＝ナショナノレJは，電化生活のイメージを全国の

家庭に広く普及させていく中心的な役割を果たしてきた

と考えられるからである。知られるように，同社は 1950

年頃からナショナル共栄会を組織して販売代理店の系列

化を進め，これらの系列販売店の店内ディスプレイやチ

ラシ広告には様々な援助を与えるなど，小売り段階まで

も含めた文字通りナショナルなマーケティング戦略を展

開していった。しかも，広告戦略の展開においても，少
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なくとも 1970年代に至るまで，松下は業界のイメージ・

リーダー的な役割を担ってきた。 70年代以降，このイメ

ージ・リーダーとしての役割は，むしろソニーに取って

代わられていくが，戦後・高度成長期に関して言えば，

松下を軸に据えて家電産業の言説戦略を跡づけていくこ

とが可能なのである。

さて，戦前期の松下の広告のなかで，とりわけ人目を

ひくのはラジオの広告である。もともと大阪電灯に勤め

ていた松下幸之助が，アイデア商品である 2灯用差込み

プラグを考案して自らの製作所を設立するのが 1918年

である。その後，松下は 20年代を通じ，自転車などに取

りつける砲弾型電池式ランプや電気コタツや電気アイロ

ンの製造に手を広げていくが，本格的に事業を拡大し始

めるのは 30年代に入ってからである。 20年代末からの

ラジオ受信の大幅な伸びを受け， 31年にはラジオ受信機

の試作品を完成させ，東京放送局のコンクールで 1等に

当選する。また大型ポスターの制作や遜刊誌のグラビア

1頁広告といった積極的な広告活動もこの年から展開さ

せていく。 30年代前半に『週刊j朝日Jに掲載されたカラ

ーの 1頁広告では，多くがそダンガールを思わせる若い

女性イメージに焦点を当てながら，この時代を風腐して

いた都会的モダニズムの象徴としてラジオを描いている

のが特徴的である。少なくともこの時点では，ラジオは

都会生活やジェンダーとは強く結びつけられているもの

の，「家庭電化Jといったイメージとはまだ明示的に結び

ついていない。音楽を演奏する男性と聴取する女性の関

係が，都会的モダ、ニズムのなかで表象されているのであ

る。こうした傾向は， 30年代後半に入っても変わらない。

形式的には絵爾的なスタイルから写真的なスタイルへと

転換しているが，受け手は相変わらずモダンガールであ

り，送られてくるのは世界の大都会からの音楽やメッセ

ージである。

これは戦前期の広告一般に通底することではあるが，

広告のなかに登場するモダンな女性たちは，広告のイメ

ージのなかで，販売されようとしている商品と特殊な親

和関係を結んでいた。つまり，「女性のモダニティ＝商品

のモダニティJという記号的な連合関係が成立していた。

この時点ではまだ，電気製品の広告に女性が登場しでも，

彼女たちは家庭電化の担い手としての「主婦Jなのでは

なく，あくまで販売されるべき製品のそダニティを隠愉

的に表象する記号である。こうした傾向は，まだ美人画

の伝統を引き継いでいた明治期の広告や，しばしば少女

たちが都会文化の表象として登場していた大正期の広告

の延長線上に位置づけられるものである。実際，松下の

広告の早い時期のものには，しばしば少女たちが「新し

さJや都会的洗練の記号として登場している。すでにこ

の時代，「生活改善Jという文脈で電化の必要性が訴えら

れていたが，広告のなかの女性たちは，そうした生活改

-41-

善のモデ、ルとして登場しているわけで、はないのである。

1938年の乾電池式ランプの広告は，こうしたずれを明瞭

に示す。この広告では，広告のなかの文章が「台所Jと

「家庭経済」を前面に打ち出しているのに，描かれた女

性はどう見ても「主婦」というよりも「映画スターj の

イメージに近い。つまり，図像レベルでの「女性Jの記

号性L 言葉のレベルで強調されている「家庭Jの聞に

明白なギャップが見られるのである。

このようなずれは，戦後になってもすぐには消えない。

むしろ， 1940年代後半から 50年代初頭にかけての電化

製品の広告を見ていくと，戦前からの連続性がきわめて

大きいことに気づく。それらの広告の女性たちは，新し

い「主婦Jというよりも，文字通り「スタイルリーダー」

としての「女性＝商品」といった描かれ方をしていた。

唯一の明瞭な変化は，戦後の広告には「豊かさj の象徴

としての「アメリカ」のイメージが色濃く投影されてく

ることである。 49年のコロンビアの広告では，笠置シズ

子が登場してアメリカニズムを陽気に幅っているし，松

下でも 51年には，「指令・連絡事務のアメリカ式スピー

ド化Jを促すインターホンの広告や，「一家に 2台時代J

を宣言するラジオの広告に，追い求めるべき生活モデル

としての「アメリカJがはっきりと表現されてくる。と

りわけ，家庭電化を訴える同年の広告では，「台所，洗濯，

掃除，すべて電化されたアメリカ生活にくらべ，我国は

ラジオでさえ人口に対してわずか1割で，電化生活など

はるかに遠いJと，日米の家庭用電気機器の浸透度の違

いが強調されるのである。戦後の広告における「主婦＝

奥さまJとしての女性イメージは，一面では戦前からの

「女性＝商品Jのイメージを引き継ぎながらも，家電産

業がこのような電化された「アメリカ式生活」の理想を

日本人に浸透させていこうとしたときに，言説戦略上の

支点として登場してくるのである。

こうして 50年代，広告のなかの女性イメージは，モダ

ンな都会生活のメタファーからアメリカ式の家庭電化を

推し進める主体の像へとはっきりとした転換を遂げてい

くことになる。当然ながら，女性とともに広告に描かれ

る商品の姿も大きく変化してし、かないはずはない。たと

えば 1951年，戦後初めて冷蔵庫が販売され始めたときの

日立の広告では，「食品衛生の強化リが幅われ，内部が

空っぽの冷蔵庫が描かれていた。冷蔵庫が，ここではま

だ生活改善の規範と結びつく純粋に機能的なものとして

捉えられており，「豊かさjや新しい家庭生活のイメージ

を新製品に盛り込んでいこうとしづ意図は見受けられな

かったのだ。翌 52年に松下から売り出された電気洗濯機

の広告も，新製品を紹介する女性モデルが登場している

が，「お洗濯の労苦から奥様を解放！ jというコピーが照

準するのは，家事労働の軽減とし、う機能である。これら

に対し， 1953,54年頃になると，いずれのメーカーの広

住宅総合研究財団研究論丈集No.31, 2CXJ411；版



告でも「アメリカ式生活」の担い手としての「主婦＝奥

さま」の姿がはっきり示されてくるようになる。たとえ

ば， 「お眼ざめからお寝みまで一一あなたの生活を楽しく

する家庭電化！ Jというコピーがつけられた次のような

53年の松下の広告では，電化された家庭の 1日が次のよ

うに語られていくが，ここに想定されているのは，明ら

かにアメリカ的なライフスタイルのイメージである。

「電化された御家庭では，御家族の快いお眼ざめとと

もに楽しい一日が始まります。 トースター，パーコレ

ーター，ミキサーを使って手軽に朝食を済ませると，

御主人も，お子様も美しくアイロン掛けされた服装で

晴れやかにその日のスタートがきられます。奥様は電

気洗濯機でお洗濯。夕食後は一家だんらん，テレビに

電蓄に楽しい憩いのひと時……，家庭電化は私たちの

生活をこよなく明るく豊かにいたしますJ

同じ頃，三洋電機は「サンヨ一夫人Jとして木暮実千

代を起用し，家電購入とアメリカ的ライフスタイルの結

びつきを前面に打ち出していた。 54年の電気洗濯機の広

告では，自社製品が「欧米で一番人気のある噴流式」で

あることが誇らしげに強調されているし，やはり木暮を

正面に据えた翌年の広告は，当時の日本人が思い描くア

メリカ式家庭のなかの主婦像をいかんなく表現していた。

他方， 57年の松下の広告でも，高峰秀子の笑顔を，冷蔵

庫，洗濯機，ミキサー，ラジオ，テレビ，扇風機，電気

炊飯器，アイロン，電気掃除機などの家電製品がぐるり

と取り囲んで、いる。「一品ずつ揃えて，奥様の笑顔！」と

いうこの広告のコピーが示しているのは，紛れもなく「主

婦＝奥さまJを中心とし，各種の家電製品によってとり

固まれて送る新しい家庭生活の理想像にほかならない。

同様のイメージは， 59年のサンヨーの広告にも見られ，

「消費者こそ王様Jというコピーの横で，上段には家族

メンバーの，下段には小暮の笑顔がある。そして中段に

は諸々の家電製品が並んでおり，冷蔵庫にはしっかり食

料品が詰め込まれている。 20

重要なのは，このような戦後の家電イメージでは， 「主

婦Jが単なる電化生活の享受者というよりも，電化生活

を推進し，経営していく主体として描かれていることで

ある。ここには「家庭電化＝民主化j というイメージが

重ね合わされており，このような家庭電化イメージのな

かで， 「主婦」はまさしく「家庭」における主体＝国民と

して構成されていったのだ。こうした点は，たとえば 59

年の松下の広告に明快に示されている。この広告は， f日

本の憲法，第二十五条には，『国民は健康で文化的な生活

をいとなむ権利がある』と， うたわれています。この私

たち国民すべての願いが満たされていくものーーそのひ

とつに家庭の電化があります」と，「民主化」のテーゼに

家庭電化の必要性を結びつける。つまり，家庭電化を通

じてこそ戦後日本が標携する「民主化Jも達成可能にな

るというのである。そして続けて，「あなたのまわりをご

覧になって，より便利に，より楽しい生活の設計一ーリ

ビング・プランをお立てになってはJと，広告の読者で

ある主婦たちに家庭電化＝民主化の主体となるよう誘う。

同じように，前年の 58年の広告では，「欧米のふつうの

家庭jでは，「少なくとも一週間に一度は夫の商売上の取

引先，会社関係の方などを自宅へ接待し，そのときの主

婦のもてなしぶりで，夫の社会的な信用が決まるといわ

れ，妻の重大な責任になって」いるという主張がなされ，

主婦が家庭を社交の場として主体的に経営していくよう

に促されている。つまり， 50年代半ば以降の家電製品の

広告では，まさしく主婦こそが電化された家庭の技術を

使いこなし，経営する「主体Jとして名指されていった

のである。

この動きをより詳細に見るならば，およそ 50年代末を

境として，家電製品のイメージが， 「生活合理化の手段」

から「奥さまの良きパートナーJへと微妙に変化してい

ることに気づく。たとえば，この時代の『主婦の友』に

掲載された広告のいくつかを追ってみよう。 1956年まで

の同誌の広告では，主婦らしき女性のイメージが登場し

でも，「お買物をしている聞にお洗濯ができるJことを強

調した松下の広告や，「合理的なお洗濯を新しい生活のプ

ランに！ Jと訴える目立の広告のように，家庭の経営主

体としての主婦という姿がそれほど明瞭に示されている

わけではなかった。なかには，「ママより上手にお洗濯！ 」

ができることを強調したデンソーの広告や，「御家庭もオ

ートメーション時代」であることを謡う東芝の広告のよ

うに，家庭電化を主婦の役割そのものを不要にしていく

「合理化＝自動化」の過程として描いているものもある。

ところが 57年以降になると，東芝の洗濯機は 「奥さまの

最良の助手」であり，松下の冷蔵庫は「奥さまの身にな

ってあらゆる点に気をくばり J設計されており，ゼ、ネラ

ルの洗濯機は 「奥さまを助けてめざましい活躍ぶり j を

するようになるのである。 59年の東芝の広告は，「奥さ

まは家事のカントク」と誕い，洗濯機に向かつて命令を

下す主婦の姿を描く。無論， 50年代末になっても， 「合

理化＝自動化Jのイメージが消えたわけではないが，そ

れと並行して家庭における主婦の 「主体化Jをサポート

する役割が家電製品に割り当てられていくのである。そ

して，このような「主婦＝主体Jの姿は，新聞や大衆雑

誌，テレビを通じ，全国津々浦々まで広く共有されるも

のとなっていった。天野正子らは，戦後日本のモノと女

性の関係を捉えた分析のなかで，「洗濯機を突破口とする

電化製品の普及は，『主婦』像の画一化を，いいかえれば

人々のライフスタイルの画一化をおしすすめたJことを

指摘している。家庭電化のイメージを通じ，それまでは

η
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「閉じ都市でも下町や商家の『おかみさん』，山の手の『奥

さん』のちがいのように，地域や収入，階層などで多様

であった主婦像は，この時期からあと，急速に一色に塗

りかえられてj いったのである。 21

4. 家電製品のなかの「日本らしさ」

4. 1誇り高きメイド・イン・ジャパン

テレビをはじめとする家電製品は， 50年代以降，家庭

電化の主体としての主婦＝奥さまのイメージと結びつい

ていっただけではなく，まさにそのようにしてアメリカ

式生活の依り代となることで「三種の神器」となり，戦

後家庭のナショナルな意識の中核ともなっていった。し

たがって，われわれは家電の広告イメージに注目しつつ，

この逆説的な構造をもった家庭のなかのナショナルな表

象について考えていく必要がある。実際， 60年前後から

の家電広告を一覧するなら，家電製品には，家庭のなか

に装填されたネーションのシンボルとし、う性格が強く帯

びさせられていたことに気づく 。たとえば60年，ソニー

は自社のロゴを「エレクトロニクス日本を代表する世界

のマーク」として前面に打ち出し，その携帯用テレビの

広告では 「ニッポンの誇りがまた一つ！ 」と，テクノロ

ジーの表象によって担われる戦後日本の新たなナショナ

ル・アイデンティティを華々しく表明していった。とり

わけここで，「日本jではなく「ニッポンJというカタカ

ナが用いられているのは，海外からの視線が意識されて

いるわけで，この広告は，そのような「世界」の視線に

「ニッポンj の技術が評価されつつあることを，日本の

消費者たちに示そうとしたのである。同じように三洋は，

61年に「世界のドクターをアッといわせたこの小さな金

属体Jとして，自社の技術を宣伝しているし，ビクター

は， 62年に「その技術で世界の（音）をリ ー ドする」と

の広告を登場させている。そして松下では， 62年に登場

する 「誇り高きメイド・イン・ジャパンj の広告が，一

連の広告の主張を集約していくのである。

注目しておきたいのは，この種の 60年前後からの広告

が，実際に日本製品が海外で高い評価を得て，「メイド・

イン・ジャパン」がブランドとみなされるようになるよ

りもはるか以前に打ち出されていた点である。実際，当

時はまだ日本の電機メーカーが海外で自社製品を販売す

る場合には，けっして「日本の技術力Jを前面に出した

広告を展開してはいなかった。後にソニーの盛岡昭夫は，

1950年代に海外でソニーの製品を売り込もうとしてい

た頃のことを振り返り，「日本では消費者がメーカーのブ

ランドを重視するので，まずソニーの名前を高めたいと

苦しい努力を続けていた。海外でも同じことだ、った。戦

前から，日本製の高級品は外国ではほとんど知られてい

なかった。それどころか，『日本製（メイド・イン・ジャ

パン）』のレッテルをつけた商品は品質が悪いというイメ

-43-

ージが定着していた。戦後，アメリカやヨーロッパを旅

してみて，外国人は，日本というと，唐傘，着物，おも

ちゃ，ちゃちな雑貨品などを思い浮かべることを知った。

わが社の社名を決めるとき，日本のイメージからのがれ

ようとして日本の会社らしくない名前を選んだわけでは

ない一一どのみち，製品にはすべて生産国名を明示しな

ければならないのだ。だが，ことさらに日本を強調した

ため粗悪品だと思われては困る，と思ったことは確かだ。

実のところ，最初のうちは『日本製』の文字をできるだ

け小さくしようとした。その結果，あまり小さすぎて，

アメリカの税関で書き直しを命じられたこともあるJと

言吾っている。 2260年代当時，「メイド・イン・ジャパン」

の誇り高さを称揚できたのは，あくまで日本国内に向け

てであり，海外での評判はけっしてまだ確立してはいな

かったのである。そして 60年代初頭の日本の家電メーカ

ーは，そのことを十分に自覚しながら，それにもかかわ

らず自社製品が海外でも高い評価を得ていると，日本国

内の消費者に向けて繰り返し訴えていったのである。

こうして 50年代末から日本人の家庭のなかに普及し

ていく家電製品は，戦後の技術主義的なナショナル・ア

イデンティティを家庭のなかで日々実感する媒体として

機能してし、く。これらの一連の広告の背景にあるイデオ

ロギーは， 61年の松下による「日本人は器用さを誇ろう」

と題された次のような主張に明瞭に説明されている。

「日本人は，器用なことで有名な民族です。そして，

美に対する感覚も，他の民族にまさっているといわれ，

現在，日本の美術工芸，建築などの，簡素で繊細な美

は，欧米人のあこがれの的となり，日本の伝統のなか

から生まれたデザインが，欧米人の生活にとり入れら

れ始めたことを，みなさんもよくご承知と思います。

－…欧米人がまねをしようとしてもまねられないもの，

それは日本人の 『器用さ』です。－－－－－ 『器用さ』こそ，

日本人が先祖から受けついだ偉大な遺産であり，この

器用な指先と，科学性が両立したとき，日本には，欧

米人のなし得ない独特の製品が生まれることを，私た

ちはしっかりと自覚しなければならないのです。…一－

洗練された器用さと，卓越した科学技術と，計算され，

しかも飛躍したアイデアと，この三拍子がそろえば，

日本はかならず，世界文化のリーダーになれるのです。

そして，いままでの，安易な模倣の精神を捨て去った

とき，はじめて，真の意味の日本ブームが，世界じゅ

うに巻きおこることでしょうJ

ここではジャポニスムと技術主義が，「日本人」の 「器

用さ」という概念を核にしながら一個の言明に結合され

ている。そして，そうした日本が他国に優越していくに

は「アイテ手アj でも卓越性を獲得していく ことが必要と
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いうのである。この観点は，別の広告での，「日本はすで

に，欧米から学ぶものは学びっくし，『独創性』によって，

世界の産業会をリードするのに充分な，技術の基礎を築

き上げたと思います。現在，日本に不足しているもの，

それは，欧米にまさる，すぐれた 『アイデ、ァ』です。 …

…今後の世界は『武力』ではなく，『アイデア』によって

支配されるのです。私たち日本人は，安易な模倣の精神

を捨て，独創の尊さを知り， 『アイデ、ァ』においてもまた

世界第一級の民族になろうではありませんかj という松

下幸之助の主張にも明瞭に示されている。

4.2家電における「和風」の成立

60年代の家電広告を特徴づけていくのは，このような

言説のヴァリエーションである。ここに一貫してみられ

るのは，一方では 「世界」から「日本の技術Jが注視さ

れていることの強調であり，他方ではそうした「世界」

からのまなざしのなかで日本の技術は独自の「個性Jを

発揮するという主張であった。 60年代の広告は，繰り返

し「きびしく真剣な世界の目Jが日本に注がれ，そ うし

た 「世界の自Jから日本は 「技術の勲章Jを受けている

ことを強調していった。しかしその一方で，やがてこう

した「世界をリードする」技術が，この国の 「個性Jの

表現でもあるという主張がなされていくようになる。た

とえば， 1966年の松下の「人工頭脳カラーテレビJの広

告は，「ニッポンの色彩Jをさぐりあてたことを強調した。

そこではたとえば，「私は芸術の世界で，西欧にはすぐれ

たメカニズムを，日本にはこまやかな情緒を感じる。そ

してまた日本民族は，西欧のメカニズムを取り入れて消

化し，独自のデリケートな情緒に置き換え，発達させる

性質をもっていると考えている。西欧の冷たいメカニズ

ムが，日本にきて暖かな人間の肌に密着するものに進歩

したひとつの例が，このナショナル・カラーテレビだと

思うJといった画家の発言が引用され，前述のジヤボニ

スムと技術主義の結合が再確認されていくのである。 23

以上のように，日本の家電技術を伝統的な職人芸や自

然観と結びつけ，その家電のありょうがこの国古来の伝

統的な美意識の表現となっているとし、う文化本質主義的

な技術論こそ， 60年代の家電産業のイメージ戦略の機軸

をなすものであった。とりわけこの種のイメージは， 60

年代後半から盛んに家電製品に用いられていく「日本的J

な名称や「和風j のデザインに明瞭に表明されていた。

管見の限り，戦後日本の家電製品のなかで，この種の「和

風jの名称やデザインを前面に打ち出した最初の製品は，

松下が 1965年4月に売り出したステレオ「宴Jであった

ように思われる。 「つややかな木目の美しさ」を水平ライ

ンで強調した「この造形こそ，新しいステレオの方向で

すJと語る松下の広告は，「日本伝統の美を近代感覚に調

和させたJ新しい家具のようなとしてこの商品を売り出

A斗
a
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A

していた。松下はさらに，同年秋には同じシリーズとし

て，「飛鳥J「潮Jなどの 「日本の造形美Jを前面に出し

たステレオも新商品として売り出している。そして，閉

じ発想、をテレピに応用したものとして，同年 11月， 「暮

らしにとけこんだテレビを，静かに味わって頂くためにJ'

やがて 70年代に至るまで松下のカラーテレビを代表す

る存在となっていく 「嵯峨Jが，「黄金シリーズJの一環

として売り出されていくことになるのである。

1960年代半ば，松下以外の家電企業も，基本的には松

下と同様の 「和風」路線に向かつてし、く。松下との類似

が最も顕著なのはサンヨーで，前者が 「嵯峨Jを売り出

したのとほぼ同じ頃に，文字通り 「日本」を，新発売の

カラーテレどとして売り出している。このサンヨーの新

商品は，デザインの基調を 「日本古代建築の最高傑作で

あるといわれる 『あぜくら造り』に求め，厳選した銘木

を手作りを多用して入念に組み，スカシ塗りという日本

独自の伝統技法で仕上げjたことを宣伝文句に，イサム・

ノグチまでをイメージ演出の材料に使っていた。おそら

く「和風Jを前面に出したテレビとしては，この松下と

サンヨーの商品が最も早く，そのメッセージ性も明白で

あったが， 60年代後半には多くの他の家電企業も，まる

で 「和風の高級家具Jのようなテレビを次々に売り出し

ていった。たとえば，東芝は「王座Jや「名門j を，三

菱は「高尾」を同じようなコンセプトで発売し，すぐに

このブームは他の家電製品にも及び，洗濯機や冷蔵庫，

クーラー，さらには掃除機までにも日本の「伝統Jや「自

然Jを想起させるようなネーミングがなされていった。

実際，松下の冷蔵庫は，家具や部屋の色調にあわせて木

目の外装を施して売り出され，チーク調の「きそJ，ロー

ズウッド調の 「よしのJ，ウオールナット調の 「みちのく J

といった 3種が用意されている。同時代の自動車が，次々

にモデ、ルチェンジをしながらも「ブ、ルーバードJ「スカイ

ライン」「カローラJ「クラウンJといった外国風の名称

を持ち続けたのとは対照的に， 60年代，家電は急速に「和

風Jのイメージを帯びていくことになったのである。

とはいえ，ここで注意しておきたいのは， 60年代半ば，

新発売のステレオやテレビが高級イメージを醸し出そう

としてさまざまなネーミングやデザインをまとっていっ

たなかには，こうした「和風J路線には合致しないパタ

ーンも頻繁に見られたことである。たとえば，ピクター

は松下が 「宴」を売り出すのと同じ頃，松下とは逆に「欧

米タイプの風格あるキャビネット」を前面に出した「洋

室にピッタリ」の 「『モダンなお宅』向きステレオ」を熱

心に売り込んでいた。同様の傾向はコロンピアにも見ら

れるが，松下との対照が最も顕著なのは東芝で，「目を閉

じると，そこはミラノのスカラ座」といった欧風イメー

ジの広告を重ねただけでなく，松下の「宴」「飛鳥j「潮」

などの和風シリーズに明白に対抗して，同じ 65年秋，「パ
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リJ「ウィーンJ「ローザンヌ」という名の欧風ステレオ

のシリーズを売り出していった。「聞こえませんか，パリ

の音が一Jと語りかける同社の広告は，「パリ交響楽団や

オペラ座をしのばせる（音〉と〈デザイン）」をシリーズ

の魅力として打ち出していた。さらに東芝は，松下やサ

ンヨーの路線とは表面的には逆の路線を歩み，テレビに

おいても「宮殿（パレス）」「帝王（キング）J「殿下（ハ

イネス）」の「置くだけで，お部屋が一流劇場に変わるJ

シリーズを売り出している。そして，このような松下 ・

サンヨーの和風化路線と東芝の欧風化路線のはざまにあ

って，日立は「奥さま，ちょっとお待ちくださし、」と諮

りかけ，テレビを「デザインや価格だけでお選びになる

のはキケンです」と，過熱（するかに見えた）デザイン

やイメージ重視の傾向に歯止めをかけようとしていたの

である。

60年代半ばの家電企業の広告戦略，新製品へのネーミ

ングやデザインを概観することから明らかになってくる

のは，テレビをはじめとする家電製品が，この頃から単

なる戦後家庭の「三種の神器Jというだけでなく，新し

いリビングの家具として明確に位置づけられるようにな

ってきていることである。この点、で，松下・サンヨーの

和風化路線と東芝の欧風化路線は，同じ平面で起きてい

る表層の記号論的差異以上のものではなかった。実際，

たとえばこの頃に東芝が売り出した「ハイルックj は，

インテリアデザインにポイントを置いてデザインされ，

「キャビネットは高級な木製で，どっしりと落ちついた

感じ。調度品としてお宅の客聞を，リビングルームを，

さらに豪華によそおいますJと訴えており，この売り文

句はそのまま松下やサンヨーの和風家具調の家電製品に

も当てはまるもので、あった。このようにして 60年代半ば

以降，家電製品は，ボードリヤールの言葉でいうなら「配

置の構造Jを軸にしたものから「雰囲気の構造」に重心

を置いたものに移行しているとも考えられる。ボードリ

ヤールによれば，「現代的な室内の体系は，配置と雰囲気

としづ対立関係を基礎にしている。（室内についての）広

告の言語表現のなかには，配置とし、う技術的命令のほか

に，雰囲気としづ文化的命令がつねに追加される」。両者

は同じ住まうという実践を構造化している 2つの側面な

のだが，配置の構造化のために機能の計算が作用するの

に対し，雰囲気の構造化のためには色や材質，かたちな

どの計算が作用していく。たとえば色なら，洋風の色，

和風の色，ブルジョア的な色，ナチュラノレな色，機能的

な色などのバランスが繊細に計算されていかなければな

らない。そのような計算から，たとえば古いものや田舎

風の木製家具，伝統的スタイノレの家具などが新しい技術

製品に溢れた室内に増えていることは，「雰囲気という記

号体系Jにとっての何ら矛盾ではない。「それらの物は，

雰囲気という資格で，最も『現代的な』材料と色として，

E
J
 

A
斗会

体系のなかに非常にはっきりと入ってくるjのである。24

5. インテリアにおける戦後的「和風」の成立

5. 1戦後家具における 60年代の転換

1960年代，家電がまるで「家具のようにJなっていく

のと並行して，家具自体の大衆的なイメージにも大きな

変化が起きていた。戦後，旧来からあった百貨店での和

洋家具の特売ではなく，特定のスタイノレの家具に大衆レ

ベノレで関心が向けられ始めるのが，ようやく 60年代半ば

以降のことであった。今，この点を新聞広告について検

証してみると， 60年代初頭まで，百貨店の特売や展示会

という以外の家具広告は，実にわずかにしか見出すこと

ができない。新聞紙面に載る家具関連の広告といえば，

三越や高島屋，松坂屋などの百貨店が季節ごとに催す特

売や展示会の広告がほぼすべてであった。特定のスタイ

ル，あるいはデザインや生活様式と家具のイメージを結

びつけた広告は，ほぽ皆無といってもいいほどである。

少なくともマス・メディアの言説というレベルでは，「家

具のデザイン」という発想そのものが成立していなかっ

たようにも見えるのだ。ほとんど唯一，60年代初頭に三

越が「新設計があなたと共にJといった風にして，「小住

宅にマッチしたリビングファニチュアj などについて宣

伝しているが，これなどは戦前からの三越家具特有の傾

向を示したものといえよう。また同じ頃，百貨店系の木

製家具に対し， 一部の製造業系の企業が工業的建材の販

売に積極的になり，メラミン化粧板などの宣伝をさかん

に展開していた。松下電工のパネルは，「科学が決めた

1. 6ミリ Jの厚さで，「熱・水に強く，汚れず，傷がつか

ず，磨耗しない……驚異の表面Jを実現し，住友ベーク

ライトのデコラは，「ご家庭からオフィス，特急列車の中

まで，私たちの住むところを，ぐんぐん美しく ，強く」

する，云々。これらの工業主義的な語りはしかし，ほど

なくマス・メディアの表面から姿を消していく。

こうした前史を経て， 60年代半ばになると家具関連の

広告は，新聞紙上においても急激に増加を見せていくよ

うになる。そうした傾向の早い段階をリードしたのは，

アメリカン・モデ、ルでも伝統的な日本スタイルでもなく，

むしろデ、ンマーク，スウェーデンなどの北欧家具のデザ

インであった。実際， 60年代を通じ，実に多くの百貨店

が北欧家具の展覧会やフェアを開催し続けていた。たと

えば， 58年に大丸で開催された「デンマーク家具工芸展」

などはかなり早い例だが， 60年代半ばになると，「ハン

ス・ウェグナ一作品展」（伊勢丹），「デンマークインテリ

ア展J（松屋），「フィンランド家具展」（三越），「北欧家

具展J（高島屋），「フィンランド建築展J（白木屋），「ス

カンジナピアン・ファニチュア。フェアJ（小田急）など

枚挙に暇がない。この時代，北欧家具が注目されたのは，

デザイナーの側にと っては「日本的であると同時に，イ
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ンターナショナルでモダンな印象を持つデザインを実現

しようとする気分Jに，モダンなフオルムを強調しなが

ら北欧固有のイメージを失っていなかったデザインがよ

くマッチしたからである。 25 しかし，それが単にデザイ

ナーや専門家の興味にとどまらず，各地の百貨店の催事

で繰り返し取り上げられ，大衆的な影響力を持ったこと

にはより大きな社会的文脈との連動が推察される。

この点を考える上で興味深いのは， 60年代のテレビや

家電製品，あるいはシステムキッチンなどの広告表現に，

しばしば北欧家具風の椅子や調度が取り込まれているこ

とである。たとえば65年の松下電工による台所セットの

広告では，「モダンな台所をお望みの奥さま方にJ，「し、ま

までの流し台では考えられなかった，新鮮な（線〉と（色

彩）でデザインした明るさ，清潔さJをアピーノレしてい

る。その際，流し台の脇に置かれていたのがデ、ンマーク

の建築家・デザイナーのアノレネ・ヤコブセンが 50年代初

頭にデザインしたアント・チェアである。同じように 50

年代末の東芝のテレビ広告にも，北欧モダン風の椅子が

登場している。つまり， 60年代を通じ，「モダンj をう

たい文句にした多くのイメージに北欧風のモダン・デザ

インがさりげなく盛り込まれているのである。やがて，

百貨店ではイタリアン・モダンの家具の展覧会も増える

が，戦後日本の住まいのイメージにおいて，北欧系のモ

ダン家具ほど大衆的な広がりをもったスタイルは他にな

かった。もっとも，「モダンなお宅Jを標携した 65年の

ビクターのステレオ広告では，アメリカのデザイナー，

チャールズ・イームズ風の椅子がステレオに面して置か

れているから，一連のイメージの強調点は，「北欧」より

も「モダン」のほうにあった。戦後日本の文化的状況の

なかで「モダンj な家具を求めようとする意識が強まっ

たとき，北欧のモダン・デザインは，デザイナーのみな

らずこの国の大衆にも最も受入れられやすいスタイルだ、

ったのである。

このような北欧家具のイメージを 1つの重要な触媒と

しつつ， 60年代半ば以降，住まいについての大衆的な日

常意識のなかでも家具やインテリアのデザインという観

点が浮上してくるようになるのである。北欧家具とは異

なるそのもう 1つの流れを見ることができるのは，松下

や東芝をはじめとする家電企業が，照明や家具，住宅関

連のサービスや商品をも積極的に手がけていくようにな

るプロセスである。この点で典型的なのは松下＝ナショ

ナルで，同社では家電の松下電器と住宅関連の松下電工

が連携しながら戦後の住まいづくりに取り組む体制がと

られ，後者の松下電工の事業には，各種の照明器具をは

じめ，台所の流しゃ食卓，食器棚などのためのメラミン

化粧板，壁材としてのプリント合板，床材のタイノレ，雨

どいからトイレまで，およそ新しいタイプの住まいのた

めのあらゆる要素が盛り込まれていた。この松下電工は，

46 

もともと松下の軍需部門であった松下航空工業が，戦後，

配線器具や照明などの民需に転換して再スタートしたも

ので， 60年代半ばまで，業界の雄たる松下電器に比べれ

ばやや地味な存在であった。おそれが 60年代半ば，住

まいづくりへの人々の関心の拡大を背景に，「新しい住ま

いづくり j を前面に掲げた広告を打ち出すようになって

いった。 fあなたの生活が（住まし、〉を中心に考えられる

ようになった今Jこそ，ようやく松下の住宅関連の製品

群が活躍する条件が整ってきたわけで、，「電化製品の00

ではないナショナルが今年はお役に立ちたし、」と，消費

者に語りかけていくのである。松下グループにおける「電

器Jから「電工Jへの事業の重心の拡大は，とりもなお

さず家電を中心にして織り成されていた戦後の新しい住

まいのポリティクスが， 60年代半ば以降，家具や住宅設

計そのものまでも含んだ住空間全体の問題として展開し

ていくようになり始めたことを示していた。公団住宅を

基盤に公共的な政策として推し進められてきたnD K住

宅の普及と，日々の暮らしのレベルで作用してきた家庭

電化が， 60年代末までには融合し始めていたのである。

戦後日本人の住まいをめぐる意識が 60年代後半に大

きく変容し始めることは，住宅生産そのものの変化から

も傍証できる。松村秀ーは，戦後の商品化住宅の生産形

態を跡づける作業のなかで，それまでは半ば実験的な段

階だったプレファブ住宅生産が， 60年代後半から本格化

し，販売戦略やイメージ戦略にしのぎを削り始めたこと

を指摘している。当時，業界最大手だった大和ハウスが

69年に年間 1万戸の生産を突破したのに続き，積水ハウ

スが 71年に，ナショナル住宅が 72年にそれぞれ 1万戸

ラインを超えている。 27年間の総建設戸数でも， 67年度

の47300戸が，翌日年度には 67300戸， 69年には 98600

戸というように，毎年約4苦手lの爆発的な伸びを示してい

る。松村が指摘するように，このような量の増大に見合

うほどには建設費のコストダウンがなされなかったのだ

が，住宅雑誌などで 「プレハブ住宅」の選び方が話題に

される割合も，この頃から以前とは比べものにならない

くらいに増大している。

そして，まさしくこうしたプレファブ住宅大衆化の流

れのなかで，家電について試みられていたのと同様の「和

風」のネーミングや意匠が住宅にも施されていくのであ

る。たとえば， 1959年，パネル組立式の勉強部屋 「ミュ

ゼットハウスJの成功によって初期のプレファブ住宅産

業をリードしていくことになる大和ハウスは， 62年に最

初の本格的なプレファブ住宅として「ダイワハウスA型」

を発売し，さらに翌年以降，「B型Jr c型」「D型」「E

型」「F型Jなどのタイプの住宅を次々に売り出していっ

た。その大和ハウスが 68年，それまでの自社の住宅商品

へのネーミングを一変させ，「若草」「白鳳」「飛鳥」「春

日J「大和」などの和風名称を前面に押し出してくるので
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ある。これらのうち，たとえば「白鳳」はデラックスタ

イプ，「飛鳥j は都市感覚のフラットノレーフ，「大和」は

和風の寄棟，「若草」はエコノミータイプといったマーケ

テイング上の種別化がなされていった。同社の 30年史に

よれば，このようにプレファブ住宅に和風の名称をつけ

ていったのは，同時代の家電製品に倣ったもので，「し、ま

や住宅は，電化製品と似て工場で大量に生産され販売さ

れる大衆商品」なのだという考えからであったという。 28

そして，やがて 70年代末には，このような和風の名称

が急速に影をひそめ，むしろ「ホワイエのある家J「チム

ニーのある家」「サンラウンジのある家」「パティオのあ

る家Jなどといった欧風のファンタジーを加味させた商

品が主力をなしていくようになる。概していうなら，プ

レファブ住宅のイメージ戦略は，単純な機能主義から和

風の伝統主義へ，そしてテーマパーク的な差異化の論理

へと転移していったことになる。名称におけるこうした

変化は，間取りやスタイルといった住宅の設計そのもの

が， 70年代末には消費者のテイストにあわせて異なるパ

ターンの住まいを提供する「企画型Jに発展していく動

きに対応していた。松村によれば，この「企画型Jの鴨

矢は 76年に売り出されたミサワホームの0型で， 70年

代末あたりから，「それまでせいぜいチラシに毛が生えた

程度のものが多かった住宅メーカーのカタログが，消費

者の購買意欲をそそるように演出された写真やキャッチ

コピーの数々で彩られた豪華ブックレッ ト風の体裁に変

わり，展示場に建つモデルハウスが内部に置くだけの家

具も含めてスタイルの豪華さや趣味の良さを競うように

なった」。 29 これとともに，プレファブ住宅産業の雄は

大和ハウスからミサワホームに交代し，それまでの「白

鳳j「飛鳥」「しあわせj とし、った和名が，「意味ではなく

イメージだけを伝達するカタカナ名Jや外国語風の名前

に変化していったのである。プレファブ住宅は，品質と

価格合理性，デザイン上の工夫のみならず，消費者のテ

イストを先取りした生活提案やデザイン要素，機能要素

を搭載させ，巧みにイメージ・マーケティングを展開し

ていく商品となっていったのだ。住まうことは，ここに

おいて完全に商品の差異化の論理の一部となっていった。

5. 2「ジャパニーズ・モダン」と「ジヤボニカ」

1960年代半ばを転換点とする家具についてのイメー

ジの変化を，一方の作り手の側の意識の問題として考え

てみよう。この点に注目するならば， 60年代後半に生じ

てくる「モダン」なものへの傾斜と「和風」のスタイノレ

の結合が，すでに 50年代から追求されていたことが見て

取れる。この場合，もちろん戦前のモダニズムと家具デ

ザインの結合の試み，ブルーノ・タウトの影響などまで

遡って考えることもできるわけだが，ここではむしろ戦

後のモダン家具の量産体制の基礎を築いたという意味で，

占領期，米兵のための住宅生産の一部として登場してく

るDHについて一瞥しておく必要がある。小泉和子らが

明らかにしたように， DH家具は， GH Qによる占領政

策の一環として，アメリカの専門官たちの指導下で誕生

させられていったものである。敗戦直後の 46年， GH Q  

は日本政府に，日本本土および朝鮮半島に駐留する米兵

のために約 2万戸の住宅建設を命じ，翌月にはそれに対

応して約 95万点の家具什器類の生産も指令していた。住

宅の建設地は東京，横浜をはじめ，北海道から九州にま

で及び，「独立住宅を中心に幼稚園，小学校，礼拝堂，劇

場，クラブ，酒場，診療所，管理事務所，駐在所などの

公共施設をそなえ，道路，上下水道を完備した住宅集区，

つまり団地j の建設を主眼としたものであった。 30 戦前

の同潤会アパートのような集合住宅とも宝塚や田園調布

のような郊外住宅地開発とも異なり，まとまった区画内

に公共施設と各種の住宅を大量かっ一挙に建設するいわ

ゆる「団地Jがこの国に出現したのは，このときが初め

てだ、ったのではないだろうか。

他方，家具什器類は，それまでシアーズ・ローパック

社のデザイナーだ、ったという GH Qのデザイン担当者の

指導の下で，戦前から家具量産のための規範原型や標準

家具の研究を蓄積していた商工省工芸指導所が担当して

数ヶ月で設計を終え，圏内工場を総動員して生産されて

いくことになった。この「総動員j には，戦時期までの

国家的総動員体制がそのまま発展し，新しい住宅生産に

向けて再編されていった過程を明瞭に見ることができる。

すなわち，「家具の生産指令が米第8軍から発せられると，

商工省は各地方庁に生産割当を通達し，地方庁は長官の

責任において家具業者を選定する。決定した家具業者は

戦災復興院の代行機関である交易営団と調達契約を締結

し生産に入る。生産に当たっては， 21年 5月の第 1次発

注時の指示により組織された生産協力会がその指導に当

たり，完成した製品は特殊家具生産協力会の検査を受け

た後，交易営団の代行検収を受けて米第8軍の倉庫へ搬

入された。この流れの中で，各段階においては期限付き

の報告が要求され，計画の的確な実施を強く求められたJo

31 全国各地にわたる生産業者の聞には，家具製作の技術

や経験に大きな違いがあったことから，一定の品質保証

をしていくための仕様の統ーや品質管理体制が敷かれて

いった。これらの「総動員Jの結果，「手作り家具が一つ

の国家で完全画ーに量産されたこの実績は，恐らく世界

のどの全体主義国家にも例のない空前絶後の生産統制j

に他ならなかったと後に回想されるほどの体制が出来上

がっていった。つまり，戦中期までの国家による戦時動

員体制と戦後のこのDH生産への動員体制の聞には，な

んら構造的な断絶を認めることができないのである。そ

してこの体制が，戦後日本の家具生産において， 地方の

業者をしても「進駐軍の家具はそれまでに経験したこと

巧
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のない全国規模での大量発注でしたので，これに対応し

た量産技術は飛躍」したと認めさせるほどの影響を及ぼ

していったのだ。

D Hは，戦後日本における住まいのデザイン感覚にい

かなる影響を与えていったのか。この点について小泉ら

の研究は，住宅と家具で異なる結論を出している。一方

の住宅に関しては，「DHは強くかっ豊かなアメリカを連

想させつつも， DHそのものに具体的な戦後の住宅のア

メリカ化の源を求めることは難しいし，情報の乏しかっ

たDHの影響はむしろごく限られたものでしかなかっ

たJのに対して，家具に関しては， DHは「それまでの

日本人の持っていた家具に対する認識をくつがえした」

と述べるほど甚大な影響を与えていったのである。多木

浩二が述べていたように，伝統的には西洋の住まいでは

「家具が出来事のポイントをつくり，日本では床が出来

事の場所をつくることを空間的構造の対立点」をなして

いたとするならば， DHはそのような日本の風土に「日

本人のそれとは大いに異なるJ家具観を大規模に持ち込

んだのである。実際， 1940年代末から 50年代にかけて，

規範となる家具のデザインにDH家具がそのまま応用さ

れていた時期があったようだ。たとえば東京都は 48年，

D H家具のデザインや技術をそっくりそのまま利用して

標準家具を設定している。あるいは，この頃の雑誌に紹

介される標準的な住まいには，住宅の間取りや家具の配

置までもDHをそのまま利用したデザインが登場してい

た。さらに小泉らは，戦後日本の一般家庭に普及する家

具が「一様にクリアラッカーによるナチュラルカラー仕

上げの明るくシンプルなアメリカのコンレンポラリース

タイノレになってしまったこと，サイドボードを使うよう

になったこと」にまでDH家具の影響の跡を見出してい

る。 32

D H家具の生産は，戦後の家具デザインが，単なる戦

前のモダニズムからの連続ではない仕方で登場してくる

媒介的な条件もなしていた。この点で典型的なのは， 50

年代にジャパニーズ・モダンの提唱者となる剣持勇であ

ろう。大阪万博の余韻残る 1971年，唐突な自殺によって

世を去る剣持のデザイナーとしての半生は， 33年，国立

工芸指導所の所員としてブツレーノ・タウトと出会ったと

ころから始まっている。当時，ナチスから逃れて日本に

一時的に亡命していたタウトは，仙台にあった工芸指導

所に招かれ，厳しくかっ徹底した仕方で指導所を再編し

ようとしていた。「椅子の規範原型の作成j 「漆工，編組

品などの日本の工芸品の選定」「海外一流メーカーの優良

品カタログの蒐集Jなどの計画が示すように，その方向

は国際的な近代デザインの潮流を直接，日本に持ち込も

うとするものであったように恩われる。貧lj持はタウトの

影響から出発しつつ，戦時下においてその規格化への意

思と機能主義を総力戦体制に適応させ，軍需省が進めて
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いた木製航空機の製造計画を担っていく。豊口克平によ

れば，「その頃の彼の面貌は軍人そのもので，行動またサ

ッソウたるものがあった。それは戦争に対する技術者と

しての責任ある緊張とも取れるし，自信ともいえるもの

であった」。 33 やがて戦後，この軍需省が商工（通産）

省のなかに再編され，占領軍のためのDH家具生産とい

う新たな「軍事的」命令が下ると，剣持は工芸指導所が

名称変更した産業工芸試験所の中心的なメンバーとして，

再び国家的な目標に向けてまい進していくことになる。

彼は，米軍将校たちと太いパイプを築き，さらに占領が

終わるのとほぼ同時に，半年にわたるアメリカ視察を実

現してチャールズ・イームズをはじめとするデザイナー

から多くの感化を受けていくのである。剣持は戦後，最

初にアメリカに渡った日本人デザイナーであり，当時の

デザインに関する国際的な情勢に最もよく通じていた人

物であった。

その食lj持が，アメリカから帰国後すぐさま北欧の「ス

ウィーデイツ、ンュ・モダンJの家具デザインになぞらえ

て「ジャパニーズ・モダンJの家具デザインを提唱し，

まもなく独立して剣持勇デザイン研究所を設立するに至

るのである。剣持がジャパニーズ・モダンを提唱し始め

る動きはすでに，いまだ滞米中の 1953年2月 1日に朝日

新聞に書いた批評に示されている。そのなかで彼は，第

2次大戦後のアメリカで，「モダーン・デザインというも

のが知何に市場を覆い，市民の実生活に食い入っている

かJを各地で目の当たりにし，またそのときに「アメリ

カの近代調なるものが，余りにも日本の伝統的な工芸に

相似しているのに一驚Jしたと述べる。ニューヨークや

シカゴで聞かれるグッドデザイン展でも，モダニズムを

強調する作品のなかで，「日本的な単純美は主要な調子と

して背景的役割をつとめている」。そこには 50年代初頭，

アメリカ人の近代デザイナーたちの手で「近代日本調J

が積極的に取り込まれている状況があり，当然，「真正の

日本人デザイナーの手になる日本出来の家具工芸品j に

対する関心が高まっているのを剣持は強く感じているの

である。そうした状況認識を受けて剣持は，「アメリカと

いう広大な市場が，本当にのどから手の出る程にも欲し

いこのようなジャパニーズ・モダーンJを，日本の工芸

家やデザイナーが全力で提供していくことで，「スウェー

デン，フィンランド，デンマーク，イタリア，西独等の

欧州報告がアメリカに対して顕著な成績を上げている」

ように，日本のデザインもアメリカの豊かな顧客たちの

生活深くに位置を占めていくことができるはずだと主張

している。

剣持は，「ジャパニーズ・モダンJなるデザインの可能

性を追求していくにあたり，これと「ジャポニカ」との

差異を強調している。 341員lj持によれば， ジャポニカ ・ス

タイノレとは，「アメリカ人の日本に対する異国趣味につけ
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こむファッション・デザインすなわちフジヤマ・ゲイシ

ヤスタイルのデザイン」のことである。ここにはサンフ

ランシスコやロサンゼルス，ニューヨークなどの日本趣

味を売り物にした店の商品から神戸や横浜，米軍基地付

近の土産店， 「ベコベコの安蒔絵のオノレゴーノレとか，模様

ゴッテリの金属漆器」から，「輸出工芸展示会，輸出向工

芸品意匠コンクールなどへの出品物」までが含まれる。

とりわけ家具には，こうしたジャポニカ・スタイルが数

多くあり， 「昔，どこかのデパートで毎年『国風家具』展

というのがあったと覚えている。和家具や建具，数寄屋

造のスタイルを洋家具に押し込めたものJであった。さ

らに剣持によれば，この種のジャポニカの本家はハワイ

であって，戦後，太平洋諸島のデザインを指してアメリ

カで流通したパシフィカ・スタイルに日本建築や室内装

飾，文物が多く含まれており，やがてこの「パ、ンフィカ」

の延長線上で「ジャポニカJのイメージが出来上がって

いったのだという。興味深いことに，戦後占領期にアメ

リカで出されたデザイン関係の雑誌類では， 「日本のもの

を取り上げているのに，説明文中『Japan~ の文字を見

ることが稀であったんその頃は，日本の文物の多くが「パ

シフィカJの一部として紹介されていたわけだが，占領

期が終わると「このごろはやたらに Japan,Japanであ

る」。その流れを受けて，それまで「パ、ンフィカJとして

括られていたものから，「ジャポニカJがひときわ際立っ

てアメリカ人の関心を集めるようになっていったのだ。
35 

このような「パシフィカJから「ジャポニカj への流

れに対し，剣持は「スウェデ、イツシュ・モダンj を参照

した「ジャパニーズ・モダン」の振興を標携していく。

日く，「スウェーデンは周知の知く，北欧の強固として，

他国から倶れられた侵略国家であったが，敗戦以来早く

から民主化され，今日ではアメリカをしのぐ水準の高い

文化国となっている」。しかも，「1930年度には，パウハ

ウスの影響もあって機能研究が盛んに行われ，新しい時

代の生活方式に備えて，新しい品種，新しい機能，新し

い技術，新しい材料といったデザイン計画上の唯物的側

面の研究にも力が這入ったJ。その結果， 1939年のニュ

ーヨーク世界博ではスウェーデン館の展示が喝采を集め，

「スウェデ、イツシュ・モダーンJの言葉を誕生させるま

でになった。こうして今日，「異国趣味とか，骨董趣味と

か，貴重珍奇とかそんなものではなく土地に根ざしたほ

んものJであるスウェーデンのモダン・デザインは，ア

メリカ人の日常生活に広く定着している。実際，「アメリ

カには北欧工芸品を専門に輸入している会社が沢山あっ

て，これらがスウェーデン文化の配給元となっているJ

のである。 36 このように語る剣持は，明白に戦後日本の

未来像を同時代のスウェーデンの姿に重ねている。すな

わち， 一方の「ジャポニカJの背景には，アメリカにす
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でに植民地化されてしまい，異国趣味で自文化を売り込

むしかない（と剣持が考える）ハワイからの文化イメー

ジの輸出があり，他方の「ジャパニーズ・モダンJの彼

方には，侵略国家から民主国家に転換し，パウハウス以

来のモダニズムを白文化のなかに消化したスウェーデン

のデザイン戦略があった。剣持はこの対照のなかで，は

っきりと前者を否定して後者を選択するのである。

だが，このように市場としてのアメリカからのまなざ

しを強烈に意識しつつ，北欧のモダン・デザインを参照

点にジャパニーズ・モダンのデザインを構想していく剣

持の戦略は，本当に彼が忌避しようとしたジャポニカ，

つまり西洋のエキゾティシズムのまなざしのなかで自ら

を演じていくこととどれほど異なっていたのだろうか。

それは単に，後者がすでに大衆化し，土産物的な通俗文

化のなかでグローパノレに浸透してしまっている「日本J

であったのに対し，前者はまだ、ハイカルチャーの領域，

実験的なデザイナーや国家的なデザイン戦略を考えるエ

リートたちの間で語られる「日本Jであったという違い

にすぎないと，はたして言い切れないだろうか。つまる

ところ剣持もまた，西洋の，とりわけアメリカからのコ

ロニアルなまなざしを逃れていたわけではまったくなか

ったのではないか。だからこそ，剣持が提唱した「ジャ

パニーズ・モダンJの困難と限界は， 60年代を通じ，そ

の方向が大衆化してくればくるほど明らかとならざるを

得なかったのではないだろうか。それでもなお， 50年代

の剣持は，「近代的Jであることと 「日本的」であること

を重ねて提起することに固執しなければならなかったの

である。同時代のデザイナー亀倉雄策は，自殺した剣持

への追悼文のなかでこの動機と困難を次のように要約し

ている。

「西洋文化に近づき，岨嘱する為に，とにかく日本を

すて，東洋をすてようとした時代である。日本のデザ

インはそれ程他の文化に比べて歴史が浅く，全くうす

っぺらで紙のように風に吹かれてゆれ動いていたとい

っていい。自分の風土をふり返ることも出来ず，ひた

すら西洋を追い続けた。その為に西洋側からは日本の

デザインは自分の国の優れた文化を伝承しようともし

ない国籍不明な，しかも平凡なモダニズムに過ぎない

と決めつけられた。この批判の前に私達はどうしよう

もない後進国のデザイナーの運命というものを暗治た

る気持ちでたえしのんだ。浮世絵を真似たポスターを

作ったり，船箪笥ににせたラジオのキャビネットを作

ることは作家の良心が許さない。どうしても世界の水

準の上に一度は日本のデザインを乗せてみる迄は西洋

を追い続けなければならなし、。……私は剣持の初期の

作品を見ると自分の姿を鏡にみるような思いでみるの

だ、った。日本的とは知何なるものか，自ら問う苦痛は
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創成期のデザイナーでないとわからないと思う。しか

し剣持は彼の創作活動の中期のはじめから，この『日

本的』としづ問題を解決したかにみえた。少なくとも

彼が愛してやまなかった日本的造形が彼の制作態度に

つながって来たかに見えたからである。それはとりも

なおさず剣持をはじめ日本のデザイナーが国際的水準

にひと先ず到達したとみるべきだろうか。実は私には

そうは思えないのである。 jlj持は第 1回の海外旅行で

各国のデザイナーと接触してきた。その結果，日本的

という問題に西洋との対立の上でぶつかったのではな

し、かと思う。……剣持が意識的に日本の情感を彼の造

形のなかに持ち込んだ時代がこの辺から始まったので

はなかろうか。私はその頃の剣持の日本的スタイルは

決して明快なものとは思えない。なにか西洋を意識し

過ぎた悩みが底に流れているような気がしてならない。

剣持はあまりにも日本の造形を愛しすぎたし，そして

あまりにも西洋を知りすぎたJ37 

5.3家電・家具・住まいにおける「和風／日本」とは

剣持の当初の思惑とは異なって， 60年代を通じ，「ジ

ャパニーズ・モダン」と呼びうるようなスタイルは，日

本から海外に向けての有力な輸出品になるよりも，むし

ろアメリカから，あるいは「世界j からのまなざしを内

包した戦後日本人の住まいをめぐる欲望のなかに新しい

市場的展開の可能性を見出していったよ うに見える。す

なわち，剣持が 50年代半ばのアメリカで北欧の家具デザ

インの流行を目の当たりにして「ジャパニーズ・モダン」

を構想したのと同じように， 60年代後半までに，より大

衆的なレベルで戦後日本人は北欧家具を住まいについて

の想像力のなかに取り込み，やがて「和風Jのスタイノレ

への関心も増殖させていくのである。60年代，北欧家具

がどれほど百貨店の催しで目玉の役割を演じていたかに

ついてはすでに述べた。この頃までには北欧の家具デザ

インが，日本の大衆にもなじみ深いものになっていたの

だ。やがて，家電企業から住宅メーカーまでの多様な市

場戦略のなかで，北欧モダンならぬ和風モダンが魅力的

な目玉と考えられていくようになる。興味深いのは， 50

年代半ばの 「ジャパニーズ・モダン」から 60年代後半の

「和風モダン」へのこうした段階的な展開である。たと

えば，戦後日本人のモダンな住まいへの欲望を刺激し続

けた代表的な雑誌『モダンリビング』（51年創刊）を通

覧すると，「和風住宅jへの関心が，ちょうど 2つの段階

に分かれて生じていることに気づく。

戦後，同誌がはじめて「和風Jを輸に据えた特集を組

んだのは早く，貧lj持がジャパニーズ・モダンを提唱して

いたのと同時期の 1955年7月号においてである。「和風

住宅 80選」と題されたその特集は，現代建築家が戦後に

建てた和風建築の優秀作を多数取り上げており，それら

に対して「新日本調のすましリ 「日本的構成による新しい

すましリ「古典的な風雅さ・近代的感覚の家J「日本建築

のこころを表現する」「近代的な発想による和風住宅J「市

松模様を機能と結びつけた外観の住宅」「西洋風の生活を

日本民家に盛る」「日本の手法を駆使して」「伝統的な意

匠の美しさをもっ住宅」「明るいモダンな家のなかの和

風j 「新しい和風の生活の場j 「鉄筋コンクリート造の和

風のすまいJなどの表題がつけられていた。ところがそ

の後，同誌が同様の和風特集するのは 67年まで待たなけ

ればならない。この間，雑誌の主要な関心は，新しい住

宅を建てる際の合理的な間取りや構造，新建材などに主

な関心が向けられ，「和風Jはどちらかというとマイナー

なテーマだった。ところが，このような間隔を経て編ま

れた 67年の特集号は，「木肌を生かしたコンクリートの

家J「和洋五分五分の家」「数奇屋風のインテリアJ「和室

と板の聞を融合させた家J「大屋根の家J「切妻屋根の家J

などの表題をつけた事例紹介を並べていく。同時に，住

宅全体というよりも，玄関，居間，茶の間，廊下，床の

間，寝室，台所，屋根，天井などの個別のエレメントに

分けられて「和風Jのスタイルが紹介されていくのであ

る。 一見して，前者の特集では「和風住宅」がひとまと

まりの統合的な概念とされているのに対し，後者では屋

根やインテリア，木肌といった「和風Jを構成する個別

の要素が切り出されていることに気づく。このような一

見してわかる差異の背後に，我々はいかなる歴史的文脈

を見出すことができるのだろうか。

実は， 2つの特集号を全体としてみると，個々の事例

の語られ方とは別にもう 1つの違いが存在することに気

づく。一方の 55年の特集号では，戦後日本における住

宅近代化の先導役であった池辺楊の観点が反映されてい

る。 50年代半ば，池辺は同誌の中心的な書き手として

度々登場しており，雑誌の方向全体に大きな影響力を持

っていたようだ。和風住宅特集では，池辺は「和風と現

代住宅」と題される論考を寄せ，なぜこの時代に「和風」

が関心を呼ぶのかを分析している。彼が強調したのは，

一方で日本圏内をみると，「現在建てられる住居の大部分

に純粋な意味での和風というものは見当」らなくなって

いる，つまり新しい建築では日本から純粋な「和風Jが

姿を消しつつあるにもかかわらず，他方で海外に目を転

じると，「世界では今日本建築の評判が大変」で，「来朝

する有名な建築家も異口同音に和風住宅を賛美j し，和

風はいまや「世界の新しい建築に大きな影響を持って」

いくという逆説的な状況である。 50年代，日本人の「生

活から何か縁遠くなっている和風が，世界的には大きな

意味を持」ちつつあったのだ。池辺によれば，こうした

「和風」への国際的な関心拡大には，主として次の 2つ

の要因があった。第 1は，インターナショナル建築が標

携した機能主義には，「日本の建築の無装飾性やタタミ障
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子などの規格化された構成や，茶室建築などに見られる，

部分の機能的な取り扱いJといった和風建築の諸要素と

のきわめて多くの親和性があること。第2は， 50年代，

インターナショナル建築の普遍主義に対し，ローカリズ

ムの立場からの批判が巻き起こりつつあったこと。前者

はいわばブ、ルーノ・タウトの言説に代表される「和風＝

機能主義j の観点であり ，後者はむしろ後のヴァナキュ

ラリズムにつながる「和風＝地方主義Jの観点である。

ここで重要なのは，同時代の世界的な建築やデザインを

めぐる言説の潮流がまず意識されていたこと。そして，

そのなかで「和風建築Jが大きな話題になっていたこと

が，ここでの池辺の 「和風jへの関心，あるいは 55年『モ

ダンリビング』誌の和風住宅特集の背景的な関心をなし

ていたと考えられることである。

したがって， 55年の特集号は，戦後知識人のリーダー

シップと国際的潮流への関心，戦後日本における 「和風

建築Jの忘却に対する批判といった啓蒙的な観点を内包

していた。剣持の「ジャパニーズ・モダンj と同じよう

に，この和風特集は，冷戦体制が確立しつつある世界で

「日本的スタイノレj への国際的関心が高まりつつあった

状況をすばやく認識し，そうした世界のまなざしを圏内

に反映させていた。これに対し， 12年後の 67年の特集

号では，そのような啓蒙的な観点や国際的な視野はほと

んど姿を消している。この特集号には，池辺のような知

識人は登場せず，国際的な潮流との結びつきも希薄であ

る。むしろここでは，日本の消費者が「和風Jのスタイ

ルをどのように使いこなしていくかを紹介していくこと

に主眼が置かれており，建築概念よりもむしろスタイル

としての 「和風Jを有効活用するための素材が提供され

ているのである。 55年の特集号のまなざしが，啓蒙的，

国際的なものであったとするならば， 67年の特集号には，

むしろマーケティングと消費社会の論理が深く浸透して

いる。そして，まさにこのような違いゆえに， 55年の特

集号に同様の特集が後続していくことはなかったのに対

し， 60年代末から 70年代にかけては同様の和風住宅特

集が何度か組まれていくことにもなるのである。

要するに，戦後日本のデザイン言説のなかで， 「和風」

のスタイルは1950年代半ばと 60年代後半から 70年代に

かけての2度にわたって盛んに語られていく時期をもつ

が，一方の 50年代半ばの流行が，建築やデザインをめぐ

る国際的な言説のなかでの日本的スタイルへの関心を反

映した知識人中心のものであったのに対し，他方の 60

年代後半からの流行は，もっとはるかにコマーシャルで

大衆的な消費のレベルのものであった。一言でいうなら，

ここに戦後的言説としての「和風」の大衆化のプロセス

を見出すことは可能であろう。しかし，それにしても重

要なのは，そうした大衆化が，そもそも 50年代，つまり

冷戦体制の確立期におけるインターナショナルなデザイ

ン言説の地平での「日本」の再浮上という語りを出発点

にしていることである。そして，これとまったく閉じ言

説構造を帯びて，50年代末から「テクノロジーとしての

日本Jというアイデンティティを前面に出したイメージ

戦略を展開したのが，すでに論じてきた家電業界であっ

た。やがて，この家電における 「日本＝テクノロジーJ

という言説は， 60年代半ばになると家電のなかの「和風J

のスタイルへと展開してし、く。大雑把に言うならば，こ

の家電をめぐるプロセスが， 50年代半ばの国際的流行を

背景にした「ジャパニーズ・モダンjの言説と， 60年代

半ば以降の「和風」のスタイルをめぐる言説をつなぐ役

割を果たしていったのだとも考えられよう。この一連の

プロセスを通じ，「日本的なもの」が，国際的な言説の地

平から国内，あるいは家庭内の地平へ個別化、内面化か

らされていき，そのようなドメスティックな場において

ジェンダーや日常的な感覚を組織するカを帯びていった。

この言説は，技術にかかわる言説であると同時にデザイ

ンにかかわる言説でもあり，したがって住まいや暮らし

のスタイルにかかわる言説でもあった。

だが，それでは 「和風」ないしは 「日本的」と，この

ように 50年代半ばから 70年代までを通じて語られてき

たことの中身は何であったのか。 70年代半ば，晩年の国

鉄が展開して大成功を収めたキャンベーンとして知られ

る「ディスカバー・ ジャパンJのその後の展開は，この

点についての一定の示唆を含んでいるように思う。もと

もと， 1970年にポスト大阪万博を意識して始められた

「ディスカバー・ジャパンJのキャンベーンには，高度

成長によりすべてが都市化されてしまったかに見えるこ

の日本列島にも，今なお「（再）発見Jされるべきネーテ

イヴな風景や文化が伏在しているとしづ主張が含まれて

いた。それまでの観光ポスターのように名所や景勝のイ

メージを用いるのではなく，見知らぬ人や自然とのパー

ソナルな出会いを強調したこのキャンベーンは，「日本J

の齢びた風景のなかで失われた「自分Jを「（再）発見J

するよう，若い女性たちに訴えていた。つまりこのキャ

ンベーンは，都市化のなかで「失われた自分j の再発見

と 「失われた日本の風景」の再発見を一対のものとして

示したのである。しかもこのキャンベーンは，実は数年

前のアメリカでやられていた「ディスカバー・アメリカJ

キャンベーンのアイデアを借りたものであった。

“DISCOVER JAPAN”と英語で綴られたタイトルや

「美しい日本と私Jというサブタイトルは，このキャン

ベーンの焦点が，すでに論じてきた「和風／日本Jの技

術やデザインと同様のまなざしのもとに構築される自己

であったことを示している。

ところが，それから約 10年後， 80年代に登場する「エ

キゾチック・ジャパン」のキャンベーンでは， 「発見j さ

れるべき「日本Jはすでにフィクショナルなものでしか
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ない。マリリン・アイヴィーはこの点について， 「外国J

の存在を意識して英語で綴られた「ディスカバー・ジャ

パンJとは異なり， 「エキゾチック・ジャパンJがカタカ

ナで綴られている点、に注目する。カタカナは通常，日本

人が自国に輸入された外国の製品や概念を指すために用

いる書体である。これが「日本＝ジャパンJ自体を指示

すために用いられるということは， 「日本」がすでに，日

本人自身にとってもまるで外国のような存在として感じ

られていることを示唆している。しかも，通常の 「自／

他Jを区分する境界線からするならば， 「エキゾチックJ

なものは「自己j ではなく 「他者j に属する。したがっ

て，広告が主張するように 「ジャパン」が「エキゾチッ

クJなのだとするならば，それはすでに「日本j が他者

化されてしまっているからに他ならないのである。問題

は，どこの地点からの 「他者化Jなのかという点である。

アイヴィ ーは，この 「エキゾチック・ジャパン」キャン

ベーンに登場するイメージが，欧米の観光客の「日本j

に対する典型的なエキゾティシズムを表現しているとい

う。つまり，ここで想定されているのは，まるで欧米の

観光客のように日本の風景にオリエンタリズムの眼差し

を向ける日本人自身なのである。こうした眼差しのもと

で，ネーティヴなものが自らエキゾチックなものへと自

己転化を遂げていくのである。38
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と並行して， 80年代を通じ，家電カテゴリーそのものが解

体していった。この「家電J解体への動きを代表し，また促

進していたのがソニーである。 80年代以降の日本の電器産

業のイメージを先導したのは松下ではなくソニーであろう。

そしてこのソニ」の広告が自社製品について一貫して主張

していくのが，「これは家電ではなし、Jというメッセージな

のである。それは，高度成長期を通じて構築されてきた家電
カテゴリーの明確な否定，ないしはその脱構築であった。た

とえばウォークマンの広告は，しばしばそれがリビングルー

ムに置かれる「ステレオではないjことを強調していた。ま

た，ソニーのテレビは家族揃って見入るものではなく， 1人

であくびをしながら流しておくものだという主張がされて

いく 。さらに，超小型のカセットレコーダーは「タバコのよ

うなもの」であると言われていくのだ。ウォークマンから今

日のデジタノレカメラやプレイステーションに至るまで，ソニ
ーがヒットさせてきた商品は，いずれもそれまでの家庭電化

をめぐる言説の延長線上にはなく，むしろあくまでパーソナ

ルなレベルの情報化，個室的な環境の自立化を押し進めるも

のなのである。
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