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序

序

国際日本文化研究センターは、1995年度から毎年一度、地球上の多様な地域を訪ねてシン
ポジウムを開催し、各地の研究事情を踏まえたテーマで、その地で活躍する日本研究者たち
と交流を深める機会としてきました。この方法は、日文研がまだ十分な協力関係を築くに至っ
ていなかった地域を中心に重要な成果を上げてきましたが、そうした地域をほぼ網羅したと
の認識から、2013年度まででいったんの区切りとすることにしました。若手の日本研究者た
ちがさまざまな新しい視点で活躍を始めている現状に対応し、地域ごとの集まりよりは全世
界的な集合を構想して、2014年秋、京都・日文研で、本国際シンポジウムを開催しました。
準備にあたった実行委員会では、21世紀に入り、激動する国際情勢のなかで、日本をめぐる
学術的言説が大きく変化し、日本の輝かしい経済的成功を評価する視点が後景に退く一方で、
マンガやアニメを中心とする日本のポップカルチャーに関心が集まっているといった、日本
研究の内容面における変遷もさることながら、従来主流であった研究方法が相対化され、各
学問領域において多種多様な問題設定や解決回路が生まれている実情が議論されました。そ
の議論から、シンポジウム全体のタイトルを「新領域・次世代の日本研究」とし、これを構
成する三つの視角として、
「日本映画史の再検討」「ポピュラー・カルチャー研究の新展開」
「世界史のなかの文明開化」が抽出され、以下に報告する第 1 ～ 3 セッションに結実しました。
同時に本シンポジウムは、これら各セッションを、それぞれ日文研の研究者と、海外の日
本研究者とがペアを組んで、共同で企画した点に大きな特徴があります。計画の初期から、
内外各 2 名の共同座長が密な協力のもとに、セッションの方向性を議論し、広く各国の研究
者らと連絡をとりながら、登壇者の依頼を進めました。これによって、シンポジウムの基本
的な性格が日文研独自の視点によらない相対的なものになり、またシンポジウム当日までの
長い期間にわたって、豊かな研究交流の過程がもたらされました。
シンポジウム当日は、発表後のフリーディスカッションの時間を十分にとり、その議論は
期待に違わない闊達なものとなりました。国内外の研究者、とりわけ次世代を担う若手研究
者が互いに交流し、新たな日本研究の境地を開く場となったことを、企画にあたった者とし
て大変うれしく思っております。すでに、ここで出会った研究者間の、次なる研究協力も重
ねられております。以下には、発表者が当日の議論を踏まえて完成したペーパーを収録しま
したが、それら発表者各位はもとより、各セッションにコメンテーターとして参加し、議論
をさらに充実したものにしてくださった皆さま、まことにありがとうございました。
本報告書の編集には、各セッションを日文研側で担当した 3 名が合同であたりましたが、
最後に、われわれとともに共同座長としてシンポジウムの企画に携わっていただいた、オス
ロ大学・ディック・ステゲウェルンス氏（第 1 セッション）、香港大学・呉咏梅氏（第 2
セッション）
、ハイデルベルク大学・ハラルド・フース氏（第 3 セッション）に、この場を
借りて厚く御礼申し上げます。
2016年 7 月
細川周平・山田奨治・佐野真由子
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Preface
The International Research Center for Japanese Studies（Nichibunken）held symposiums
annually starting from the fiscal year 1995 in various regions across the globe on a subject
matter that took the research circumstances of each region into account, while viewing it
as an opportunity to promote exchanges with local researchers playing an active role in
Japanese studies there. Although this method achieved significant results, particularly in
regions where Nichibunken had not yet built collaborative relationships, we concluded this
practice in the fiscal year 2013 based on the recognition that all such regions had been
covered. In response to the current situation whereby young active researchers in the
field of Japanese studies were emerging with an approach from a variety of novel perspectives, we held the current international symposium at Nichibunken in Kyoto in the fall of
2014, envisaging a global assembly rather than an assembly for each region.
The executive committee who prepared the symposium discussed the transformation in the contents of Japanese studies. Since the beginning of the 21st century, academic
discourses surrounding Japan have undergone a significant change against the backdrop of
the rapidly changing international situation. While the viewpoint that positively evaluated
Japan’s brilliant economic success has receded into the background, Japanese popular culture, as exemplified by manga and animation, has increasingly attracted attention. More
importantly, we discussed the current situation wherein the hitherto dominant study
methods were relativized and a wide variety of problem settings and routes to solution
arose from each academic field. The title of the overall symposium was derived from the
discussion and it was named “New Vistas: Japanese Studies for the Next Generation.” It
comprised the following three perspectives: “Reappraising Japanese Film,” “New Developments in the Study of Popular Culture,” and “Bunmeikaika in Global History,” each of
which made up the 1st to 3rd session to be reported below.
In addition, the major characteristic of this symposium is that each of these sessions
were planned by pairing a researcher of Nichibunken with a researcher in Japanese studies
living overseas. From the initial phase of the plan, direction for the session was discussed
through close collaboration between two co-organizer, one from our side and the other
from outside, while making broad contact with researchers in various countries and proceeding to request researchers to make presentations. This relativized the basic character
of the symposium as not being based on the perspective unique to Nichibunken, as well as
bringing about rich study exchange processes right up to the day of the symposium.
On the day of the symposium, we took sufficient time for free discussion after the
presentations, and the open-hearted discussion proceeded as expected. As the committee
members who planned this event, we are very pleased that it has provided the opportunity
for researchers in Japan and overseas, particularly young researchers who will lead the
next generation, to communicate and open up a new frontier in Japanese studies. The next
study collaborations between researchers who met here have already started to be seen.
In what follows, papers that presenters completed in view of discussions on the day have
been collected. Thank you to the presenters, and to those who participated as commentators in each session for enriching the discussions.
This report has been edited through the collaboration of three members on the side
of Nichibunken who were in charge of each session. Lastly, we would like to use this space
to express our deep appreciation to Dick Stegewerns from the University of Oslo（session
1）, Wu Yongmei from the University of Hong Kong（session 2）, and Harald Fuess from
Heidelberg University（session 3）who have kindly coordinated with us as the joint organizers in planning this symposium.
HOSOKAWA Shūhei, YAMADA Shōji, SANO Mayuko
July 2016
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第 1 セッション

「日本映画史の再検討」
共同企画者：細川周平／ディック・ステゲウェルンス

日本映画は世界の映画史のなかでも高い評価を得ており、その美学、歴史、伝記、評論
など各方面で相当な研究の蓄積を有する。その一方で、古典的な監督や作品に研究が偏り
がちであることも否定できない。このセッションでは ５ 本の発表から、日本映画史をいつ
もと違った角度で見直してみたい。
ディック・ステゲウェルンス論文は占領期以後の戦争映画から、名作の誉れ高い反戦映
画とは別の娯楽としての大東亜戦争の表象について論じている。マイケル・レイン論文は
高度成長期の若者（十代）消費文化が拡大するなかで、歌謡映画（人気歌手を主役とし
て、歌の場面を多く含むジャンル）をテレビ、週刊誌、レコード業界とのメディア・ミッ
クスの一環として分析している。ローランド・ドメーニグ論文は60年代後半に世界的な反
体制運動に呼応しながら、新宿で活動したアートシアター新宿文化に光を当てる。木下千
花論文は溝口健二『祇園の姉妹』の元の台本と内務省による検閲の記録を仔細に比較し、
削除された部分の溝口にとっての意味と検閲官にとっての意味を問いかけている。宜野座
菜央見論文は戦時期のインド解放運動を扱った『進め独立旗』、農村の貧困と純朴に民主
化の萌芽が見られる『土』と『馬』などに、国内外の政治状況を理解した解釈を行ってい
る。これらプロパガンダと一蹴されてきた戦時期の作品を戦後映画史につなげる貫戦史観
を打ち出している。
『祇園の姉妹』を除けばあまり注目を受けてこなかった作品、ジャンルに 5 人の研究者
は取り組み、好戦、メディア・ミックス、上映場所、検閲、国策というキーワードから映
画史に取り組んだ。各自は単著、論集でそれぞれの議論を深めていることを付記しておく。


（細川周平）

Session 1

Reappraising Japanese Film
Joint Organizer : HOSOKAWA Shūhei / Dick STEGEWERNS

Japanese cinema has enjoyed a high reputation in the history of global cinema, and has
amassed a considerable number of studies from a variety of perspectives, including aesthetics, histories, biographies, and critiques. On the other hand, it is difficult to deny that
these studies tend to focus on classical film directors and classical works. In this session,
we would like to review the history of Japanese cinema through five presentations from
a perspective that differs from the conventional.
Dick Stegewerns’ paper discusses representations of the Great East Asia War as
entertainments by examining war films following the U.S. occupation period in contradistinction to critically acclaimed anti-war films. Michael Lane’s paper analyzes hit song
movies（a genre that contains many singing scenes with a popular singer playing a main
character）as part of a media mix with television, weekly magazines, and the record industry during the rapid growth years when the young（teen）consumer culture was
growing. Roland Domenig’s paper sheds light on the Art Theater Shinjuku Bunka that
was run in Shinjuku in accordance with global anti-establishment movements of the late
1960s. Kinoshita Chika’s paper makes an in-depth comparison between Kenji Mizoguchi’s
original script of Gion no shimai［ Sisters of the Gion］and the inspection record of the
Home Ministry, and questions what the censored parts meant to Mizoguchi and the censors. Ginoza Naomi’s paper interprets Susume dokuritsuki, which dealt with the Quit
India Movement during the WWII, and Tsuchi and Uma, which documented village poverty and the seed of rustic democratization, by understanding the political climates in
Japan and overseas at the time. She brings forth the trans-war historiographic viewpoint
to connect these war-time works of art that have been flat-out dismissed as propaganda
in the history of postwar cinema.
These five researchers have tackled works and genres that have received little
attention, except for Gion no shimai, and rebuilt the history of cinema based on such
keywords as belligerence, media mix, film theatre, censorship, and national policy. I must
also just mention that each of these authors carries out more in-depth discussions in
their books or anthologies.

（HOSOKAWA Shūhei）

修正主義的戦争映画の確立

修正主義的戦争映画の確立
――占領期後の新東宝映画――

ディック・ステゲウェルンス（細川周平訳）

序
連合軍による日本の占領中（1945～52年）は厳しいメディア統制が布かれ、戦時中
ないしその直後に関して、アメリカの「太平洋戦争」観や東京裁判の重要な戦争犯罪
者の判決と相反する映画を製作できなかった。この戦争観は1941年12月に始まり太平
洋を主戦場とした日米間の戦争に集中する。最も重要なことは、合衆国版の戦争解釈
では合衆国を善、日本を悪とみなし、後者が戦争犯罪をさえ行なうと考えたことであ
る。しかし占領軍が去るやいなや、戦争に関する日本人の集団的記憶をめぐる競争に
火がついた。左翼系の監督による映画は戦争の陰鬱さと残虐さを次々と描いたが、戦
争を肯定的に描き始めた新東宝映画などに猛烈な反発を受けた。ここでは第二次世界
大戦を再演する、占領後の日本戦争映画に関して主要なテーマ、舞台、歴史的・制度
的背景、およびこの一群の戦争映画の影響を論じる。

占領期の戦争映画の遺産と占領後反戦映画の古典
連合軍の占領下、映画は誤った教育を受けた日本人の「赤子」を民主的市民に再教
育するための重要なメディアとして扱われた。この目的は輸入映画の選択にはっきり
しているが、日本自身の映画製作に最も露骨に表れた（Hirano 1992; Iwamoto 2009; Kitamura 2010）
。戦前の日本映画の半分を占めていた「封建的」時代劇はほとんど絶た

れ、接吻や野球のような民主的娯楽を含む「推薦テーマ」が紹介された。しかし一般
にスタジオと監督が作りたい（娯楽）映画と、アメリカ占領軍の直接指導を多かれ少
なかれ受けたいわゆる「アイデア・ピクチャー」の間に取引があった。占領軍当局の
間の多様な力関係がはたらいていた占領の第一段階では、ニューディールの一派が亀
井文夫『日本の悲劇』（1946）のような左翼映画の製作を積極的に支援した。このア
ジトプロップのドキュメンタリーは天皇と鳩山一郎（政党の党首、元文部大臣）を戦
争犯罪人として詳細に描いたために、映画館にかかることはなかった。同じぐらい左
翼的な山本薩夫と亀井の『戦争と平和』（1947）は1946年の戦後憲法を支援する三部
作の政府発案シリーズの一部であり、大幅なカットのうえで検閲を通ったが、明確な
共産党支持、反資本主義のメッセージを持っていた（Iwasaki 1978; Hirano 1992; 105―
145, 170―175）
。しかし一般的に占領軍当局は戦争関連映画を非常に綿密に観察し、こ
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れら映画の主なメッセージが反軍国主義であるよう見守った。占領期の戦争映画はあ
まり出来が良くなく、映画史で光を浴びることはめったにない。今日記憶されている
ものはごく限られているし、大方は監督の名声に負う。たとえば木下恵介の『大曾根
家の朝』（1946）、黒沢明の『わが青春に悔なし』（1946） である。一般にこれらの占
領期映画は連合軍最高司令部（SCAP）の推薦するテーマを扱っていて、個人に重点
を置き、女性の平等的もしくは中心的な役割を強調し、戦中期社会の抑圧的な性格を
大きく扱っている。戦場を見せることで傷口を開くことは賢いとは考えられず、これ
らの作品では主に銃後の「英雄的な」戦いに限っている。しかし原子爆弾の大団円を
見せることはもちろん言及することも厳しく禁止された（Hirano 1992; 59―66）。
1952年の占領の終了後、皮肉なことだが、よりマルクス主義的な独立映画監督が最
高司令部の遺産を守り続けた。占領期終了後の左翼反戦映画は女性を中心に描くこと
は極めて稀だったが、その他の占領期戦争映画の諸要素はおおまかにはそのまま残さ
れた。
『真空地帯』（1952） や『人間の条件』（1959―1961） のようなヒットした反戦映
画の男性主人公は英雄的だが、絶望的に軍国主義的な「天皇制」と戦う強い個人だっ
た。つまり平和主義、民主主義、個人主義のメッセージは継続された。ひとつの新し
い側面は戦場の恐怖と営倉生活の残酷性を描くのに積極的であることにあった。その
極端な例は『野火』（1959）に描かれた食人だろう。一方、占領後の反戦映画のうち
最も成功し、今なお日本人観客に最も愛されている作品のひとつが、保守的メロドラ
マの宝庫、松竹から生まれた。その大監督木下恵介による『二十四の瞳』（1954）で
日本の戦争行為の加害者的側面が例外的にほとんど不在であることは偶然ではないだ
ろう。もうひとつの反戦映画の「古典中の古典」、『ビルマの竪琴』（1956）同様に、
映画は主にレクイエムとして機能し、日本軍兵士も含めて人は善であるという信念に
よって支えられている。特定の「悪い奴ら」を指さすのではなく、より抽象的な「戦
争」という悪自体に対して訴える。

反戦の枠組みを乗り越えて――占領後の戦争映画の主流
占領期の最後の数年間には映画検閲はすでにかなりゆるくなっていた。『長崎の
鐘』（1950）、『長 崎 の 歌 は 忘 れ じ』（1952） は 原 爆 に つ い て 言 及 し、『暁 の 脱 走』
（1950）
、
『きけわだつみの声』（1950）、『ブンガワン・ソロ』（1951）は日本軍や日本帝

国を再び描いた。これらで描かれた戦略的に選ばれたアジアの戦場と占領地帯にアメ
リカの敵軍はなく反軍国的メッセージはなお強く叫ばれた。大詰めは良き日本兵士
と、彼らを殺す悪い日本将校の間の物語だった（Hirano 1992; Baskett 2008: 132―145）。
しかし1952年 4 月28日、占領が正式に終わるとすべての制限は除かれ、それまで禁
止されていた主題を多く含む戦争映画の真の洪水が始まった。日本人が広島と長崎の
原爆投下と「終戦」を記念する 8 月には、原爆を直接描いた最初の戦後映画、『原爆
の子』（1952）が観客に届いた。占領終了から 1 年足らずのうちに他の多くの際どい
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主題の映画が配給された。原爆の恐怖を最初に映像化した『広島』（1953）、沖縄戦を
描いた『ひめゆりの塔』（1953）、死刑宣告を受けた戦争犯罪人を扱う『嵐のなかの
母』（1952）、日米戦物（多数）、神風パイロットもの（『雲流るる果てに』1953）、日系
アメリカ人もの（『ハワイの夜』1953）などだが、陸軍大将や海軍元帥を賛美する作も
含まれた（『悲劇の将軍山下奉文』1953、『太平洋の鷲』1953）。さらにいわゆる「ひめゆ
り部隊」（1945年 4 月から 6 月にかけて沖縄戦で従軍看護婦として動員された女子高生）
や、戦艦大和、真珠湾攻撃、1942年 6 月のミッドウェイ海戦の司令官で海軍の英雄山
本五十六に関する戦争映画の中の人気題材シリーズともいえるものの最初のエピソー
ドも作られた。
比較的新しい映画会社新東宝はこれらの製作の第一人者で、戦争映画を通常の一
ジャンルとして誇った。この会社は1947年の有名な第二次東宝ストのさなかに生まれ
た。このストでは共産党分子の労働者組合が映画スタジオの経営を乗っ取ろうとし
た。新東宝は仕事への復帰を望むいわゆる「十人の旗の会」という大スターたちと、
彼らにスタジオを提供した東宝との間の取り決めの結果生まれた（井上 2007）。次の
二年間、東宝がほとんど映画を製作できなかったのに対して、新東宝は東宝の配給網
を助け、作品を供給した。しかし東宝の業務が正常に復帰すると、新東宝との衝突が
起こり訴訟に持ち込まれた結果、東宝は映画とスターが不足し、新東宝は映画館と監
督が不足する事態になった。新東宝の数名の監督のなかには、反共監督の渡辺邦男と
デビューまもない市川崑がいた。
1951年、新東宝は数ヶ月間スタジオを閉鎖せざるをえなくなった。トップスターの
大半はよりしっかりした会社に去って行った。大半はこの日本映画産業黄金時代によ
り多くの作品を必要としていた日活映画チェーンに取り込まれた。しかし株主は反対
し新東宝が東宝のなかに収まるように求めた。資金不足は続いたが、1955年元弁士で
みつぎ

小さな映画館チェーンを持っていた大蔵貢が呼び出された。彼は会社の製作ラインを
都市中間層向けの上品な作風から下層向けのセックスもの、暴力とホラーものに大転
換した。乳房の露出、非行少年、やくざの暴力、怨霊に焦点をあてた低級映画を量産
することで、新東宝は乱暴中の乱暴、下品中の下品の評判を新たに得た。その作を後
から誇りに思う俳優・監督はまずいなかった（Sharp 2008: 31―42）。
驚くべきことに、この「堕落した」環境の中で純粋性と道徳性を強調する新東宝型
の戦争映画のジャンルはしっかりと発展し大いに売れた。戦争映画のジャンルのなか
で新東宝は空前（絶後）の大成功作を送り出した。『明治天皇と日露大戦争』（1957）
である。同じころ、戦争映画とセックスと暴力中心の低級映画を作っていた新東宝
は、演じられた最初の天皇（明治天皇）と日本映画史上初の全身ヌードを映像化した
（大蔵 1959）
。しかしどちらの実現も1961年の破産を防ぐことはできなかった。翌年、

大蔵貢は大蔵映画を設立したが、その第一作は（70ミリの）戦争映画『太平洋戦争と
ひめゆり部隊』（1962）だった。しかしまもなく「ピンク」映画を製作・配給・上映
することに専念し始め、現在なお危機に陥ったピンク映画業界のなかで生き残る数社
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のひとつとして存続している。新東宝の名は現在も続く。社員の一人が買い取り、別
のピンク映画帝国に発展させている（Sharp 2008）。

新東宝戦争映画の諸側面
新東宝は戦争映画を製作した唯一のスタジオではないが、占領後ただちにそれに取
り組んだ点で目立った。さらに他のスタジオと対照的に、戦争映画は同社存続中つね
に全体の製作のなかの際立った部分を占めていたし、そのジャンルにおいて多くの流
れを先導した。1950年代を通して新東宝スタジオは、人間魚雷回天、日本の降伏を阻
止しようとする若い将校を描いた戦争最後の日のほか、憲兵隊による殺人を多くは描
いた軍事犯罪サスペンス、レズビアンの前線看護婦や軍隊のセックス奴隷を描いた低
俗戦争映画、明治天皇の戦時行動と皇室一般を讃えた作品のような新しいタイプ、サ
ブジャンルを紹介した。さらに「親善映画」という戦時中のジャンルを焼き直した。
そこでは勇敢な日本軍兵士が同胞のアジア人に日本人の美徳を見せ、西洋なり中国な
りという共通の敵を手を組んで倒そうという物語だった（Freiberg 1996; High 2003:
265―285）
。

独立プロやスタジオで占領後に製作された戦争（反戦）映画と対照的に、新東宝の
戦争映画はアメリカ占領期の遺産を完全に捨てた。占領期に『わが青春に悔いなし』
や『大曾根家の朝』などで描かれた個人、女性、日本の戦時社会の抑圧的性格は取り
去られ、しばしば逆行した。以下に新東宝戦争映画全般の最も目立った特徴を論じる。
反個人主義
まず第一に集団に圧倒的に焦点があてられ、それはしばしば自滅への一本道を歩
む。陸海軍の状況は必ず上下関係を強い特徴とする集団生活を呈した。この要素は上
下関係をほとんどすべての意味で批判する反戦映画と違い、めったに焦点をあてられ
ることがないし、決して批判されることもない。新東宝の作品において強調されるの
は、階級のなかの、あるいはその間の調和、忠誠、同胞意識である。「和」のゲーム
のなかで中間的存在となり、集団的美徳の中心的な人物として具体的に描かれるのは
必ず下士官で、彼はほとんど母親のように、一般兵士のレベルまでおりて、彼らの家
族の問題、時には恋愛問題に関して理解を示し、親切な忠告を与える。皮肉なことだ
が、一人一人の状況や個人の悲嘆に注意を向ける場は、忠告を受ける人物が映画の最
後まで生き延びないと知らせる前触れとして主に機能する。どんな場合でも個人的要
素は集団的要素の補助で、集団に関する物語の流れから逸れるに十分な長さを持つこ
とはめったにない。集団の聖なる任務を邪魔するほど重要ではない。
『人間魚雷回天』（1955）における木村功は彼が反逆的な兵士を演じた反戦映画の古
典である『真空地帯』（1952）の役柄の一部を引き継いでいるが、しばらくすると自
らを集団のための犠牲とする。それは彼のデビュー作である、プロパガンダ映画『ハ
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ワイ・マレー沖海戦』（1942）の役柄を思い起こさせる。真珠湾攻撃の成功を祝う、
海軍が作らせたこの映画は戦時中のいわゆる国策映画のなかで一番ヒットしたもので
ある。その映画の低予算の続編ともいえる『人間魚雷回天』では、木村は日本民族と
いう集団のなかでの生来の位置、そして聖なる任務を自覚し、英雄的に決然と自己犠
牲に向かう。同じく低予算兵器である魚雷に搭乗する直前、木村は同胞の「肉弾」に
自らの疑問に耐えてくれたこと、自分を助けてくれたことに感謝を示す。この時点で
は彼の恋人はすでに波に身を捧げている。これは非常に個人主義的な行為であると言
うことはできると思うが、戦時のエートスからすれば許され、また絶賛された。
新東宝戦争映画のなかには、山下奉文、東条英機、山本五十六元帥のような有名な
男たちに焦点をあてた数作がある。そこでは英雄主義、個人主義に重大な注意が払わ
れているという印象を受けるかもしれない。しかし戦時中に戦死した「軍神」ものと
まったく同じく、主人公（たいていは司令官）の特殊な才能は集団の利害関係に強く
枠づけられ、
「英雄」は強い父親的な性質を持った元々「普通の」人として描かれ
る。最終的に、彼らは非常に英雄的な個人というより悲劇的な人物で、この意味で
「英雄主義」は死と切り離せない。日本人は戦争の英雄ではなく「軍神」を讃え、そ
こには死が必ず必要だった。山下、東条（共に死刑判決） と山本（撃墜死） の場合、
その死に方は英雄的とはまずいえないが、日本民族の戦争遂行に貢献し命を捧げた模
範的人物として機能した。そこに英雄性の中心があり、他のすべての日本人が真似る
べき本質があった。禁欲主義、同情、道徳など肯定的な特徴が彼ら英雄には認められ
るが、それは英雄性のなかでは二次的なものにすぎない。ここで仮に結論を出してお
くと、悲劇的な戦争の英雄は絶対的に「英雄的」ではなく、死に挑む神風パイロット
や人間魚雷回天の方が、個人的性格というより集団的性格を持っていた。どちらのタ
イプもハリウッド戦争映画の非常に個人主義的で、たいていはマッチョな超人的英雄
（ジョン・ウェインをその原型とする）とはっきり区別される。

反フェミニズム
新東宝戦争映画では女性はほとんど見えない。男性のキャストに数の上で圧倒され
ているばかりか、ランクも下に扱われている。タイトルの配役でそのわずかな女優の
名前は必ず、最後の最後に現れる。
『戦雲アジアの女王

悲運のラスト・クイーン』（1957）は女性を主役とした極めて

珍しい作であるが、その主役が川島芳子である以上やむを得ないであろう。川島は満
けん し

州の王女として愛新覚羅顕㺭として生まれたが、日本人家族に養子に出され日本で育
てられた。関東軍との疑わしい関係により、裏切りの罪で国民党に死刑に処されたな
どのことから、
「東洋のマタ・ハリ」の名でよく知られた。しかし、新東宝は日本の
傀儡政権満州国の女性ヒーローを、軍国的なおてんば娘という普段のイメージから、
非常に依存性の高い、つまり日本の将校に寄りかかった女性に替えた。
上述の『人間魚雷回天』は女性描写に関しても新東宝戦争映画のなかでは非典型的
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な映画である。この映画で芸者は死に旅立つ前夜、兵士たちに体を捧げるが、この愛
国的な芸者は主に、主人公である人間魚雷と彼の任務遂行の邪魔にならぬよう自殺す
る恋人との間の愛の絶対的純粋性を強調するための対照を成す素材として意図されて
いる。さらに、堕落した女性であるにしても、この愛国的芸者たちは反戦映画や、
1950年代末から60年代にかけて作られた、より現実主義的な戦争喜劇のシリーズでよ
く描かれた売春婦や「慰安婦」とはかけ離れた存在である。後者の方は日々大量の兵
隊を相手にせざるを得ない。いずれにせよ、新東宝のほぼすべての戦争映画を含む批
判的でない戦争映画、もしくは反・反戦争映画という主流において日本軍兵士が出会
う唯一の職業女性は看護婦である。
『人間魚雷回天』をはじめとするいくつかの新東宝戦争映画のなかには、自殺的任
務遂行の人間ドラマを強調する役目を主に担う愛人たちが登場するが、大多数の女性
役は母、姉妹、赤ん坊を抱く数名の妻で、その役割は無条件のプラトニックな愛や忍
耐を示す以上のものではなく、重点は軍事的犠牲の間接的な受益者としての機能にあ
る。
反反戦主義
天皇制一般、特に帝国軍と結びついた帝国主義、軍国主義、封建主義等他の「主
義」は、占領期および占領後の反戦映画の主要な標的だった。新東宝映画にはこれら
のイデオロギーはみじんも見られない。しかしそれは、望ましからぬイデオロギーを
表象するのに十分なほど否定的な性格を持った人物が一人も登場しないからである。
また、それがたぶん占領軍のプログラムにかなう唯一の側面であるが、たいていは
「天皇制」はもちろんのこと天皇自身が現れることはまずない。しかし若干の例外が
ある。たとえば『皇室と戦争とわが民族』（1960）という信じがたい題名を持った奇
妙な裕仁賛歌では、皇族と天皇崇拝が全体を支配している。しかし一般に新東宝の登
場人物は家庭愛とやさしい心をもつ愛国的な人間にすぎない。

戦時プロパガンダ映画の復活？
このように新東宝映画と、占領期、占領後の反戦古典映画は正反対といってよい。
それでは戦時期のプロパガンダ映画自身と比べたならばどうだろう。多くの権威的著
作（Dower 1993; Shimizu 1994; Desser 1995; High 2003）のなかで戦時映画には次の特徴
があるとされてきた。
―正当化レトリックの欠如
―天皇の不在
―戦闘のフッテージの稀少性
―敵は不可視で不明瞭で不定形。戦争を売り込み殺人を容易にするような残虐で非
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人間的な敵の描写がほとんどない。
―銃後の愛国主義が多く注目される。
―英雄主義よりも同胞意識、個人よりも集団、人情よりも義理を強調し、集団、特
に「お国」のための自己犠牲に現れる。
―1930年代の庶民劇映画の延長にあり、英雄よりも普通の人々に焦点があてられる。
―家族の代理としての国家ないし軍隊。将校は父として、兵士は互いの兄弟として
機能する家族国家。
―至上の道徳的美徳としての純粋性。義理と忠誠、一本気と真心、勇敢と自己犠牲
にも焦点があてられる。
―心身の鍛錬のプロセスとしての戦争
新東宝映画と戦時プロパガンダ映画の間の強い類似性は一目でわかる。物語、台本
は集団生活、訓練、決定的任務に向けた自制的で勇敢な犠牲に捧げられている。『軍
（1956）と戦時中の大ヒット『ハワイ・マレー沖海戦』
（1942）
神山本元帥と連合艦隊』

の間にはほとんど違いはない。前者はただ物語を少し先のミッドウェイ沖海戦まで引
き延ばしているだけだ。『人間魚雷回天』は個人とテクノロジー的に達成不可能な任
務を乗り越えるような集団的な大和魂と聖なる任務に力点を置き、戦時期の「精神主
義的」映画カテゴリーに分類することができる（High 2003: 223―264, 382―421）。そのう
え、
『軍神山本元帥と連合艦隊』や『大東亜戦争と国際裁判』（1959）の戦争スペクタ
クルは、東宝や新東宝のカタログにある戦争プロパガンダ映画や過去の占領後戦争映
画からの場面を直接利用することに何ら躊躇がなかった。もう一つの共通した要素は
藤田進の起用である。彼は黒沢の占領期の映画『わが青春に悔なし』で反戦活動家の
役や終戦直後のプロパガンダ映画――『浦島太郎の後裔』『民衆の敵』『明日を創る
人々』
『或る夜の殿様』（いずれも1946）――で民主主義の英雄を演じた。しかしなが
らその後、彼を戦時映画のトップスターにした忠誠的で愛国的な優しい将校役を再び
演じるのに躊躇がなかった。さらに「軍艦マーチ」「同期の桜」という 2 曲のほとん
ど避けがたい軍歌も連続している。歌詞のないマーチはかなり無垢だが、はためく海
「同期の桜」は「軍
軍の旭日旗と（模型の） 軍艦のパレードのショットが必ず伴う。
人勅諭」
（1882）の海軍の人気唱和ヴァージョンと解釈できる。忠誠心と死の覚悟を
強調するこの軍歌は、神風パイロットと回天の人間魚雷発射が最高潮に達した1944年
暮れに大変な人気を得た。
咲いた花なら散るのは覚悟

見事散りましょ国のため

〔……〕

花の都の靖国神社

春の梢にさいて会おう

表向きの特徴は別にしても、戦時プロパガンダ映画との強い類似性はこれまで述べ
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てきた内容の諸要素のほとんどすべてにはっきりしている。そのなかには強い集団
性、庶民劇の要素、訓練と純真の強調がある反面、英雄、敵、軍隊内の暴力、加害、
卑猥、堕落、残虐性、自己中心性は完全あるいは相対的に不在だ。これらの映画が伝
えようとするメッセージの大半は映画の冒頭、および／あるいは末尾に文字で現れた
り、ボイスオーバーで述べられたりして改めて明確化される。そのメッセージは、映
たお

画が斃れたる者を想起し賞賛し、彼らの魂に安らぎをもたらす一種の鎮魂歌として機
能することを語っているようである。父も息子も夫も善良な人間だったと残された家
族を安心させる。戦争を生き延びた者にとってはその体験を再び生き、躊躇なく軍歌
を歌い、同胞の死に泣き、耐え忍んだ勇敢な戦いに誇りを感じる。しかし悔悛、後
悔、責任、恥辱の語はほとんどなく、神風パイロットや人間魚雷の極めて例外的な体
験に焦点があてられていることから、これらの映画には別の目的もあることがわか
る。この意味で陸軍より海軍が描かれていることは意味深い。
罪と責任の問題は遠い、ほとんど見えない米軍の敵を見せることでより簡単に回避
できる。敵が生身の人間であることはめったになく、戦闘機、空母等の軍艦のような
魂のない、非人格的で物質的なかたちによって示される。民間の犠牲者はもとより敵
の血はまったくない。陸軍と大陸戦線、もしくは非常に残虐的戦闘で知られる太平洋
の島々の米軍進攻作戦を選んだ場合、単にスペクタクル性と利益が下がるだけでな
く、目に見える敵が必要となり、人と人との惨い対決は見ていてもはや楽しくないか
らでもあった。さらにいえば、血、内蔵、手足が画面いっぱいに現れれば、戦争の理
由、正当化、意味、責任、罪の問題を無視できなくなる。日本帝国海軍は陸軍よりも
ハイブロウで英国好きで反戦的であまり軍国主義的でないというイメージがあり、悪
と想定される戦争好きの陸軍と（暗に）対比された。海軍は基本的に平和を好み非政
治的で仕方なく戦争に巻き込まれたので、やれるだけの愛国的任務を果たしたにすぎ
ないと考えられた。同じアプローチはハリウッド映画の『トラ！

トラ！

トラ！』

（1970）
、『ミッドウェイ』（1976）、
『パール・ハーバー』（2001）でも採られた。

しかし海軍に焦点をあてたにせよ、戦時プロパガンダ、靖国神社が体現する、一方
的で自己奉祝的な戦争解釈の線との類似性を否定することは難しい（Saaler 2005; Seraphim 2006; Breen 2008）
。繰り返し国旗はためき軍歌が歌われるのは、戦時の実態を

映すに過ぎず、かつての SCAP の「良き戦後行動」の規則を無意識に外れただけだ
という説明は可能である。しかし、「軍神」「大東亜戦争」の語が題名に含まれるの
は、その映画が日本の名誉回復と戦争解釈の修正を狙う政治的なメッセージであるこ
とを示す。戦争の歴史的背景が説明された場合、それは短い。典型的には大陸におけ
る日中の「緊張」に言及するが、1931年 9 月の重大な「満州事変」をスキップし、日
本の「侵略」には一切触れない。1937年 7 月に北京郊外盧溝橋で始まった「支那事
変」に言及しても、今日ふつう考えられているように日中の全面的な戦争の始まりと
は見なされない。その後の軍事行動は「拡大」という中立的な枠組みで言及され、西
洋諸国の中国援助は三国家間の衝突への正しくない介入と特徴づけられる。いわゆる
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ABCD 包囲網はたいてい「日本に対する耐え難い圧迫」と呼ばれ、日本を犠牲者と
見なす戦時期のプロパガンダの概念が継承される。アメリカ、イギリス、中国、オラ
ンダによる敵対的な包囲網によって日本は自衛のために軍事力を行使せざるをえなく
なった。この包囲網と日米交渉において「米国の日本に対する最終通牒」として扱わ
れるハル・ノートは日本が開戦する十分かつ正当な理由と見なされた。このようにこ
れら映画は日本がすでにアジアの兄弟である中国と10年間戦争状態にあり（「十五年
戦争」という概念を支持しない人から見ても、すでに 4 年間戦争状態にあったことにな
る）、そしてこんどの戦争において日本の方は侵略者であるという決定的な歴史的事

実を「忘れて」いるかのようだ。さらに真珠湾攻撃が西洋諸国の包囲網に対する自衛
ではなく、中国との長引く戦争を終えるための無謀で盲目的な攻撃だったことも無視
している。
歴史的な忘却と歴史的事実の操作に関する別の例が『大東亜戦争と国際裁判』に見
られる。これは東条英機を主人公とするが、中国と満州における彼の過去の軍歴を完
全に蓋をし、真珠湾攻撃以降の総理大臣としての時期を完全に消し去っている。映画
は真珠湾以前の数ヶ月と極東軍事裁判所における東条の裁判に焦点をあてているが、
あたかもそれだけで1931年（か1937年）に実際は始まっていた戦争における役割、ま
た責任を判断するに足るかのように見せかけている。さらに題名では「大東亜戦争」
という、戦時政権が戦闘を輝かせるために用いたが、戦後はタブーとされた用語を用
いている。東条役を、戦前の時代劇の重々しい英雄役も、新東宝最大のヒット『明治
天皇と日露大戦争』で明治天皇役も演じた嵐寛寿郎が演じたのは偶然ではない。しか
し、この東条映画は昭和天皇をスクリーン上で演じることを禁じるしきたりは守って
いる（岩本 2007）。
戦争のうちの日米の部分に焦点を当てた結果、新東宝映画ではアジアは見えなく
なっているし、そのためにアジアの敵は存在せず、アジアの国に負けたということも
あり得ない。ただしアジアがスクリーン上で非常にはっきりと描かれた例外が 2 作あ
る。
『戦雲下のアジア

悲劇のラスト・クイーン』（1957） と『静かなり暁の戦場』

（1959）である。しかしそこではそれぞれ満州とインドの親日的要素だけが描かれて

いる。この意味で、どちらも上で述べた戦時中の「親善映画」の名残といえる。日本
が合衆国に破れたことは認めるとしても、それはただ、よりすぐれたアメリカの科
学、テクノロジー、生産力に負けただけで、大和魂は負けていない。「大和魂は他人
に負けないものである」と『軍神山本元帥』のなかで山本五十六は語る。この作品は
かなり奇異なメッセージで終わる。もし山本の飛行機が1943年 4 月、ラバウル付近で
アメリカ軍に墜落させられなかったなら、日本は果たして負けていただろうか、と疑
問を呈しているのである。たった一人で戦争の方向を変えることができたかもしれな
いと暗示している。そのうえ戦争は戦前の名称を継承して「大東亜戦争」と呼ばれて
いる、もしくはそれと関連した解釈で描かれているが、戦争の正当化や戦争の背景を
説明するにあたり、アジアが言及されることはほとんどない。最終的に、勇敢なパイ
17
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ロットや人間魚雷が民族のために、映画でつねに繰り返されるセリフ「お国のため
に」
、犠牲になる。日本の植民地だった韓国や台湾もまったく不在だ。同じように、
責任や謝罪の対象は完全に日本人に限定されている。
『大東亜戦争と国際裁判』
（1959）のなかで東条英機は語る。
「陛下と国民に対する謝罪という意味で軍人として

喜んで死ぬ」。最後には陛下と日本国民に敗北の責任を負うことしか用意がない。
この映画の最後にはメッセージが強調される。東条処刑の荘厳な場面から非常にい
きいきした鳩の飛び立つ場面、国会議事堂、銀座のにぎわいが続き、最後にパンで皇
居を映し、富士山に至る。これ自体は明確に東条の死が戦後日本の平和、民主主義、
経済成長、輝く皇族と日本民族のための犠牲として描かれている。ボイスオーバーの
語りは、日本は平和国家として生まれ変わり戦争の傷跡はもはや見えなくなっている
が、日本国民は長い戦争の年月に経験した深い悲しみと恨みを忘れてはならないと述
べている。しかし日本が戦争中に他人に与えた痛みや被害、またそれが戦後日本にど
ういう意味があるのかについては何も述べられない。

「大東亜戦争」を日本のスクリーンに呼び返す
新東宝の戦争映画は英雄的な殊勲、献身的自己犠牲、軍隊内の同胞精神（特に神風
パイロット）に焦点をあてるアプローチを持ち込んだ。このアプローチは戦後として

は新しかったが、政治的メッセージの大半を含めて戦時中のプロパガンダ映画の焼き
直しだった。それまでの SCAP の規約をまったく反故にし、軍旗が誇りを持って振
られ、軍歌が勇ましく歌われ、戦争犯罪人が神格化され、映画題名が雄々しく「大東
亜戦争」を名乗った。このように、新東宝は占領期中スクリーンから追放された「大
東亜戦争」の戦争解釈を再確立した。新東宝はほかの大手映画会社と同じようなス
テータスはもてず、相対的に貧弱な配給チェーンにつねに悩まされていたにもかかわ
らず、戦争見直し映画という新たな戦後ジャンルを意識的に切り開くことによって、
その存在をアピールしようとしていた。同社だけが戦時プロパガンダ映画から派生し
た修正主義的戦争映画を作ったわけではないが、最も多く作り、そして継続的に作り
続けた。新東宝こそ（アジア）親善映画や「軍神」を主人公とする映画を蘇らせたの
である。同社が初めて戦艦大和もの、人間魚雷回天もの、「日本のいちばん長い日」
もの（降伏までの24時間を描く）のほか、東京裁判を公然と非難し、処刑された戦争
指導者を讃える作品を製作した。いずれも別の会社が追随し、つい最近でもなお作ら
れている。この意味で今日でも続く日本人の戦争に関する集団的記憶を掌握するため
の競争に大きく寄与している。新東宝は1961年に破産し日本の名誉回復という政治的
使命を断念せざるを得なかったが、この時には日活、大映、東宝がすでにこの路線に
飛び込んでいた。
「逆コース」（冷戦による占領政策の優先の逆転、つまり共産主義の脅
威に対する国力増強と再軍備が懺悔と改革よりも重要になった）とともに、戦時中の映画

の再上映や戦時期を再体験できる軍国酒場のブームに見るように、戦時中が懐かしく
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思い出されるようになった。その文脈の中で、大手スタジオは、戦争を批判せず讃え
る修正主義的戦争映画という、相対的に利益を上げるジャンルが受け継がれ、今日ま
で続くこと保証したのである。
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主要参考映画
『ハワイ・マレー沖海戦』（山本嘉次郎監督）1942年
『大曾根家の朝』（木下恵介監督）1946年
『民衆の敵』（今井正監督）1946年
『明日を作る人々』
（山本嘉次郎・黒澤明・関川秀雄監督）1946年
『ある夜の殿様』（衣笠貞之助監督）1946年
『浦島太郎の後裔』
（成瀬巳喜男監督）1946年
『日本の悲劇』
（亀井文夫監督）1946年
『わが青春に悔なし』（黒澤明監督）1946年
『戦争と平和』
（亀井文夫・山本薩夫監督）1947年
『暁の脱走』（谷口千吉監督）1950年
『きけわだつみの声』（関川秀雄監督）1950年
『長崎の鐘』（大庭秀雄監督）1950年
『ブンガワン・ソロ』（市川崑監督）1951年
『嵐の中の母』
（佐伯清監督）1952年
『長崎の歌は忘れじ』（田坂具隆監督）1952年
『原爆の子』（新藤兼人監督）1952年
『真空地帯』（山本薩夫監督）1952年
『ひめゆりの塔』（今井正監督）1953年
『ハワイの夜』
（マキノ雅弘・松林宗恵監督）1953年
『雲ながるる果てに』（家城巳代治監督）1953年
『悲劇の将軍山下奉文』
（佐伯清監督）1953年
『ひろしま』（関川秀雄監督）1953年
『太平洋の鷲』
（本多猪四郎監督）1953年
『二十四の瞳』
（木下恵介監督）1954年
『人間魚雷回天』（松林宗恵監督）1955年
『ビルマの竪琴』（市川崑監督）1956年
『明治天皇と日露大戦争』（渡辺邦男監督）1957年
『戦雲アジアの女王

悲運のラスト・クイーン』（野村浩将監督）1957年

『野火』（市川崑監督）1959年
『大東亜戦争と国際裁判』（小森白監督）1959年
『静かなり暁の戦場』（小森白監督）1959年
『人間の條件』
（小林正樹監督）1959―61年
『皇室と戦争とわが民族』（小森白監督）1960年
『トラ・トラ・トラ！』
（リチャード・フライシャー、深作欣二、舛田利雄監督）1970年
『ミッドウェイ』（ジャック・スマイト監督）1976年
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『パール・ハーバー』
（マイケル・ベイ監督）2001年
追記 本論は Dick Stegewerns, “Establishing the Genre of the Revisionist War Film: The ShinTōhō Body of Post-Occupation War Films in Japan.” In Tam, Tsu & Wilson, eds., Chinese
and Japanese Films on the Second World War, Routledge（2015）を元に日本語訳した。
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歌謡映画とメディア・ミックス
マイケル・レイン（細川周平訳）

序
今回発表者に与えられたパネルの課題は「次世代」の日本映画研究だった。映画学
が常に変化しているということは確かだが、本論ではそれを単なる進化としてではな
く、サイクル、もしくは永劫回帰としてとらえることを提案したい。近年の最も顕著
アフェクト

な変化として、記号から情動（記号論から現象学）、テクスト分析から生産と受容の文
化のエスノグラフィーへの移行が挙げられる。そうした移行は、最大の国際映画・メ
ディア学会である Society for Cinema and Media Studies（SCMS）のプログラムにも
反映されている。理論と実践の両面におけるこうした発展は、作家理論や政治的モダ
ニズム以前の、元来の映画研究形態への回帰とみなすことが出来る。そうした回帰を
契機として、日本ヌーヴェルヴァーグ等が頭角を現した「政治の季節」には脇に押し
やられてしまった、娯楽本位の日本映画およびポピュラー・カルチャー研究の重要な
先駆者の仕事に焦点を当てることもまた可能である。
本論が注目する南博、江藤文夫らの仕事は文化の浸透性や「趣味」の歴史を学問的
に考察し、現代の日本人の生活をよりよく理解しようとしてきた。現在、「トランス
メディア生産」の構造を免れない文化産業は皆無と言ってよい。しかし過度にメディ
ア化された芸能人＝セレブリティの長い歴史をもち、高度経済成長期を経てきわめて
中央集権化された文化産業をもつ日本は、近年もはや常識となった「メディア・ミッ
クス」様式の先例と言える。
研究動向に関していえば、社会学、エスノグラフィー、その関連分野において、メ
ディア制度の「生産の文化」を構成する文化実践の研究が進められている。その一例
として映画研究家のジョン・コールドウェル（John Caldwell） の仕事が挙げられよ
う。 また、ファン文化に関するマット・ヒルズ（Matt Hills）の仕事、P・デイヴィッ
「画面の外の映画」を映
ド・マーシャル（P. David Marshall）のセレブリティ研究は、
画学の中核に据えた。現代映画を研究する学者で、メディア・テクストの流通形態に
注目することの重要性、画面を通じて消費者に提供される事象の「経験価値」の演出
は映画自体に先立つことを否定する者は少ない。本論では、そうした先行研究に倣い
つつも、国際的で比較的「自律的」なハリウッドとの違いを念頭に置きつつ、日本映
画史におけるファン、セレブリティの重要性を論じる。
本論はまた、これらの先行研究のさらに先駆的存在である50年代の映画研究に焦点
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を当てる。前述したように、概して近年の映画研究の発展を特徴づけるのは、そうし
た再帰的な感性である。すなわち、コールドウェル、ヒルズ、マーシャルらの研究
は、もともと政治経済学や社会心理学が大きな役割を担っていた映画研究にとって、
その歴史を振り返ることにあたる。日本でも50年代には、南博らの社会心理学者によ
る調査報告や論文が映画ジャーナリズムを賑わせた。当時の主要映画雑誌である『キ
ネマ旬報』の編集部内の分裂が、常連評論家・寄稿者の集団撤退を招いたことは特筆
すべきである。というのも、こうした学者らは、あくまでその穴埋め的な存在とし
て、映画専門誌上にて自説を発表する機会を得たからだ。彼らは映画作家ではなく産
業構造が、シネフィルではなく映画ファンが、日本映画を形成するという立場から、
「マス・コミュニケーションとしての映画」を大々的に論じた。1960年代「政治的モ
ダニズム」興隆期には、こうした新聞や雑誌などの他のメディアとの関係を重視する
映画研究の展望は拒絶された。それとは別に、そうしたメディア同士の依存関係は、
その後もメディアの性質を規定する主要因であり続けた。本論文では、このような研
究と実践の間の歴史的ずれを踏まえつつ、「歌と映画の娯楽雑誌」の『平凡』を取り
上げる。雑誌『平凡』が映画、ポピュラー音楽産業をラジオやテレビといったメディ
ア、及び日本の郵便制度と連携させることによって、「ポピュラー映画メディア・
ミックス」を構成したことを解き明かし、歌謡映画がその典型であったことを論じ
る。ここでいう「メディア・ミックス」とは、無声映画時代から存在する映画と音
楽、関連消費グッズとのタイアップを指すのでも、戦後映画が頻繁に取り上げたテレ
ビ、セレブリティ文化の興隆を指すのでもない。それはむしろ方法論的な転回を指
す。60年代初期の「アニメ・メディア・ミックス」を考察したマーク・スタインバー
グの仕事が示すように、「メディア・ミックス」の特徴は、受容文化の重視にある。
さらに、ここでいう「受容」とは、単にアニメや歌謡映画の楽しみ方を指すのではな
く、様々な「パラテクスト」（グラビア、写真アルバム、サイン会等のファン主体のイベ
ント、「豆写真」という小さなプロマイド写真や手ぬぐい等のファングッズ） を通じて、

歌謡映画やそのパフォーマーが観客の日常生活の一部に組み込まれていった様子を指
す。そのような「受容」の理解は、映画と他のテクストの関係を、記号論的なものと
してのみ捉えるのではなく、ビジネス慣行や、観客がファンに転じる過程において形
成されるものと見なすことよって、映画をより大きな環境の一部として考察する方法
にも適用される。したがって、ポピュラー映画メディア・ミックスにおける個々の映
画は、ファン言説を経て拡張されるテクストではない。それはむしろ、ファン言説を
再々裏付けるきっかけであり、その裏付けとは、各種の「パラテクスト」によって、
映画のテクスト性にすでに書き込まれているものである。
本論は、
『平凡』を取り巻く「ポピュラー映画メディア・ミックス」を論じるにあ
たって、根岸洋之、佐藤利明らの日本のミュージカルに関する研究や、江藤文夫の
『見る雑誌する雑誌』、阪本博志の『『平凡』 の時代』といった優れた研究を参照にす
る。
「パラテクスト」を介したより大きな環境としての映画は、こうした先行研究も
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注目する1950年代のミュージカル・コメディ「三人娘」シリーズにおいて特に顕著で
ある。シリーズ第一作『ジャンケン娘』は、若いファンの支持を得て、1955年に公開
された現代劇としては最高興行収入を記録した。日本映画観客史のほぼピークとも言
える時期であり、そのなかで「三人娘」シリーズの成功は特に際立っていた。封切館
であった浅草宝塚劇場では、その観客動員数は、平均収容人数の倍に、新宿文化劇場
の観客動員数は立ち見によって、最大収容人数の1．
5倍にも及んだ 1 。「三人娘」シ
リーズの要は、言うまでもなく主演の三人、人気歌手・俳優の雪村いづみ、美空ひば
り、江利チエミであった。三者には、それぞれ別のキャラクター（かわいい、ボーイッ
シュ、下町風というように） があてがわれたが、そうした「キャラ」は、具体的な行

為を通じて形成されたものというよりは、繰り返されるポーズによって再現化され、
抽象的な配色によって識別されるようなものであった。また、映画は引用をその美学
の原理とし、自律的な物語世界の成立に拘らない。物語は二の次で、その登場人物も
また、もはや古典的な意味での「キャラクター」――つまりアクションを通して肉体
化した物語的な人物――ではありえず、同一化の対象ではない。映画はセレブリティ
文化の一節点でしかなく、色分けされた「パターン」の流通が、メディア・ミックス
的な意味での「キャラクター」を生む。

『ジャンケン娘』
『ジャンケン娘』は、雪村、美空、江利の三者が演じるありえないキャラクター
が、ありえない状況において、映画という媒体をいかしてファンとセレブリティの再
帰的関係のダイナミックな演出を試みる。映画の筋はここでは割愛するが、彼らは模
範的な『平凡』読者同様、正しいポーズの重要性を把握しており、（映画内の）ロケー
ション撮影に胸を躍らせる。理想の男性は雑誌『平凡』をめくって探すものだという
心得もあれば、チョコレートが今日の若者の「生活の糧」であることも承知してい
る。東京宝塚観劇中の三人娘がステージ上のスターになってしまうシーンにおいて、
この映画の「引用の美学」は頂点に達する。
もちろん、こうした歌謡映画による流行歌の使い回しやその歌手の起用は、この
ジャンルにありがちな「安直な映画づくりのパターン」（蓮實重彦）を踏襲するもの
であると言える 2 。しかしそれはまた同時に、ファンによる「受容 にかかわる労働」
1 『キネマ旬報』132巻 3 号（1955年11月 1 日）、121頁。
2

蓮實重彦の引用は根岸洋之「歌謡映画への道
から（根岸洋之編『唄えば天国

一九三八～一九五八

一九二四～一九六二」

天の巻』1999年、88―89頁）。『俺は田舎のプレスリー』

（1978年）についての発言。
「ごく暖昧なかたちで人気を得たあるレコードの題名の一部を頂
戴し、口実としての物語の舞台装置をその曲を歌っている歌手のなまりから想定される地方
に設定するというのは、これまで何度か繰り返されてきたいかにも安直な映画づくりのパ
ターンだ」
。
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の影響力をこうした作品が認知している証とも言える。上記のシーンに関していえ
ば、
「ねねね、ただぼんやり見て損よ。あたしはね、いつも大好きなスターが現れる
と、自分型のスターになっちゃうの」という江利チエミ演ずるゆみの言葉に、この映
画のそうした再帰的なファン観が凝縮されている。それは、スターと同一化するファ
ン、自身がスターであると想像するファンといったものではなく、より強引に、ス
ターが「自分型のスターになっちゃうの」というものである。このように、一見安直
なつくりに見えるプログラム・ピクチャーにあって、ファンによる「受容にかかわる
パフォーマー

労働」が、演じる者でありながらキャラ／キャラクター性を備えたセレブリティとし
ての戦後歌謡映画スターの魅力の中核であった事実が伺える。例えば、『ジャンケン
娘』封切りの際には、ファンが三人娘の物まねをする「物まねコンテスト」が行われ
た。もとより、物まねの対象である三者自身が外国人歌手の「物まね歌手」として有
名であったことは言うまでもない。映画でも、彼らの歌うエラ・フィッツジェラル
ド、エディット・ピアフ、ナット・キング・コールを楽しむことが出来る。

「平凡な」スター
スターを手の届かない「雲の上」のような存在ではなく、「隣の家のお嬢さん」的
な、より読者にとって身近な存在として演出したのは、紛れもなく雑誌『平凡』で
あった。
『平凡』は1950年代から60年代にかけて、最も売れていた月刊雑誌の一つで
あった。阪本博志が指摘するように、『平凡』は、1953年から1959年にかけて、月間
販売部数百万部を超え購読者数全国第二位を誇る雑誌であり、その後も1964年までは
トップ 5 に留まり続けた 3 。江藤文夫の『見る雑誌、する雑誌』によると、『平凡』
の読者の大部分は15歳から23歳の中学校卒業者であり、その 3 分の 2 は女性であっ
た 4 。そうした背景をふまえ、以下では、『平凡』が単にファンにスターの情報を提
供する「歌と映画の娯楽雑誌」ではなく、むしろ、ラジオ番組の提供、またファン
グッズの配布、友の会によって企画されたイベントを含めた、広義の意味での雑誌媒
体であったことに注目する。
十周年記念のメディア・ミックスの計画として、『ジャンケン娘』が『平凡』に連
載され、東宝とのタイアップによる映画製作が企画された。映画公開前に、雑誌に掲
載されたエピソードをまとめた『平凡映画小説』が、映画の筋、ひばり、チエミ、い
づみが出たグラビア・セクションつきで出版された。三人娘映画シリーズの第二作・
三作も、
『ジャンケン娘』でお馴染みの三者のイラスト付きで映画公開前に連載され
た。トランスメディア製作的観点からすると、『平凡』がプロデューサーとなって、
写真やペン画を駆使して三人を「メディア・ミックス・キャラ」として演出したと言
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阪本博志『平凡の時代』2009年、 2 頁、60頁。

4

江藤文夫『見る雑誌する雑誌』平凡出版、1966年。
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える。また映画公開と同時に、三人の対談がラジオ番組『平凡アワー』で放送され、
『平凡』にも掲載された。雑誌がその誌上で読者の存在を認知することはより重要で
あった。
「希望対談」をリクエストした読者の名前は、記事の最後に記載された（三
人娘の対談の場合、三人の読者の名前が記載された）5 。

『平凡』はしばしば、しおり等のように、スターを手元に置いておける「付録」や
「おまけ」を提供した。『平凡』サービス部では、スターを身近に感じられるような
グッズの販売を手掛けていた。例えば、お気に入りの「豆写真」を差し込むことので
きる財布。その他、お気に入りのスターをより「身近」に感じられる顔写真入りの手
ぬぐい等があった。実際、1955年から1956年にかけて、雪村いづみだけではなく、美
空ひばり、江利チエミの手ぬぐいの広告も『平凡』は掲載した 6 。ポピュラー映画の
ファンダムについて考察する際、こうした「身体的」な側面に目を向ける必要があ
る。つまり、
「雲の上」の存在としてのスターではなく、観客の身体化、受肉した経
験との関係において、身体性を考察し、その遍在性に注目すべきである。
「友の会」の活動にしても、サイン会などを通じてスターとの縦の交流はもちろ
ん、ファン同士の横の交流も非常に盛んであった。そして、このファン文化を担った
重要なインフラの一つに郵便制度がある。例えば、『平凡』の広告には、常に郵送料
が表示されていた。そのことは、広域に分散して存在するファンにとって、通信媒体
である手紙や封筒だけではなく、『平凡』が提供・販売するすべてのグッズが、コ
ミュニケーションの媒体であり、
「親密圏」としてのセレブリティ文化の情動的要素
を媒介する作業を担っていたことを示している。『平凡』提供のラジオ番組同様、郵
便制度は、ファンとスターのみならず、ファン同士のネットワークの形成に、一役
買っていた。そうして築かれた関係の基盤は、「友の会」の主催する交流会、スタジ
オ・ツアー等によって、現実化された。
ヘンリー・ジェンキンズ等のメディア研究者が、ニューメディアとそれを取り巻く
活動が「参加型文化」を強化したと論じているが、郵便制度によって、『平凡』が主
催したグッズの配布、ファンによる人気投票や記事の投稿、あるいはファン同士の交
流は、そうしたネットワーク化された「参加型文化」の良い例と言える。そうした
「参加型文化」は『平凡』の映画産業とのタイアップの仕方にも見て取れる。例え
ば、日活が映画製作を再開した際、『平凡』はニューフェース・コンテストを主催し
た。その種のイベントは、映画に魅せられたファンたちに、スターを目指すよう駆り
立てた。また映画の題名を読者投票で決定することも珍しくはなかった。その他、
『平凡』の記事はファンによるスターのための作詞・作曲をはじめ、彼ら自身が映画
スターになるとまではいかなくとも、スターとの共演の企画するなど、ファンに彼ら
のお気に入りのスターを応援する機会を惜しみなく与えることで、そうした「参加型
5 『平凡』1955年11月号、110―116頁。
6 『平凡』1955年11月号、296頁；1956年 2 月号、290頁；1956年 4 月号、290頁。
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文化」に訴えた。毎号300ページに及ぶ誌面には、以下のようなタイトルが散りばめ
られていた。
「スターはあなたの励ましを待っている」
「あなたのつくった歌がレコードになる！！」
「あなたもスターの相手役になれる」7
ファンにとっての『平凡』は、映画やスターとだけではなく、お互いと触れ合い、意
見交換を行う場でもあった。人気投票の対象は、歌手や俳優だけではなく、『平凡』
の表紙、見開きグラビア、好みのタイプの物語、好きな作家に及んだ。読者の活動
パフォーマンス

は、『平凡』に記載されることで、他の読者に対するファンダムの 演 出 という側面を
得た。メディア・ミックスとしての歌謡映画もまた、ファン言説を経ることで事後的
に拡張されるテクストではありえない。それはむしろ、ファン同士の「社会性」を強
化するきっかけであった。『平凡』は、映画、ラジオ、出版を郵便制度と結びつける
ことで、テレビに先駆けて全国展開を果たした大規模な「非同期型の視聴覚メディ
ア」であったと言える 8 。
もちろん、その身近な「平凡なスター」というのは嘘であった。父を早くに亡く
し、病気の母を助けるために幼い頃から働かざるをえなかった雪村いづみの生い立ち
の「物語」は何度となく『平凡』に記載されたが、そのセレブリティ力で購入したモ
ダンなコンクリート住宅は、彼女が演じた可憐な「キャラ」と遠くかけ離れたもので
あった。そしてそれはまた、スターと、懸命に彼らを自身に近づけようとするファン
との差異の大きさでもあった。高度経済成長の緊張が高まる中、貧しい出自の若い女
性がなんの社会的援助に頼ることもなく成功する物語は、その大部分が若い女性で
あった映画観客にとって、慰めであると同時にルサンチマンのもとでもあった。この
スターの「普通」と、懸命に彼らを自身に近づけようとする現実の日本人の「悲惨」
の差異こそ、
『ジャンケン娘』公開の翌年、ひばりの猛烈なファンであった一人の少
女を、まさにそれゆえに、ひばりに硫酸を浴びせかけるよう駆り立てたものの正体で
ある。少女はひばりの崇拝者であったが、ひばりの楽天的な「下町娘」的「キャラ」
は、集団就職の一環で地方から上京し、会社重役宅で住み込みの女中をしていた少女
の現実の生活とはあまりにかけ離れていた。幸いにも、ひばりのけがは大事には至ら
なかったが、この有名な「美空ひばり硫酸事件」は、「平凡なスター」のファンであ
る少女たちを取り巻く厳しい生活とルサンチマンの現実を如実に物語っている。
「メディア・ミックス」と「拡張するメディア」は弁証法的な概念である。よく論

7 『平凡』1962年 6 月号、113頁；1962年 8 月号、216頁；1962年11月号、127頁。
8

とはいえ、ブラジル在住の読者が名を連ねていることからも、『平凡』の読者層とは国民と
しての日本人ではなく、ディアスポラを含む民族としての日本人であるとも言える。
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じられるように、
「生産」と「受容」は切り離せない関係にある。生産者＝製作者と
ファンは相互従属的な関係にあり、剰余価値の生産は「受容にかかわる労働」に依存
し、厳しい生活からの逃避は文化産業に依存する。歌謡映画をめぐる議論は、ハリ
ウッド・ミュージカルと比較されることで、どうしても弁解がましくなる傾向にある
が、ここでは、国際的な視点からミュージカルの考察を試みることで、ブロードウェ
イの映画版を基準とする従来のミュージカル研究と訣別し、様々な形態、タイミング
で発現する「ミュージカル的瞬間」に注目すべきとする最近の研究を参照にする。
イアン・コンリッチやエステラ・ティンクネルらが論じるように、「非ミュージカ
ル映画における予期せぬミュージカル的パフォーマンスの噴出は、若者のアイデン
ティティを映画的過剰の一部として取り込む」9 。その「爆発的」な「ミュージカル
的瞬間」を通じて、物語性は「アトラクション」の二の次となり、物語の中の登場人
物はメディア・ミックス的「キャラ」となる。『ジャンケン娘』は、東宝の他の歌謡
映画（例えば藤本真澄が「青春メロディー」と呼んだ低予算の SP 映画） と同様に、メ
ディア・ミックスの中のファンとキャラの親密な関係を前景化する。東宝ミュージカ
ルの他にも、物語上の設定や登場人物としての役柄の如何にかかわらず、主題歌や挿
入歌をあたかもそこに観客がいるかのように突発的に歌いだす石原裕次郎の演出もま
た、コンリッチとティンクネルが論じるように、ミュージカル的パフォーマンスである。
裕次郎は、まさに『平凡』スターの原型であった。映画評論家たちが彼の急速に上
昇する人気に注目するずっと以前、1957年の初頭から『平凡』の誌面を賑わせてい
た。例えば『平凡』1957年 9 月号には、裕次郎の最初のメジャーヒット曲である「俺
は待ってるぜ」にちなんで、「石原裕次郎の歌謡漫画『俺は待ってるぜ』
」が掲載され
た。この時点で映画はまだ公開されていない。映画は流行歌、漫画に「遅れて」登場
しながら、メディア・ミックスを指揮したのである。映画は流行歌や漫画を巻き込
み、またスタジオ内外の宣伝戦略を駆使し、『平凡』誌上において、ファン＝読者と
スターとの親密性を経験させた。スターの身体とのこの情緒的な近さこそ、メディ
ア・ミックスの中心にあり、裕次郎映画の登場によって『平凡』が創造した事柄であ
る。メディア・ミックスとは単にレコードと映画、サウンドと映像に関わるだけでな
く、メディア化された身体感覚を意味する。
読者は、漫画の中の少女と共に、裕次郎のヒット曲の歌詞にたとえた数々の難関を
乗り越え、
「待っている」彼のもとにたどり着くというプロセスを疑似体験すること
が出来る。そうした表象の疑似性は、読者が雑誌に掲載された写真を通じて「待って
いる」裕次郎をより身体的に経験し、その肉体への接近を『平凡』誌面に記載された
彼の実際の住所の存在を通じて具体的に想像するとき、奇妙な現実味を帯びる。この
漫画に読み取れるファンとスターの関係とは、「雲の上」の「あこがれ」ではなく、
9

Scott Henderson, “Youth, Excess and the Musical Moment.” In Ian Conrich and Estella
Tincknell, Film’s Musical Moments（Edinburgh University Press, 2006）
.
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今日のアイドル文化を思わせるような身近な欲望の対象、すなわち手の届くような関
係ではなかろうか。
雑誌『平凡』は、映画、ラジオ、出版らの異なる視聴覚媒体及びグッズの配布、友
の会の連絡や活動を郵便制度という巨大なネットワークに取り込むことで、テレビの
全国普及に先駆けて全国展開を果たした「非同期型の視聴覚メディア」であった。ス
ター・グッズ、ライブショーやラジオ放送の台本、グラビア写真等様々な視聴覚媒体
を組み合わせる＝同期化することで、ファンはセレブリティを身体化する――メディ
ア・ミックスとしての「歌と映画の娯楽雑誌」『平凡』は、国民的視聴覚セレブリ
ティ文化の形成においてテレビが果たした役割の先駆的存在であったと言える。『平
凡』が主催したグッズの配布、ファンによる人気投票や記事の投稿、あるいはファン
同士の交流は、そうしたネットワーク化された「参加型文化」の良い例と言える。
様々な「パラテクスト」（グラビア、写真アルバム、サイン会等のファン主体のイベン
ト、手ぬぐい等のファングッズ）を通じて、歌謡映画やそのパフォーマーが観客の日常

生活の一部に組み込まれていった様子を指す。そのような「受容」の理解は、映画と
他のテクストの関係を、記号論的なものとしてのみ捉えるのではなく、ビジネス慣行
や、観客がファンに転じる過程において形成されるものと見なすことよって、映画を
より大きな環境の一部として考察する方法にも適用出来る。

テレビジョン
1950年代の『平凡』は、テレビセットの購入促進、ラジオ番組「平凡アワー」の対
となるテレビ番組の制作、またテレビ・スターの宣伝に力を入れるなど、積極的にテ
レビを奨励した。しかし、同期型視聴覚メディアであるテレビに、非同期型の郵便制
度に頼る『平凡』がそのセレブリティ文化の中心の座を譲るのは時間の問題であっ
た。1960年代には、いわゆる「連呼方式」によってスターの座にのし上がったクレー
ジーキャッツのパフォーマンスに代表される渡辺プロダクション独特の生産文化が、
マスメディアに媒介されたセレブリティ文化の典型となった10。1962年に詩人と評論
家杉山平一が提案したように、「映画に奪われた文学（小説）はやがて小説が映画化
されることによって、映画封切に合わせて本を売り出し、映画を利用して新しい読者
を増大します。映画もまた多くを奪ったテレビを徹底的に利用して、映画の恢復をは
11
。
かるべきです」

また同年、社会心理学者南博は、現代映画を、ありとあらゆる大衆娯楽とセレブリ
ティを一つの文化産業に取り込んだ「コンビナート」と評している12。そうした「マ

10 「連呼方式」は、野地秩嘉『渡辺晋物語』マガジンハウス、2010年、115頁参照。
11 杉山平一「テレビを徹底的に利用する」
『キネマ旬報』318号（1962年 8 月 1 日）、41頁。
12 南博「レジャー・センターへの試み」
『キネマ旬報』318号（1962年 8 月 1 日）、48頁。
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ス化」は、レストラン、バー、屋上ビアガーデンの他、映画およびライブ・パフォー
マンスを対象とした劇場14館を収容し、ビリヤード、麻雀店、
「ガン・コーナー」（射
的場）
、囲碁ラウンジを三階に展開していた、有楽町と日比谷にまたがる東宝のエン

ターテイメントセンターにおいて最も顕著に現れていた。1962年は東宝の三十周年記
いちぞう

念の年であり、東宝アミューズメントセンターは、小林一三が丸の内エリアへの進出
を開始した当時以来の悲願の達成と称された。当時の『キネマ旬報』の記事は、観客
が様々な形態の娯楽文化から選択出来ることに注目しているが、興味深いことに、そ
うした選択可能な文化を、スタインバーグがアニメのメディア・ミックスを指して使
用したのと同じ「世界」という言葉で評している13。
映画界が低迷する中、東宝が「青春メロディー」歌謡映画で興行的成功を収める
と、他社もこぞって同様の映画の製作に乗り出したように、1962年の東宝が他社に先
駆けてテレビ映画の製作に乗り出すことを宣言した際、他社もすぐそれにならった。
こうしたマス・コミュニケーションとしての映画の世界において、東宝の社長であっ
た森岩雄も気付いていたように、「わが東宝は芸能会社である。だから、その事業の
主要なものは映画・演劇・その他の芸能、そしてテレビ、ということになる」14。
1960年代後半の批評家の中には、こうした企みをくだらないとして真面目に取り合
わない者もあったが、
『キネマ旬報』の週間統計から、少なくとも東京においては日
活及び東宝のモダンアクション映画とミュージカルが優勢であったことが伺える。
1962年秋に公開中であったミュージカル・コメディは、同時期公開中であったその他
のコマーシャル映画の倍の成功を収めていた。また映画界全体の興行収入激減という
文脈にあって、1962年 1 月の東宝の興行収入は1961年 1 月と比較すると19％増加し、
1963年 1 月は17％増加していることは特筆に値する。これらの映画の中には、渡辺プ
ロダクション出身の歌手を起用していた15。
渡辺プロダクションは、東宝本社の隣に事務所を構え、東宝の日劇で開催された
「ウエスタンカーニバル」でロカビリーを紹介したことで知名度を上げた。クレー
ジーキャッツは、渡辺プロがその設立当初からマネージメントを行ってきたタレント
である。その他、渡辺プロ出身の有名タレントにはザ・ピーナッツ、中尾ミエがい
た。渡辺プロは、テレビ、映画、レコード、ショーを通じて積極的に自社のタレント
を売り込んだが、1962年には渡辺音楽出版を設立し、自社タレントの持ち歌の楽譜の
著作権を確保するなど、自社タレントの芸能活動を事実上専属的に管理した。「アイ
ドル文化」の代表的エージェンシーであるホリプロやジャニーズ事務所の台頭する以
前の1960年代に、渡辺プロダクションはタレント・エージェンシーとして独占的な地
位を築いた。

13 福田定良「東宝娯楽街を往く」
『キネマ旬報』323号（1962年10月 1 日）、163頁。
14 森岩雄『キネマ旬報』323号（1962年10月 1 日）、163頁。
15 キネマ旬報社編『ベストオブキネマ旬報1950―1966』
（キネマ旬報社、1994年）、1593頁。
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社長の渡辺晋は、クレージーキャッツやザ・ピーナッツといった自社タレントのみ
ならず、自身の妻・共同経営者でもある渡辺美佐を起用した映画を東宝で製作した。
実際、美佐自身がセレブであり、大島渚にあっては、そのことをいすゞモーターの宣
伝映画として製作した『私のベレット』で風刺している。また、『キネマ旬報』は
1962年に美佐についての特集記事を組んでいる。それらの記事は、彼女が映画界に変
革をもたらすにあたって、如何にして映画をラジオやテレビといったマス・コミュニ
ケーションや、ショービジネス（初期のヌーヴェルヴァーグ映画が頻繁に取り上げてい
るライブショー等）に接近させたかについて注目している。同時にこれらの記事にお

ける美佐の美しさ、活力、若さなどの強調は、彼女自身がタレントであった事実、タ
レントとしての役割を担っていたことを示している16。
渡辺美佐の名がプロデューサーとして製作クレジットに載った初めての作品が、
1961年から1964年にかけて NHK で放映されたテレビドラマ『若い季節』の映画版
（1962）である。テレビ版は、ゴールデンアワー枠の人気テレビ番組の宣伝力効果と

引き換えに、安い出演料で出演を承諾した渡辺プロ所属のポップ・シンガー多数から
なるオールスターキャストであった。レコード・セールス、コンサートチケット、映
画出演、そして何より推奨広告を通じて、セレブリティの収益化を図った。
『若い季節』およびすべてのクレージーキャッツ映画の中心的存在が植木等であっ
た。植木は、クレージーキャッツのバンドメンバーと共に『シャボン玉ホリデー』等
の音楽バラエティショーに出演し、その喧々たるキャッチフレーズや、おちゃらけた
動作で、多くのテレビ視聴者の心をつかんだ。また、テレビ版『若い季節』では主要
な役を演じた。植木とクレージーキャッツの映画出演歴は1962年以前に遡るが、1962
年 7 月公開の『ニッポン無責任時代』で初の大ヒットを収め、批評家からも多くの注
目を集めた。江藤文夫は、その映画批評で、この映画における植木の魅力とは、「演
技」ではなく「動作」を指す17。例えば、1962年に植木を一躍有名にした、ツイスト
と民舞を混ぜたような彼独特の「動作」にあると指摘する。同時に、彼のセリフは内
面性の表出ではありえず、ギャグとキャッチフレーズの連鎖であった。しかるに、植
木のこれらの映画への出演は、もはや演技ではなく、単なるお決まりのネタの披露で
しかなかった。
もちろん『平凡』も植木を大々的に取り上げはしたが、セレブリティ文化の基礎構
造における転換はそこでも明らかであった。すなわち、テレビに媒介された植木のセ
レブリティは、もはや『平凡』のグラビアやファングッズに依拠しない。植木は、日
本のテレビの「 5 秒 CM」の先駆け的存在であった。「 5 秒 CM」は、1962年に導入
され、日に何度も繰り返し放映されたが、人目を引くイメージと、耳に残る CM ソ

16 例えば、四条貫哉「渡辺美佐：女傑といわれる女の立場」
『キネマ旬報』318号（1962年 8 月
1 日）
、140頁。
17 江藤文夫「ニッポン無責任時代」
『キネマ旬報』320号（1962年 9 月 1 日）、85頁。
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ング、駄洒落の使用が特徴的であった。最初期の「 5 秒 CM」の一つに、植木を起用
した洋傘メーカー「アイデアル」の CM「何である、アイデアル」があるが、当時は
非常にうけた。
コメディアンのキャッチフレーズが、宣伝のキャッチコピーとなり、テレビが広告
化するにつれて、映画はテレビ化した。1963年以降、クレージーキャッツのメンバー
は皆テレビ CM に登場した。一方、石原裕次郎のような銀幕の大スターは、冠番組
『裕次郎アワー

今晩は裕次郎です』を持つことで、テレビと映画の境界を崩した。

結びにかえて
本稿の議論は、次の 5 点に要約される。
1 ）歌謡映画は、ブロードウェイの映画版とは異なるメディア・ミックス型の
ミュージカルである。
2 ）メディア・ミックスにおけるファンとスターの関係は、「雲の上」の「あこが
れ」ではなく、身近な欲望の対象、すなわち手の届くような関係である。それ
は、後のアイドル文化に通ずる特徴である。
3）
「三人娘映画」は、メディア・ミックスにおけるファンと「キャラ」の相互的
な関係を再帰的に前景化する。
4 ）1950年代後半、『平凡』はメディア・ミックスの要として、国民／民族規模の
「非同期型の視聴覚メディア」を構成した。
5 ）しかし1960年代前半までには、セレブリティ文化中心の座は、同期型視聴覚メ
ディアであるテレビに渡った。
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――アートシアター新宿文化を事例に――
ローランド・ドメーニグ（細川周平訳）

2012年10月21日、浅草の最後の映画館の灯が落ちた。1903年に日本で最初の常設映
画館として開館した電気館をはじめ、最盛期には数十の映画館が浅草六区に軒を連ね
ており、日本の映画文化の中心であった浅草は浅草名画座、浅草新劇場、浅草中映劇
場の閉館によって、映画の時代に幕を下ろした。
この数年間、東京だけで、シネカノン有楽町（2010年 1 月）、ライズ X（2010年 6
月）
、渋谷シアター TSUTAYA（2010年 9 月）、シネマ・アンジェリ（2010年11月）、恵

比寿ガーデンシネマ（2011年 1 月）、シネセゾン渋谷（2011年 2 月）、池袋東急（2011年
12月）、シアター N 渋谷（2012年 2 月）、上野東急（2012年 4 月）、新宿国際名画座、新

宿国際劇場（2012年 9 月）、浅草名画座、浅草新劇場、浅草中映劇場（2012年10月）、
三軒茶屋中央劇場（2013年 2 月）、銀座シネパトス（2013年 3 月）、渋谷東急、銀座テ
アトルシネマ（2013年 5 月）、吉祥寺バウスシアター（2014年 6 月）、三軒茶屋シネマ
（2014年 7 月）、丸の内ルーブル、新橋文化劇場、新橋ロマン劇場（2014年 8 月）、オー

ディトリウム渋谷（2014年 8 月）、新宿ミラノ座、シネマスクエアとうきゅう（2014年
12月）、TOHO シネマズ有楽（2015年 2 月） など30以上の映画館のカーテンが下りて

いる。
2014年末現在、日本全国の97％の映画館がデジタル映写装置を備え、新しいデジタ
ル設備の高いコストを支払えない映画館は終わりの日が見えているようだ。顔のない
シネコンプレックスが支配し、古い名画座、地方の映画館、小さなアートハウス系の
ミニシアターが次第に消えて、映画体験は実質的に変わってしまう。
映画館環境が激しく変化する一方、古い映画館の退場は映画劇場の歴史と映画館の
空間に新たな関心をもたらした。最近は、映画研究では上映の実践の論理に沿って映
画体験を理解しようという研究が増え広がり、映画館の歴史的発展に対する関心が高
まりつつある。しかし多くの映画史家は相変わらず文字通りにそのテーマを扱ってい
る。第一に映画の歴史を書くのであって、映画館の歴史を書いてはいない。これは日
本映画研究に関してもあてはまる。数十年にわたって海外でも日本映画史の知識を広
げるのを助ける研究が目立っている。一部の映画作家や彼らの作品、特定のジャン
ル、特定の時代のスタジオや映画について多くを知っているが、どこでどのようにし
てその映画が上映され、誰が見たのか、映画がどう受け入れられたかについてはほと
んど知らないに等しい。日本の映画館について知ることはなお少ない。
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以下ではそうして映画館のひとつ、アートシアター新宿文化について詳しく見てい
きたい。それは戦後日本のいかなる映画館よりも重要な劇場だったと言っても過言で
はないだろう。アートシアター新宿文化と新宿のカウンター・カルチャー運動の最盛
期――両者は密接に結び合っていた――だった1960年代末から70年代に本論は集中す
る。この時期、新宿は日本の若者文化のメッカだった。日本の前衛とカウンター・カル
チャーの中心、反政府プロテストと政治的抵抗の舞台、生まれつつあった日本のゲイ
文化、フォーク・ゲリラ、麻薬常用者、日本全国から集まり来たる家出青年、保守的
な中産階級日本の規範的力に抵抗する多くの力、これらすべてのホームは新宿だった。
アートシアター新宿文化に密接にかかわる特定の映画や人物を、1960年代末から70
年代初頭にかけての新宿の反文化的空間における人生と仕事（作品）、虚構と現実の
収束点の実例として検証する前に、映画劇場に関する二、三の一般的なことについて
述べておこう。映画館の空間は周囲の都市空間とは区別されるものの、私たちの注
意、知覚、確信に関して連続性もある。映画館の空間は映画と観客の接触の場として
機能し、スクリーン上に想像された可能な世界と私たち観客が生きる現実世界の移行
地点となる。特定の映像、特定の場面、さらに映画全体が私たち自身の日々の舞台化
に、私たちの知覚、思考、会話に拡大されうる。そこでは理想の身体、演技、行動を
夢見たり、自分の不完全な体と心を忘れることもできる。映画館の空間の暗闇のなか
でスクリーン上の映像と動作にさらされ、そのなかで登場人物と自分を比較する。そ
の比較には自分の社会的存在についての判断もまた含まれる。映画館空間は存在感と
共有された緊張を私たちに与え、それを持って映画館を出て街路に歩み出すのであ
る。
1960年代、オルタナティヴな映画館空間が生まれ、それに伴う言説が湧きあがり、
映画体験の変化をもたらした。エクスパンデッド・シネマの様々な試みが映画館空間
の限界に注意を向けさせた。シネクラブ、学生映画運動、フェミニスト映画サーク
ル、あらゆる種類の討論会が映画館空間の規範性に疑問を呈し、オルタナティヴな配
給システムが商業映画の優位に挑戦した。
こうしたオルタナティヴ映画配給システムのひとつが、1961年、日本の大手映画会
社が見逃してきたヨーロッパのアート系映画を配給するために設立された日本アー
ト・シアター・ギルド（ATG）だった。というのも既存の大手映画会社は製作だけで
なく、もっと重要なことに配給と興行でも国内の映画市場を支配していたからだっ
た。日本映画の第二黄金時代とされている1950年代には、日本の大手映画会社がマー
ケットシェアを拡大するにつれて、外国映画のシェアが縮小した。儲かりそうにない
外国芸術映画は敬遠されるようになり、特に作家性の強い映画が配給されにくくなっ
てきた。その穴埋めのために設立された ATG は、大手が手を出さない非商業主義的
な外国映画を日本で配給した。オーソン・ウェルズ、ジャン・コクトー、イングマー
ル・ベルイマン、ルイス・ブニュエル、フェデリコ・フェリーニ、セルゲイ・エイゼ
ンシュテインなど既成の巨匠をはじめ、ジャン＝リュック・ゴダール、フランソワ・
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トリュフォー、アニエス・ヴァルダなどフランス・ヌーヴェルヴァーグの映画作家、
イェジー・カワレロウィッチ、アンドレイ・タルコフスキー、セルゲイ・パラジャー
ノフなど東欧の若き才能、そしてサタジット・レイやグラウベル・ローシャなど第三
世界の代表的な監督の映画までが、ATG によって日本で紹介された。ATG は世界映
画の豊かさとその新しい展開を認識させるに重要な役割を果たしてきた。と同時に、
ATG は、勅使河原宏、羽仁進、黒木和雄など日本の自主製作監督の作品も配給した。
1968年に ATG は自ら映画を製作し始め、その後の20年間、日本の独立映画の最も
活発で実験的な場のひとつとなった。この時期の最も重要な日本映画の多くが ATG
によって製作・配給された。設立当時、日本は外国為替管理のもとに輸入外貨割当制
を実施し、外国映画の輸入を制限していた。既成の輸入会社は本数割当を受けてその
枠の中で輸入していた。ATG は当初は東和の割当を使って、主にヨーロッパの芸術
映画を配給した。東和の川喜多かしこは1958年に ATG の前身である《日本アート・
シアター運動の会》の開祖の一人で、夫の川喜多長政と一緒に ATG のもっとも強力
な推進者であった。1966年に、ATG が増資した際、東和は一千万円を出資し、東宝
と並んで ATG のメインスポンサーになった。
ATG が配給した映画は、それまでにない画期的な方式で選定された。主として映
画批評家によって構成された作品選定委員会は、商業的な観点からではなく、もっぱ
ら芸術的な観点から作品を選択した。ATG のもうひとつの特色は、客の入りに関係
なく、原則として最低一ヶ月間は上映することを取り決めていたことである。
1962年 4 月に営業を始めた時、ATG は日本の大都市の映画館10館を傘下に擁して
いた。東宝、三和興行、江東楽天地、テアトル興行、OS 興行の 5 社は合わせて資本
一千万円、全国に10館の映画館を提供し、アートシアターチェーンを成立させた。
ATG の主力劇場は三和興行が提供したアートシアター新宿文化であった。1937年東
宝の契約館として建てられた新宿文化劇場は、戦後は三和興行によって経営され、三
和興行社長の井関種雄が ATG の初代社長に任命されたとき、「アートシアター新宿
文化」に改名され、新しい事業の拠点となる決定が下された。アートシアター新宿文
くず い きん し ろう

化が得られた伝説的な名声はすべて劇場の支配人になった葛井欣士郎に帰せられなく
てはならない。彼こそ他のだれよりも ATG の創造精神と先鋭的実験性を代表する。
皮肉なことに彼は ATG に公式には所属しなかったのだが。彼はずっと三和興行の雇
い人に留まったが、まさに ATG に公式に所属しなかったからこそ、独立した姿勢を
保ち、自由な精神を守ることができた。葛井はアートシアター新宿文化を新宿のホッ
トスポットのひとつとし、日本のカウンター・カルチャーの潮流、前衛の流れの背後
にある駆動力のひとつにした。
葛井は前衛美術家岡本太郎の助けで劇場を改装し、アートシアター新宿文化を高尚
な映画館に造り変えた。映画館全体を暗い灰色に塗り、看板やポスターほかあらゆる
けばけばしい広告を廃し、カラフルな装飾を一切使わないモノトーンな鉛色の装いに
仕立てた。席数を600から400に縮小し、ヨーロッパから輸入した人間工学的な座席を
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設置した。座席はゆったりとして、他の映画館のようにぎゅうぎゅうで座り心地が悪
いということはなかった。観客は他の映画館でやってきたように、ただ上映中に入っ
たり出たりするのではなく、遅れてきた観客を次の上映が始まるまで待つようにさせ
た。
アートシアター新宿文化は、新宿駅の東側の賑やかな最中にあったものの、「納骨
堂」とも呼ばれるように、周囲の街から鮮やかに孤立した平静な場所であった。周辺
の派手な街区とまったく切り離された感覚を作り出したアートシアター新宿文化は、
ある意味でペーター・クベルカがニューヨークのアンソロジー・フィルム・アーカイ
ヴやウィーンのフィルムミュジアムのために創造したブラックボックスを10年先駆け
ていた。
アートシアター新宿文化はそれまでの日本にはないユニークな映画館及び都市空間
であった。新しい文化の匂いに敏感な人々の溜まり場として、アートシアター新宿文
化は、紀伊国屋の本屋、ピットインのジャズクラブ、風月堂の喫茶店と並び称される
1960年代の新宿の目印になった。
映画上映が終わると葛井は、前衛的劇団に劇場を舞台として提供した。エドワー
ド・オールビー、ハロルド・ピンター、サミュエル・ベケット、タンクレート・ドル
スト、ジャン・ジュネなど外国劇作家の多くの戯曲が新宿文化で日本初公開され、三
島由紀夫、寺山修司、唐十郎、別役実、清水邦夫など前衛的な日本劇作家の戯曲も新
宿文化で上演された。このようにアートシアター新宿文化は日本の最も重要な映画館
のひとつであったばかりか、舞台はとても小さかったにもかかわらず、日本の小劇場
運動の拠点でもあった。
演劇のほか、葛井は実験映画も新宿文化で上映した。城之内元晴、飯村隆彦、ドナ
ルド・リチーなど実験的な作家の作品を紹介するとともに、ATG のロゴをデザイン
した伊丹十三が作った短編や個人映画上がりの大林宣彦の短編をはじめて劇場で上映
した。1965年に足立正生が日大の新映画研究会の同輩と一緒に自主制作した『鎖陰』
が最初の《ナイトロードショー》として新宿文化で上映された。特別オールナイト上
映会は日本では以前からあったが、夜間興行、つまり夜 9 時以後定期的にレイト
ショーを行うのは、アートシアター新宿文化が最初であった。『鎖陰』は大入り満員
の成功を収めた。そこからヒントを得て、大島渚は翌年に新宿文化の支配人の葛井欣
士郎にアプローチし、創造社が初めて完全に自主制作した『ユンボギの日記』をレイ
トショー公開させた。
1967年、葛井はアートシアター新宿文化の地下にあった楽屋と従業員の控室として
使われていたおよそ100平米の空間を改造し、小劇場を作った。新宿文化で以前上映
されたケネス・アンガーの『スコピオ・ライジング』からヒントを得て三島由紀夫が
さそり

「蝎 座」と名付けた（支配人の葛井欣士郎の「葛」が含まれることもある）1 この小劇場
は、日本初のアンダーグラウンド劇場である。1967年 6 月20日に『ジプシーの娘』と
いう小松原庸子のフラメンコリサイタルでオープンした「映像と実験演劇のためのア
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ンダーグラウンド蝎座」は、世界のアンダーグラウンドカルチャーの表現空間と肩を
並べる劇場であった。1967年 8 月に最初に蝎座で上映された映画は、日本大学芸術学
部映画研究会、VAN 映画科学研究所の流れを汲み、日本におけるアンダーグラウン
ド映画の象徴である足立正生の『銀河系』である。そして以降、蝎座はアンダーグラ
ウンド映画の拠点となり、ベテランから若手まで多くの作家たちが活躍する場とな
り、のちにそこから少なくない ATG 映画作家も誕生していくこととなる。
上映や上演が終わると、蝎座はいわゆる《絨毯バー》に変わり、あらゆるアーティ
ストが集まって朝まで飲んだりする場所ともなった。そこでお互いに刺激を与え合
い、時に横断していく、様々な映画のアイデアを生み出していったのである。
アンダーグラウンド蝎座はすぐに実験映画と前衛演劇の代表的な中心となり、後に
続く他のアンダーグラウンド劇場のモデルとなった。映画と演劇のほかにコンサー
ト、リサイタル、ハプニング、ダンスのパフォーマンスも行われた。忘れ難いイベン
トのひとつは1968年12月に催された浅川マキのデビュー・コンサートである。その演
出は他ならぬ寺山修司が担当した。浅川マキのそうそうたるデビュー・コンサートは
録音され、レコードとして発売された。LP が発売される前に「夜が明けたら」と
「かもめ」の 2 曲はシングル盤で発売され、そのジャケットには蝎座の前の浅川マキ
を撮った写真が使われた。浅川マキは最高級のジャズとブルース歌手で、この時期の
新宿の文化の権化になった。年に 2 度、夏と年末に蝎座でコンサートを開いた。蝎座
が1975年 1 月に閉館になる最後の最後のイベントは彼女の「さよならコンサート」で
あった。
アートシアター新宿文化で開催されたもうひとつの画期的なイベントは、暗黒舞踏
の創始者土方巽による連続物『四季のための二十七晩』だった。「燔犠大踏鑑・第二
次暗黒舞踏派」結成記念公演として1972年10月25日から11月20日までの27夜にわたっ
て行われたこの大イベントは、 5 作の連続パフォーマンスから成る画期的な舞踏劇
だった。この記念碑的な舞台が土方の究極的な傑作とも言われている。こうした例か
ら明らかになるように、アートシアター新宿文化とアンダーグラウンド蝎座は映画や
演劇にとってのみならず、日本の音楽とダンスにとっても重要な役割を果たした劇場
であった。
蝎座の開場から 5 日後、ATG は今村昌平の（フェーク） ドキュメンタリー『人間
蒸発』（1967）をアートシアター新宿文化で封切った。これは ATG が共同製作社とク
レジットされている最初の映画である。配給だけでなく製作にも踏み切るという考え
は1965年に固まった。1965年12月に日韓条約の締結に合わせてアートシアター新宿文
化でレイトショーとして公開された大島渚の『ユンボギの日記』とアートシアター新
宿文化で記録破りの大成功を収めた『忍者武芸帳』、そして1966年 4 月にブニュエル
1

蝎座の「蝎」は「虫」と葛井の「葛」から草冠を取った部分を組み合わせた字で、蝎座の
マークとして、三島のローマ字の頭文字でもある星座記号の ♏ が使われた。
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の『小間使の日記』と 2 本立てで公開された三島由紀夫の唯一の監督作品『憂国』の
興行的な成功は、ATG がまもなく独立プロダクションと提携して自主製作をはじめ
る基礎になったのである。
これまで ATG 劇場チェーンの興行収入を逆算した結果、ATG は一千万円の予算
で映画を撮れば制作費が回収できるだろうと予想した。『人間蒸発』はドキュメンタ
リー映画だったが、劇映画でも一千万円でちゃんとした作品が作られ得るかはかなり
の冒険であった。ATG はこの挑戦を受け入れて、提携映画製作開始を宣言し、
「一千万円映画」という謳い文句を積極的に宣伝のために使った。
製作費は ATG と監督プロダクションが折半した。予算は他の一般映画に比べて少
なかったが、映画作家たちは製作会社からの干渉に悩むことなく、（限られた予算内
で）個人のアイデアを追求し自身の映画観を実現することができた。ATG 提携映画

は ATG の配給作品と同様に映画批評家や映画監督から成る企画委員会によって選ば
れた。それはまったく新しい映画製作法式で、プロジェクトが商業的価値を考慮した
上ではなく、第一に芸術的価値によって選ばれることを保証した。
新しい「一千万円映画」制度の最初の企画として大島渚の『絞死刑』が決定され
た。
『絞死刑』が結果的に抽象的な密室劇になった理由は、厳しい予算とも関係して
いる。一千万円という破格の低予算は、金がかかる風俗描写や環境描写を許さなかっ
た。若干のロケーションはあるが、『絞死刑』の大部分のシーンはひとつのセットの
みに撮影された。ちなみに、美術監督の戸田重昌がデザインした死刑場のセットは、
葛井欣士郎がアートシアター新宿文化の支配人になる前に勤務していた、廃館になっ
た芝園館という映画館の館内に組まれた。
初期の ATG の製作活動は、かつての松竹ヌーヴェル・ヴァーグの旗手であった大
島渚、吉田喜重、篠田正造が中心にいたのだが、まもなく松本俊夫、寺山修司ら他の
監督にもそれぞれの非常に個人的で実験的な夢を実現するチャンスが与えられた。別
の一派として、羽仁進、黒木和雄、東陽一などドキュメンタリー映画出身の映画作家
が挙げられる。さらに市川崑、岡本喜八、増村保造ら大手映画会社の監督に大手の撮
影所システムの中では実現できないプロジェクトを実現する機会が与えられた。この
時期の ATG 映画の中心的なプロデューサーはアートシアター新宿文化及びアンダー
グラウンド蝎座の支配人の葛井欣士郎だった。

アートシアター新宿文化と新宿の文化
映画における空間、映画館の空間、そしてその周囲の都市空間はいかにして ATG
映画に収斂したのだろうか。1960年代から70年代初頭にかけての新宿のカウンター・
カルチャーを記録した重要な映画の多くは ATG、そしてアートシアター新宿文化と
いう劇場と密につながっている。大島渚の『新宿泥棒日記』（69年）、新宿のゲイ文化
の生き生きしたスケッチである松本俊夫の『薔薇の葬列』（69年）、ATG 史上最大の
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スキャンダルを引き起した若松孝二の『天使の恍惚』（72年）、寺山修司の『書を捨て
よ町へ出よう』（71年）は、ATG が製作・配給した作のうち、新宿の熱気あふれるカ
ウンター・カルチャーを記録した最も傑出した例のほんの一部である。陽気な新宿
キャンプ文化を賛歌した岡部道男の日本最初の長編アンダーグラウンド映画『クレイ
ジー・ラブ』、若松孝二の『新宿マッド』
、その他数本の若松プロの映画は新宿を舞台
とし、新宿で撮られ、アンダーグラウンド蝎座で封切られた。アートシアター新宿文
化と新宿の文化はまさに折り重なり、映画に限らずそこで上演される演劇パフォーマ
ンスにも拡張された。上で挙げた映画のいくつかはアートシアター新宿文化が封切館
という以上の密接な関係を結んでいる。
新宿でオールロケ撮影した『新宿泥棒日記』は、1968年という激変の時点における
新宿の独特な文化を徹底して捉えている重要なドキュメントである。当時の新宿は、
東京の最も輝く盛り場で、アナーキーな活力に満ちるカウンター・カルチャーやアン
ダーグラウンド文化の中心であった。フーテン、ヒッピー、フォークゲリラ、ラリ
パッパ（睡眠薬、シンナー等を飲み、または吸引してハイになる者）、家出した若者、学
生運動活動家、アーティストたち等々、あらゆる人たちが新宿に集まり、新宿は芸術
的実験と政治的異議申立が並立する興奮溢れる街であった。『新宿泥棒日記』は大部
分が新宿の街路で撮影され、ある意味で新宿が映画の主人公になった 2 。この映画
は、新宿駅前の広場から紀伊国屋書店まで、アートシアター新宿文化の地下にある蝎
座の暗闇から花園神社境内の唐十郎の紅テントの暗闇まで、観客を新宿に案内する。
主要登場人物は、グラフィックデザイナーの横尾忠則、演劇界の鬼才唐十郎と状況劇
場の役者たち、紀伊国屋の社長の田辺茂一、性科学者の高橋鐵などのように、新宿を
拠点にした最も前衛的な芸術家たちや知識人であった。
『新宿泥棒日記』の、佐藤慶と渡辺文雄がセックスに関する即興の討論をするシー
ンは、実は蝎座で撮影された。上映や上演が終わると、蝎座はバーに変わり、大島渚
と創造社の仲間たちもそこでよく呑んでいた。だから『新宿泥棒日記』の飲み会の討
論シーンを蝎座で撮るのはごく自然なことだった。観客として創造社のメンバーのほ
か、監督の若松孝二、映画評論家の佐藤重臣、紀伊国屋の社長田辺茂一など、新宿を
拠点にした文芸人の多くが参加した。佐藤慶は撮影を次のように回想している。
あれは蝎座で、撮影する前に、入り口でみんなサントリーの角瓶を一本ずつもら
うんです、しばらく呑んでてくださいと。〔『新宿泥棒日記』の脚本にも関わった〕足

2

同じ時期、数本が新宿で撮影され、大手映画会社も1968年には新宿に関心を向けた。東宝は
『昭和元禄

TOKYO196X 年』（恩地日出夫）
、東映は『にっぽん ’69

セックス猟奇地帯』

（中島貞夫）
、日活はオムニバス映画『日本の若者たち』
（藤田敏八、河辺和夫、斎藤光正、
浦山桐郎）を新宿で撮った。日活作品は未完に終わったが、藤田と河辺が撮ったエピソード
は2002年に『にっぽん零年』の題で公開された。
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立正生の『鎖陰』を上映して、小一時間、呑んでるわけです。じゃあ、そろそろや
りましょうかと。16ミリと35ミリと両方で撮ってます。グラスのなかに小さなマイ
クを隠したり。それでナベさん（渡辺文雄）なんか興奮しちゃって、マイクの入っ
ているコップをガリガリガリっとやって録音の西崎さんがとびあがった（笑）。3
『新宿泥棒日記』は、唐十郎と状況劇場の役者が新宿駅東口広場で芝居公演のため
の宣伝パフォーマンスを行うシーンで始まる。このシーンによって新宿駅東口広場の
風景は異化され、日常と非日常とが隣り合って同居する。花園神社境内に建てられた
状況劇場の紅テントに上演された唐十郎の『由比正雪――反面教師の巻』の場面も映
画には出るが、それは実際の花園神社境内での上演で撮った映像ではなく、おそらく
再現したシーンである。状況劇場の花園神社での上演に対しては、公序良俗に反する
として地元商店連合会などが排斥運動を起こし、神社総代会から1968年 6 月以降の神
社境内の使用禁止が通告された。1968年 6 月29日を最後に状況劇場は花園神社を去っ
ていた。『新宿泥棒日記』の撮影はその日に始まった。
『新宿泥棒日記』は一九六八年六月二九日から撮影を開始した。脚本ができる前
である。この夜、新宿フーテン大集会なるものが開かれる予定であったからであ
る。しかし集会場所である花園神社には主催者らしきものはあらわれず唯の空騒ぎ
に終った。雨が降り始め一緒に来ていた東映の撮影隊などは帰った。私たちは新宿
駅東口で粘りつづけ、遂に駅東口交番への投石をカメラでとらえた。この一石こそ
は一九五二年以来新宿の交番に投じられた久々の一石であり、一〇月の騒乱の予兆
というべきものであった。4
花園神社で開かれた新宿フーテン大集会の主催者の一人が三菱重工業社長牧田與一
郎の末息子、牧田吉明だった。彼は日本で最も裕福な家庭のひとつの出だが、ブル
ジョアのライフスタイルと自分の家族の態度を憎んで、一族から別れアナーキズムに
転じた。しばらくの間、メディアで一種の有名人アナーキストとなった。彼の本拠地
は新宿で、ハプニングやパフォーマンス他いろいろなことをした。たとえば1968年 2
月24日、 2 人のやくざを撃って14人の人質を 4 日間取ってたてこもっていた在日の金
嬉老が逮捕されたその日に、牧田は新宿駅西口地下広場で金嬉老の声の録音を流しな
がら、表面を新聞紙で覆いそこに大きく「ダイナマイト」と書いた巨大な柱型のオブ

3
4

大島渚『大島1968』青土社、2004年、279頁。
大島渚『解体と噴出――大島渚評論集』芳賀書店、1970年、102頁。中島貞夫監督の映画
『にっぽん ’69

セックス猟奇地帯』の撮影クルーもその日花園神社に来て、集会の記録映像

を撮った。この映画は他にも『新宿泥棒日記』と共通点がある。たとえばそこでも唐十郎の
『由比正雪』の場面が使われ、横尾忠則がタイトル・クレジットの作者と記されている。
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ジェを新宿構内に立てた。そこで、自身も頭部を新聞で包まれながら、オブジェに縄
で縛り付けられるというハプニングを行った 5 。
その年の後には同じ新宿駅西口地下広場で背中に大きく「爆弾」と書いた段ボール
の爆弾ダミーを背中に担ぎ、裸で走り抜けるハプニングを行った。さらに1968年の末
には現実の爆破に関わった。奥多摩の工場からダイナマイトを盗み、いわゆるピース
缶事件に使われたとされる爆弾を作ったアナーキスト集団に資金を提供したようだ 6 。
同じ時期に、牧田は吉田喜重の最初の ATG 提携作品『煉獄エロイカ』（1970）でテロ
リストの役に抜擢された。
牧田の新宿駅西口地下広場の爆弾ダミーのパフォーマンスと『新宿泥棒日記』に記
録された新宿東口交番投石事件以降、新宿街頭の戦闘は激化し、1968年10月21日の国
際反戦デーに新宿騒乱が起きる。左翼街頭ゲリラによる本物の爆弾攻撃によって最高
潮に達した過激化は1971年、他のどの映画よりもその日の出来事に近づいた若松孝二
の『天使の恍惚』によって予告された。
ATG と若松プロダクションが提携制作した『天使の恍惚』の助監督を務めた和光
晴生も、1960年代から70年代にかけての新宿の映画的幻想と現実生活の収束の実例の
ひとつである。和光の場合もアートシアター新宿文化は決定的な役割を果たした。慶
応大学の学生だった和光は蝎座でボーイとしてアルバイトし、そこで定期的に若松プ
ロの作品が上映されたため、アートシアター新宿文化で若松孝二と足立正生と知り
合った。二人は彼を呼び入れ、和光は若松プロダクションで働きだした。『天使の恍
惚』では助監督として参加するだけでなく、武器弾薬を盗むために米軍基地に侵入す
る革命家という端役も演じる。数年後、和光は足立正生を追ってレバノンに発ち、日
本赤軍に加わった。1997年レバノンで逮捕され、2000年足立正生とともに日本に送還
された。2005年、日本赤軍のテロ活動に参加したとの疑いで終身刑を宣告された。
『天使の恍惚』はほとんど預言のように左翼ゲリラのテロリズムを予告していた。
左翼過激派が爆弾で交番を爆破する場面を撮影した数週間後に、いわゆる新宿クリス
マスツリー爆弾事件が起きた。これが左翼過激派による本物の爆破事件の始まりを告
げた。実際に爆破された交番はまさに若松が映画のための場面を撮った新宿三丁目交
差点にあり、そこはアートシアター新宿文化からほんの数歩のところにあった。
1971年のクリスマス・イブの爆弾事件は黒ヘル集団として知られる過激派グループ
によって実行された。この爆破に関わった黒ヘル集団の一人、梶原譲二は以降地下潜
5

松本俊夫はこのパフォーマンスの記録映像を『つぶれかかった右眼のために』で用いた。金
嬉老事件は岡部道男の『クレイジー・ラブ』他の数作の映画でも扱われている。大島は人質
事件が報じられた後、若松孝二と一緒に静岡県本川根町の現場まで行った。
『新宿泥棒日
記』には金嬉老をモデルとした鶴岡政男の絵画『ライフルマン』の場面を加えて、間接的に
事件に言及している。

6

このグループの活動資金は、牧田が親の家から盗んだ藤田嗣治のエッチングを売って得た
200万円で作られたとされている。
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伏し、13年後の1985年に出頭して 6 年間の懲役を受けた。梶原は、1967年に蜷川幸
雄、清水邦夫などが結成した劇団現代人劇場の俳優で、現代人劇場は定期的にアート
シアター新宿文化で公演した。クリスマスツリー爆弾事件の数週間前、梶原は清水邦
夫の戯曲『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』でアートシアター新宿文化の舞台に立
ち、爆弾でチャリティショーを爆破した疑いで裁判にかけられる学生を演じていた。
梶原譲二、和光晴生、牧田吉明は、1960年代末から70年代初頭にかけて、いかに幻
想と現実、人生と芸術が新宿で一体化していたか、アートシアター新宿文化で上映さ
れた映画やそこで上演された戯曲が現実に近かったかを示すほんの 3 例にすぎない。
アートシアター新宿文化はまるで新宿の街路で実際に起きることのリハーサルの舞台
だったといってもよい。
ATG の一千万円映画第一作目である大島渚の『絞死刑』の、足立正生によって作
られた予告編のなかで大島渚は絞首刑用のなわに首をつっこんで観客に直接 ATG、
アートシアター新宿文化の綱領宣言と受け取ることのできる言葉を話しかけている。
ぼくは君たちにアートシアターに座っていると思ってほしくない。ぼくらは君た
ちが街頭でデモするのと同じやりかたで映画を作った。この映画を君たちが街頭で
演技し、仕事し、戦い、憎み、愛するのと同じようにこの映画を見てほしい。この
映画を見ることは君たち全員にとって行動に違いないと思う。
これと同じように綱領的だったのが、寺山修司の最初の長編映画の題名『書を捨て
よ町へ出よう』だった。これは都市空間と映画館の空間と映画が相互関連したもうひ
とつの明快な例である。
『書を捨てよ町へ出よう』は寺山の最初の長編映画であると
同時に ATG と提携製作した 3 本のうちの 1 本である。ATG と映画を作り始めた時、
寺山はすでにアートシアター新宿文化と密接につながっていた。1966年11月、彼の戯
曲『アダムとイヴ――わが犯罪学』がそこで江田和雄によって舞台化されていた。主
役は露口茂によって演じられ、彼は数ヶ月後、アートシアター新宿文化のスクリーン
に今村昌平のアルターエゴとして『人間蒸発』に再登場した。翌1967年、寺山は劇団
天井桟敷を立ち上げた。天井桟敷の最初のプロジェクトの『青森県のせむし男』は
1967年 4 月、草月アートセンターで初演された。大成功を収めたため、『青森県のせ
むし男』は翌月にアートシアター新宿文化で再演された。ここでは1967年10月、寺山
の次の作『毛皮のマリー』が丸山明宏（三輪明宏）を主役に初演された。アートシア
ター新宿文化の近く、新宿三丁目界隈に生まれつつあったゲイ・コミュニティに支持
されたというのも大きいが、『毛皮のマリー』は大成功を収めた。寺山は翌年、アー
トシアター新宿文化で初演された『星の王子さま』も大成功を収めた。これもまた新
宿のゲイ・コミュニティの好みに合った戯曲だった。
『書を捨てよ！

町へ出よう』も最初は戯曲だった。戯曲版はステージ・ヴェリテ

の実験で、寺山は国内を旅行し各地から自作を舞台で朗読するよう若い詩人を招い
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た。
『書を捨てよ、町へ出よう』は寺山が書いた本の題名でもあった。本の装幀・本
文レイアウト・イラストを担当した横尾忠則はすでに天井桟敷のアートシアター新宿
文化デビュー作の美術デザインを担当していた。映画版の『書を捨てよ町へ出よう』
はこの先行する演劇版や書籍版の混合で、サッカーのテーマのような物語の要素は書
籍版に由来し、主役北村英明のような要素は戯曲版に由来した。映画は英明が直接観
客に話しかける場面から始まる。冒頭シーンで映写幕の半透明性、スクリーンの裏に
もっと自由な世界がありそうだという幻想と戯れる7。たとえば英明はここ（つまり映
画の中の空間で）は煙草を吸ってよいが観客が座っている映画館では許されていない

と話しかける。映画の最後には日光に対して映画は弱いとコメントする。映画は映写
される空間、つまり映画館に依存しているのだと語る。結局、映画版の『書を捨てよ
町へ出よう』は本に反抗するだけでなく（題名にあるようにそれは捨てられなくてはな
らない）、映画にも反抗している。

『書を捨てよ町へ出よう』は ATG と寺山自身がこの映画を製作するために立ち上
げた製作プロダクション人力飛行機社によって製作された。製作プロの名前と、映画
の間中、映される人力飛行機の映像は、1970年11月20日新宿の路上演劇として天井桟
敷が上演した『人力飛行機ソロモン』に由来する。新宿のあらゆる場所で上演された
街頭劇の中心にあるのは、街頭での革命との戯れ、俳優と観客と都市空間自体の間の
ダイナミックな相互反応だった。観客は劇団のメンバーによるミニ・パフォーマンス
に参加を呼びかけられ、巨大なペニス型のサンドバッグをたたくパフォーマンスや高
倉健への賛歌など、寺山はその一部を後に映画にも取り入れている。『人力飛行機ソ
ロモン』のパフォーマンスのひとつは 5 ヶ月後に映画版『書を捨てよ』が封切られる
アートシアター新宿文化の正面で演じられた。一人の天井桟敷の俳優がストリート・
ミュージシャンのふりをし、通行人にヤクザ映画スター高倉健の賛歌を一緒に歌いま
しょうと呼びかけた。アートシアター新宿文化の正面でこの「一つの歌を」というパ
フォーマンスが演じられたのは偶然ではないだろう。 1 年前から蝎座で 3 度にわたっ
て高倉健特集が上映され、その目と鼻の先、新宿東映という劇場では高倉の最新作
『昭和残侠伝 死んで貰います』がちょうど上映されていた最中だった。映画版『書を
捨てよ町へ出よう』で胸を半分はだけてドスを構える高倉の巨大サイズの看板は、学
生活動家の間で非常な人気を誇ったマキノ雅弘の映画への明らかな言及だった。彼ら
は映画を語る街頭劇が演じられている新宿のまさに同じ街頭で警官と戦っていた。
アートシアター新宿文化及びアンダーラウンド蝎座、日本アート・シアター・ギル
ド、新宿地区の例から、本論は映画、映画館の空間、都市環境の間の相互関係と結合
の実例を描いてきた。ここで描いた映画と人々はすべてアートシアター新宿文化と密
7

寺山は子供の頃、母の義父に引き取られ、祖父が経営する映画館の劇場スクリーン裏で寝泊
まりして育った。
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接に結びついていた。これは最終的には映画館をはるかに超える存在だった。1960年
代から70年代初頭にかけての新宿の熱っぽいカウンター・カルチャーの最大の見せ場
のひとつである以上に、アートシアター新宿文化はまさしくその新宿の文化のたえま
ない再発明と進歩に欠かせないエンジン兼触媒だった。
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――『祇園の姉妹』
（1936）の場合――
木下千花

溝口健二監督作品『祇園の姉妹』は1936年10月15日に松竹系劇場で封切られた。製
作会社・第一映画がすでに倒産していたため宣伝はほとんど行われず、興行成績は振
えれじい

るわなかった。しかし、前作『浪華悲歌』（第一映画、同年 5 月28日封切）に続くリア
リズム現代劇として封切時から絶讃され、批評家の投票による『キネマ旬報』ベスト
テンでは1936年度日本映画第 1 位に輝くことになる。長回しを体系的に使用した『祇
園の姉妹』は、日本映画の最初の「黄金時代」たる1930年代の一つの映画美学的な到
達点を示し、1937年 9 月の日中戦争開戦に伴う映画統制・検閲強化の前夜、反逆のヒ
ロインは社会批判の叫びを上げた。――だが、私たちは本当に『祇園の姉妹』を知っ
ているのだろうか。本稿はこう問うところから始まる。
戦後に映画を見始めた観客の『祇園の姉妹』体験はどれも69分前後の現存プリント
に基づいており 1 、物語の概要は以下のようなものになる。祇園乙部のモダンな芸
妓・おもちゃ（山田五十鈴）、その姉で昔気質の梅吉（梅村蓉子） の二人を中心とし
て、梅吉の元旦那で店が倒産してから姉妹の家に居候する古沢新兵衛（志賀廼家辨
慶）
、古沢と梅吉の知り合いの骨董商・聚楽堂（大倉文男）、おもちゃに気がある呉服

問屋の番頭・木村（深見泰三）、その主人・工藤（進藤英太郎）ら男たちとの関係を描
く。おもちゃは芸妓と客の関係を搾取のバトルとして捉えており、古沢を追い出して
聚楽堂を梅吉の旦那にすることを目論見、木村には反物を貢がせながらまんまと工藤
を旦那にする。ところがこれらの策略は露見し、木村に自動車から落とされて大けが
をしたおもちゃは、病院のベッドで芸妓制度を批判する。
『映画検閲時報』が示すとおり、この作品は内務省によって108メートル（ 3 分56
秒）に及ぶ切除を受けた 2 。しかし、それでも1936年に検閲通過して公開された版は

2508メートルの10巻作品であり、91分25秒あったはずである。いったい残りの17分は
どこへいってしまったのだろう。こうした場合、最初に疑ってみるべきは連合国（実
質アメリカ） 占領下の映画検閲である。板倉史明がその画期的な論考で示したとお

り、軍の諜報機関たる CCD（Civil Censorship Detachment、民間検閲支隊）は、1946年

1

東京国立近代美術館フィルムセンターの所蔵フィルムリストに基づく。「祇園の姉妹」
（http://nfcd.momat.go.jp/index.php）、2014年 3 月17日。

2

内務省警保局『映画検閲時報』第23巻（1936年 7 ―12月）不二出版、1985年、980―81頁。
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1 月28日から日本全国に残った日本映画旧作プリントを網羅的に検閲して再映予定の
有無を問わず認証番号を与え、「マスター・リスト」を作成した 3 。現行版のタイト
ルでは「大映株式會社提供」のクレジットとともに「A560」の番号を確認すること
ができるが、「マスター・リスト」によれば、
『祇園の姉妹』は1946年 5 月11日に「全
八巻」が “passed w/ deletions”（一部削除の上で公開許可）としてこの認証番号を与え
られている 4 。そのうえで、『讀賣新聞』広告欄によれば、1946年 9 月17日に大映配
給のもとに公開されたようだ 5 。「くめどもつきぬ不朽の名画の三昧境！

装ひ新た

6

に特別公開迫る」とは実に意味深な謳い文句である 。
この作品について CCD の詳しい検閲報告は発見されていないため、アメリカ占領
軍によって行われた削除が17分にのぼった可能性も捨て去ることはできない。しか
し、生々しい反証を与えてくれるのは松竹大谷図書館所蔵の『祇園の姉妹』の検閲台
本である。ここには内務省印や削除箇所の墨塗りとともに、赤ペンで書き加えられた
メモがあり、斜線で消されている部分はほとんどの場合、現行版に存在しない。赤ペ
ンが削除しているのは、非民主的とか封建的とか卑猥とかいうよりむしろ、おもちゃ
についての本筋とは直接の関係がないエピソードである。松竹があらかじめ 2 巻分を
削除した上で 8 巻として CCD に提出し、マイナーな削除を受けたと見るのが妥当だ
ろう。CCD は日本映画の旧作を “suppress”（公開禁止）するにあたってまったく躊躇
する必要がなかったので、内務省のように面倒なカットを行ったとは思われない。後
に見るように、1936年の時点で内務省検閲官によるカットは法的なグレーゾーンにあ
り、最小限のカットで最大限の「治療」を行うことに職業的なプライドを賭けてい
た。 2 巻にも及ぶカットをシークェンス単位で平然と行うことができたのは、フィル
ムを所有する松竹であろう。
本稿は内務省の検閲を主題としており、1946年に行われた削除については意図や事
情を説明する資料も見つかっていないため、本格的な分析を行うことはできない。だ
が、今回、かつて存在したフィルムと少なくとも台詞は一言一句違わない検閲台本と
現行版を見比べてはじめて、小津安二郎が『祇園の姉妹』を溝口健二の代表作とみな
し、30年代の批評家が口を揃えて日本映画史を画する「大人の映画」と述べていた理
由の合点がいった気がする。
全体の 2 割近い尺数が削除されているにも拘わらず、検閲台本は現行版と筋書上ほ
3

板倉史明「占領期における GHQ のフィルム検閲――所蔵フィルムから読み解く認証番号の
意味」
『東京国立近代美術館研究紀要』第16号（2012年 3 月）、55―56頁。

4

“A Master List of Motion Pictures and Lantern Slides Censored by PPB District Station I,
Tokyo（October 1945 to September 1946）, Revised, 10 December 1946,” Box no. 8601,
CIS02811, 国立国会図書館憲政資料室。なお、この「マスター・リスト」の存在については
上記板倉論文から教示を得た。

5 『讀賣新聞』1946年 9 月16日朝刊には帝都座、日活神田などで翌日公開の広告がある。
6 『讀賣新聞』1946年 9 月12日朝刊、広告。
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とんど違いがない。再映時まだ十分なスター・ヴァリューがあった山田五十鈴のヒロ
インが行動するシーンが残され、志賀廼家演じる古沢をはじめとした中年男たちの日
常生活や性格の描写シーンが集中的に削られているからだ。魅力的な若い芸妓が浅知
恵をめぐらし、男どもを操ろうとするがあえなく失敗して家父長制批判を叫ぶという
物語をやや急ぎ足で追う、という現行版の印象はここに起因している。一方、古沢が
風呂で浄瑠璃を謡ったり、梅吉の家に掛け取りに来た御用聞きたちに支払いをした
り、さらには妻の田舎へ向かう夜汽車の中で番頭相手に酒をあおりながら、「こうな
つたら

儂の天下や

支配人になつてわしがいつてみ

ふても田舎者はあかん
営するがな

することなすこと姑息やさかい

営業成績は万点や

そうなつたら

なんと云

その中に独立で工場も

しめたもんや 古沢新兵衛にも

経

もう一と花咲かせてや

らんとな」と気焔を上げたりする一連のシーンがなくなることで、大枠としてのキャ
ラクターに変更はなくても、映画の時空間の中での厚みが減ったのは間違いない。工
藤についても同様だ。検閲台本によれば、終盤でおもちゃとの関係をなじる妻・おま
さ（川島なみ子）の攻撃はより激しく、しかも、溝口―依田一流の残酷さで店の従業
員にも丸聞こえであることが示される。現行版は「ええ年して

まだ極道がやみまへ

んのか」で終わっているが、その後、
店員「あ、きつちりいかれてけつかる」
おまさ「しよんべんたれの鼻垂れ丁稚からうちの養子にまで
て情ない

してもろた恩も忘れ

いつ迄も奉公人根性が抜けまへんのか、死なはつたお父さんに代つて

あてが離縁します、さといきやす、昔のべゝきて丹波のヒヨツクリ谷へお帰りやす」
という強烈なやりとりが続くからだ。こうした中年男たちの戯画的な風俗スケッチが
堆積し、社会関係の織物の厚い下地を成すことで、いささか抽象的な理念を山田五十
鈴の闊達なパフォーマンスで魅せるおもちゃ像がより一層際立つというものだろう。
なお、これは決して単なる「物語内容」の問題ではない。例えばここで検閲台本から
引用した工藤、おまさ、店員のやりとりは、いったいどういうキャメラ位置から、ど
のように演出したのだろうか。
しかし、オリジナルの『祇園の姉妹』が織り上げた風俗の細部を断ち切ったのは、
もちろん、プリントの権利保持者だけではない。内務省の検閲は、尺数を縮めつつ物
語の趣旨を変えないことを目標としたとおぼしき1946年の大幅削除とは大きく違い、
最小限の削除で最大限の意味の改変を目ざしただけに、別の意味で質が悪かった。
本章は、大谷図書館所蔵の検閲台本と現行版とをつき合わせてつぶさに吟味するこ
0

0

とで、
『祇園の姉妹』の何が検閲されたかを明らかにする。その結果、溝口健二と内
務省の双方にとっての掛金として、女性の身体とセクシュアリティをめぐる規範性が
浮上するだろう。こうした分析を有効に行うため、次節では、内務省の検閲官が何を
考え、何を目的に、どのような職務上の自意識を持って、具体的にはいかなる方法に
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則って検閲を行っていたか、いわば検閲官の論理を再構築する。そのうえで、内務省
の検閲基準、いわゆる「内規」の項目、とりわけこの作品で問題となった「風俗」条
項に照らしつつ、内務省の検閲官がいかに『祇園の姉妹』のラディカルな批判を骨抜
きにしようとしたか、検閲の実際をテクストに密着して詳細に分析する。
日本映画をめぐる言説においては、精神主義的・権威主義的な検閲官が「英米的」
といった言葉を振り回して理不尽・横暴かつ恣意的な検閲を行った、という印象が広
く共有されている 7 。このイメージは1939年映画法以降、さらに言うと1940年 7 月以
降に検閲が際立って強化されてからの時期については妥当であり、そもそも、アメリ
カ占領軍の検閲官と比べても「交渉」の余地が極めて限られていたことにも疑う余地
がない。しかし、本稿で扱う時期には、検閲官は書籍や雑誌記事などを通してしばし
ば検閲の「論理」と「目的」をつまびらかにしている。なお、私が言いたいのは、検
閲官も悪人ではなかったとか、日本映画の第一期黄金時代に貢献したとかいうことで
はない。私は日本の検閲が例えばハリウッドの映画製作倫理規定（いわゆるヘイズ・
コード）のように「生産的」に働いたとは考えていない 8 。だが、彼らの視点に戦略

的に同一化し、佐藤洋の言をかりれば「当時の映画文化を背後から見通す監視的視点
の追体験」9 を経ることなしに、どの箇所が、なぜ検閲されたのかはわからず、翻っ
ては、彼らに対する溝口の闘いを理解することもできないだろう。このように、検閲
官サイドの思考と論理を跡づけ、検閲を極めて非対称な権力関係の中での「折衝」の
プロセスとして捉えるという点で、本章はアメリカ映画史における映画製作倫理規程
研究とともに、戦前の出版検閲研究における近年の成果に触発されている10。
7 『ハナ子さん』
（1943年）についてのマキノ正博の証言、マキノ雅裕「親子二代活動屋人生」
岩本憲児・佐伯知紀編著『聞書きキネマの青春』リブロポート、1988年、230頁。この作品
が大幅な削除を受けたことは『検閲時報』に照らして間違いないが、マキノの証言は二転三
転している。紙屋牧子「
『ハナコサン』
（マキノ正博、1943年）の両義性――『明朗』な戦争
プロパガンダ映画」
『美学』第63巻 1 号（2012年 6 月）、109頁。統制下に監督になった黒澤
明は、1978年に書かれた『蝦蟇の油――自伝のようなもの』（岩波現代文庫、2001年、228―
30頁）で「彼等の事を思い出すと、思わず身体が慄えてくる」と言うほど検閲官を憎悪し、
「精神異常者」と罵っている。
8

1930年に作成され、1934年から厳格に適用されるようになった映画製作倫理規定（プロダク
ション・コード、通称ヘイズ・コード）はハリウッドの業界内自主規制であり、正確に言う
と検閲ではない。規定全文の見事な翻訳として、加藤幹郎『視線のポリティクス――古典的
ハリウッド映画の戦い』筑摩書房、1996年、160―74頁がある。映画製作倫理規定による直接
的な性と暴力の描写の禁止が「生産的」に作用し、古典的ハリウッド映画の洗練された演出
や意味深長な省略に繫がった、という見解は多くの研究者・批評家に共有されている。
Richard Maltby, Hollywood Cinema（Oxford: Blackwell, 1995）
, とりわけ pp. 339―344; Lea
Jacobs, The Wages of Sin: Censorship and the Fallen Woman Film, 1928―1942（Berkley:
University of California Press, 1995）.

9

佐藤洋「『検閲室の闇』のイメージをいかに継承するか。
」
、田島太郎著『検閲室の闇に呟
く』牧野守監修、最尖端民衆娯楽映画文献資料集18、ゆまに書房、2006年、416頁。
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検閲官という仕事
日本における映画検閲の歴史は「活動写真」が見世物や演劇と分化され、ミディア
ムとして立ち上がってくる1910年代に遡るが、本章が扱うのは、内務省検閲の時代
（1925―39） である 11。1925年 7 月、内務省の省令「活動写真『フヰルム』検閲規則」
（以下、
「検閲規則」
）が制定施行され、同省警保局が日本全国の検閲を一元化して掌握

する体制が確立された。一方、1934年には政府に映画統制委員会が設立され、映画を
国民の善導・啓蒙の手段として積極的に「指導」「統制」しようという動きが顕在化
していたが、こうした動きは内務・文部・厚生の立案による「初の文化立法」たる映
画法（1939年）の成立として結実し、総動員体制のなか、国家目的のため映画産業と
文化を隅々までコントロールする法的基盤が整った。
「検閲規則」時代はある意味で検閲制度の安定期であり、プリントが現存している
作品もそれなりな数にのぼるため、
「映画」のアイデンティティについてのメディア
史的なアプローチやその社会的役割についての文化政策研究ばかりではなく12、検閲
された映画と向き合うテクスト分析にも大きな可能性が開かれているはずだ。現に、
近年、ジェンダーとセクシュアリティを中心としたイデオロギーに着目する研究にお
いて、
『検閲時報』を参照しつつ個別の映画を検討する良質のテクスト分析が現れつ
つある13。しかしながら、1930年代の日本映画と検閲の関係についての言説で今なお
主流をなすのは、被害者＝映画作家側の証言や聞き書きである。だが、1940―41年の
情報局における雑誌検閲についての佐藤卓己の研究を読めばわかるとおり、戦後、多
くの文化人は虚言や曖昧な記述によって文化統制の「協力者」から「抵抗するヒー
ロー」へと自画像を描き変えている14。映画作家たちの証言を噓と断定する必要はな
いが、明らかに裏を取らなければならない資料である。
「裏」はフィルムそのものとともに、内務省側の記述から取らねばならない。
「検閲
10 紅野謙介『検閲と文学――1920年代の攻防』河出書房新社、2009年など。
11

戦前日本の検閲制度全体を俯瞰する概説として、奥平康弘「映画と検閲」
（今村昌平、佐藤
忠男、新藤兼人、鶴見俊輔、山田洋次編『講座日本映画 2

無声映画の完成』岩波書店、

1986年）
、302―5頁。牧野守『日本映画検閲史』（パンドラ出版、2003年）は一次資料の復刻
を含み、資料的価値が高い。
12 この時期の映画検閲の制度的・法的側面とそれに関する言説については、加藤厚子の優れた
論考「映画法策定過程における検閲制度の再構築」『メディア史研究』第28号（2010年 9
月）
、23―40頁がある。
13

河野真理江「上原謙と女性映画――1930年代後半の松竹大船映画における女性観客性の構
築」
『映像学』第八七号（2011年）
、32頁、御園生涼子『映画と国民国家――一九三〇年代松
竹メロドラマー』東京大学出版会、2012年、宜野座菜央見『モダン・ライフと戦争――スク
リーンのなかの女性たち』吉川弘文館、2013年。

14 佐藤卓己『言論統制――情報官・鈴木庫三と教育の国防国家』中公新書、2004年。
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にやられた」という類の証言があれば、
『検閲時報』の「制限ノ部」の記述に照ら
し、さらなる細部については検閲台本にあたるしかない。松竹大谷図書館は戦前の検
閲台本を少なくとも20本程度所蔵しており、松竹が配給し所有したおかげで『浪華悲
歌』
『祇園の姉妹』の検閲台本が大谷図書館に残されているのは幸いである。とはい
え、内務省はアメリカの「映画製作倫理規程」にあたるような検閲標準の正式公開は
行っていないし、ヘイズ・オフィスや GHQ と違ってダメ出しの理由を文書で残して
くれたわけでもない。実は「検閲内規」は存在していたのだが、撮影所に対する正式
通達として配布されたわけではなく、検閲官の非公式なスピーチや書物を通して開陳
されるばかりであった。こうした状況のなか、検閲に携わった内務官僚が著した 2 冊
の書物、柳井義男『活動写真の保護と取締』（有斐閣、1929年）と田島太郎『検閲室の
闇に呟く』（大日本活動写真協会、1938年）は極めて重要な資料と言える15。
「検閲規則」時代の映画検閲の組織は、柳井や館林三喜男のように高等文官試験を
通った現在の「キャリア」に当たる事務官と16、田島のように映画検閲という専門業
務に特化した任用の「ノンキャリア」によって構成されていた。1925年 7 月、田島以
下検閲官 6 人の体制で内務省の検閲は開始されたが17、翌年 4 月には早くも検閲官が
10人に増員され18、10人体制は『検閲室の闇に呟く』執筆の頃まで続く19。主任の田
島や戦後は社会学者になる増谷達之輔は高文試験にこそ通っていないものの旧制高校
から東京帝大に進んだ「学歴貴族」であり、他のノンキャリア検閲官もほとんどが大
卒であった20。巡査出身者が多かった書物のノンキャリア検閲官に対して映画担当が
高学歴だったのは、外国語の必要性によるものと考えられる。
1934年後半に映画検閲官（おそらく田島） が書いた「発声映写機増設に要する経
費」という書類が国立公文書館によって公開されている21。トーキー検閲の苦しい実
情を描写し、トーキー映写機を 2 台から 4 台へ増設するよう要望するこの文書は、検
閲現場の声として貴重な資料である。以下、この文書を中心として検閲の作業プロセ

15 これ以降、この 2 冊からの参照・引用は本文中の（
16

）内に頁数を示す。

柳井については加藤厚子「柳井義男『活動写真の保護と取締』解説」（牧野守監修『日本映
画言説大系 第Ⅱ期 映画のモダニズム期12

活動写真の保護と取締

柳井義男』ゆまに書

房、2004年）
、 2 ― 3 頁。
17 「蒸し風呂のような暗室で汗」
『讀賣新聞』1925年 7 月 2 日朝刊、 5 頁。
18 「人も機械も増し充実する映画の検閲」
『讀賣新聞』1926年 4 月 6 日朝刊、 5 頁。
19 検閲官の人数に言及している田島の随筆「歪める映像」の初出は『フォトタイムス』第12巻
第 7 号（1935年 7 月）である。なお、田島の死後、1942年までには12人に増員されている。
塚原政恒「映画検閲制度の研究――映画配給社職員養成所講演録」『映画旬報』1942年10月
21日号、30頁。
20 「フィルムを切るはさみの神経――新進気鋭の映画検閲官・小菅芳次氏との一問一答」
『東京
朝日新聞』1934年 4 月 2 日夕刊、 3 頁。田島の伝記的情報については「田島太郎氏ノ逝去ヲ
悼ム」『日本映画』1939年 1 月号、177頁。竹内洋『学歴貴族の栄光と挫折』講談社学術文
庫、2011年（原著1999年）
。
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スを再現してみよう。検閲官はまず担当映画作品の検閲台本の下読みを行う。外国語
映画の場合、配給会社が和訳をつけて提出するが、検閲官は原文に照らして意図的な
／過失による誤訳をチェックしなければならない。 1 本平均 3 時間かかるこの作業
は、この時期、勤務終了後自宅へ持ち帰って行うことが常態化していた。トーキー映
画は使用言語を問わず、 3 、 4 回の映写＝査問を行うのが理想とされる。 1 回目は画
面に集中し、 2 回目は台本とつき合わせて台詞の聞き取りに専念、 3 回目にようやく
「発声ト画面トノ合成スル効果ニ就キ綜合的ニ考察」するからである。この時期、通
常の査問では検閲官一人が 1 本を担当し、複数で対応するのは問題作の場合のみだっ
た22。映写中、削除と判断すると検閲官がブザーを押して知らせ、映写技師が該当箇
所に目印の紙片を挿んだ。実際にフィルムをカットしてスプライサーで繫ぐ作業は申
請者である映画会社の従業員が行う。削除がある場合、正確さを期し、効果を確認す
るため、第 4 回目の査問映写が行われた。こうしたプロセスの中で、担当検閲官が同
じ作品を繰り返し見直すのは普通であり、田島は17回という記録を誇っている（41）。
査問が終われば検閲官は「制限事項」（削除箇所と尺数）などを記した書類を作成し、
セルロイドのフィルム上に「検閲済」印と検閲番号を物理的に押捺・穿孔するが、こ
れは CCD 認証番号や映倫番号と違って映写して視認するものではない（柳井 456）23。
なお、
「映画は日銭を稼ぐ商売」であるため、検閲当局も原則として申請があればそ
の当日に査問を済ませることを原則としていたという24。とりわけ、正月公開作を御
用納めまでに検閲する12月末は多忙を極め、真夜中まで映写が続いた25。
キャリア事務官がどの程度日常的に映写室での査問に加わっていたのかはわからな
い。だが、いったん検閲保留とされた『浪華悲歌』のようなケースでは、同作品につ
いての依田義賢の証言からもうかがえるとおり、問題作の監督を呼んで説明、説得、
叱責、あるいは恫喝を行う場合、対面して相手になったのは映画検閲部門の管理職た
る事務官だった26。「活動写真と云ふものについては、幼少の頃から趣味がありまし
た」（554）と述べる柳井、アメリカなど海外へ映画検閲の査察に行って帰朝したばか
りという小菅芳次のように27、映画に関心のある者もいただろうし、そもそも勉強神
経の発達した学歴貴族だから、映画というミディアムの特色と検閲の肝を要領よく押
さえることはできただろう。しかし、『浪華悲歌』の通検が決まった後で依田に「検

21 「発声映写機増設に要する経費」
、JACAR（アジア歴史資料センター）Ref.A05020156000、
種村氏警察参考資料第36集（国立公文書館）
。
22 柳井義男「映画検閲始まる」大霞会編『続内務省外史』地方財務協会、1987年、47頁。
23 板倉「占領期における GHQ のフィルム検閲」
、54頁、図 1 。
24 柳井「映画の検閲」
、739頁。この原則は台本を持ち帰って読んだという話と矛盾するため、
トーキー化によって事情が変わったのかもしれない。
25 たとえば「春を賑はせる映画六千巻」
『東京朝日新聞』1928年12月28日夕刊、 2 頁。
26 依田義賢『溝口健二の人と芸術』田畑書店、1970年、55―56頁。
27 前掲「フィルムを切るはさみの神経」
。
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察官なんてもんは、ガキだね。何も知らないよ君」と嘯いた溝口のように、戦前の映
画人たちが事務官について無知だとか観念的だとかいった印象を抱いたのも事実で
あった28。
こうした犠牲者たちの印象記が広く流布したため、現在までほとんど論じられて来
なかったが、毎週 5 ・ 5 日（土曜日は午前のみ）、 1 日 7 時間前後、集中して映画を分
析し、空き時間には業界誌・一般誌・新聞の通信欄・批評欄に目を通し、原作になり
そうな小説を読み漁り、結果的に短編も含めれば年に数百本の映画を熟視していた現
場の検閲官たちは、実務経験をとおして「映画がわかる」という強い自信を培ってい
た（162―74、および前掲「発声映写機増設に要する経費」）。そして、この自信は二つの
形態を取って発露する。
第一に、美的判断からは無縁であるという建前の検閲官が、しばしば自らの趣味の
高さ、
「まともさ」を誇示したいという誘惑にかられ、屈している。最も奔放に見解
を示したのは増谷であろう。
「本当に全精神を打込んで出来上がつてをるやうな立派
な写真に対しては、手が触れにくいのです、例へばこの間の日活の『人生劇場』
」
、と
内田吐夢の1936年作品を挙げ、中学生の喫煙とそれを見つけて「自分の信念に従って
やるなら堂々とやれ」と言う父親の態度、中学生が机に乗って浪花節を歌う場面につ
いて、教育界や一般家庭の通念から大きく乖離していると指摘したうえで、「私切ら
うか切るまいか随分考へた訳です」「けれどもどうしても手が這入らなかつたのでそ
のまゝ出したのです」と告白している29。しかし、検閲官によるこうした「批評家」
的専門性の発露に自己満足以上の効果は期待できない。映画作家の側にしてみれば
カットされた上に出来が悪いからだと言われれば二重に不快だし、観客も検閲官に批
評家の役割は期待していないからだ。
映画検閲官のプライドのもう一つの、そしてより重要な発露は、「外科医＝編集
者」という自己意識だ。田島によれば、「検閲官は、いつも云ふが、外科医の様なも
のだ、只切れば良いのではない。悪い所は、残らず切って、而も写真のつながりが悪
くならない様に、即ち切つた痕が解らない様に、常に心掛けなければならない。そこ
が腕だ、何商売でも技術、腕、と云ふものがある、どうかすると、常設館などで、つ
ながりの悪い場面などがあると『あそこ検閲でやられたな』とか、何とか見て来た様
に云ふ通人を見掛けるが、御笑ひ草である。今時、そんな腕では、検閲は飯にならな
28

依田、前掲。ただし、溝口本人は、同時代の雑誌で「それでも『浪華悲歌』は、三四ヶ所
カットされました。五十鈴が失職している父親と口論する言葉や、男とのベッドのあたりな
どが、これは仕方ないでしょう」と述べている。溝口健二「
『祇園の姉妹』を語る」
『オール
松竹』1936年10月号、佐相勉編『溝口健二著作集』（キネマ旬報社、2013年）、102―103頁よ
り引用。『検閲時報』にも『浪華悲歌』検閲台本にも削除の記録はないため、削除は検閲保
留中に「自主的に」行われたと考えられる。

29

林長二郎、片岡知恵蔵、増谷達之輔ほか「時代劇四方山座談会――検閲官も膝つき合はせ
て」
『日本映画』1936年 5 月号、73頁。
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い」（171）。つまり、「外科医」比喩のアクセントは「切る」ではなく「繫ぐ」、さら
には「治す」にある。
「検閲官＝外科医＝編集者」という職業意識は内務省の検閲方
針の根本にかかわっている。柳井は、一般的に映画検閲が取り得る立場として、 1 ）
「悪い部分」をカットして上映を許す、 2 ）作品全体として良いか「悪い」か判断
し、上映の可否を決める、の二つを挙げている。そして、 2 ）は「検閲官は作者の作
意に手を触れるべきものではない」とするものに違いないが、結果的にはおそらく 2
割程度の映画が上映禁止となって映画業界に多大な損害を与えるであろう、として、
内務省の 1 ）の立場を正当化している（555―57）。
当然のことながら、映画作家や批評家の側から検閲官の親切な「手術」の腕前を賞
賛する声が上がることはなく、したがって既存の映画史の中でもまったく認識されて
こなかった。しかし、例えば『祇園の姉妹』のような映画テクストを分析するにあ
たっては、彼らの「検閲官＝外科医」という自意識を知っておく必要がある。検閲官
の「手術」は具体的にはセルロイドの皮膚の切り貼り、つまり「編集」によって行わ
れるからだ。田島の著書には、『嵐の中の処女』（島津保次郎、1932年）のケースが紹
介されている。
女学生が母の云ひ付けで、アパート住ひの従兄の所へ国元からの為替を届けに行
つて、何心なくドアを開けると、丁度従兄が隣室のダンサーとキッスでもして居た
所らしく、女学生が思はず「アッ」と声を挙げて立ち竦む場面があつた。
――女学生がドアを開けて一歩踏み込む、途端に、
「アッ」と鋭い叫びを挙げる。
――単色の空間へ、従兄の半身が下から起き上がつて立ち身で入る。
――単色の空間で、ダンサーの手と従兄の手が離れる大写し、
と云ふ場面であつたが、その「アッ」と云ふ叫び声と、従兄の体を起す動作と、女
学生の怯えた表情と、従兄の呆然とした顔、この四つで、キッス所ではなく、或は
飛んでもない所を、女学生が見てしまつた様にさへ、効果づけられる危険があつた
ので、その「アッ」と云ふ声の録音帯と、起き上がる動作が、一尺程もあつたらう
か、それがカットされた。そこで場面は、従兄とダンサーが手を握り合つて居る所
を、女学生が不意に発見して、驚き易い娘心を一寸波立たせた、と云ふ程度にがら
り変つてしまつた。
これなぞは「最小のカットで、最大な効果を挙げる」といふ鉄則に当嵌まる好適
0

0

0

0

例である。こんな場合、写真のつながりや、效果の除去について、驚いた顔を切ら
うか、握つて居る手を切らうか、ポケットに手を突つ込んで、部屋の中を歩き廻り
乍ら、ひどく考へ込むのが定石です。（174―175、強調は原著）
せっかく何一つ見せずに編集だけでセックスを表象することに成功したと思っていた
島津は、さぞがっかりしたことだろう。日本映画での接吻や抱擁に対しては検閲が厳
しいことは周知の事実だったので、映画作家の側でも暗示的表現を常套手段とした。
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田島の自慢話から読み取ることができるのは、内務省の検閲はそうした表現を「洗練
された観客」のみが理解しうるものとして看過せず、能う限りの深読みに基づいて
「手術＝編集」を行い、作り手が企図した意味をなるべく目立たぬように骨抜きにす
ることに腐心していたということだ。そして、この水準でのテクスチュアルな検閲
は、
『検閲時報』のみならず検閲台本を残されたフィルムとつき合わせることなしに
跡づけることは難しいだろう。
さて、ここまで検閲官という仕事をあえて肯定的に描いてきた。しかし、本節を閉
じるにあたって確認しておきたいのは、私の叙述が依拠してきた検閲官の饒舌が、作
り手や批評家の検閲に対する広範な批判や反感に対する言い訳であるばかりではな
く、
「検閲規則」時代の検閲制度の法的正統性の欠如を隠蔽する機能を果たしていた
ことだ。憲法学者・奥平康弘が指摘するように、「当時の憲法、明治憲法にあってさ
え、議会の制定する『法律』とそれ以外の『命令』には歴然とした区別が設けられて
居た。概していって、市民の権利や自由にかんすることは、『法律』で定めねばなら
ないことになっていた。とりわけ、『言論、著作、印行』の自由は、憲法の明文によ
り『法律』で定めるよう命ぜられていた（明治憲法第二九条）」。一方、「検閲規則」
は、一行政官庁たる内務省の「省令」に過ぎず、議会を通った「法律」ではない30。
加藤厚子はこうした法的脆弱さに付随した二つの問題を明らかにする。第一に、1927
年10月の大審院判例により、映画のフィルムは「フィルムに印刷された印刷物」との
判断が下った。すると、単なる「省令」による現行の映画検閲は違憲となる可能性が
あり、さらに、印刷物を扱う出版法の対象とするべきとの見解も十分にありえた31。
この齟齬に最も敏感だったのは事務官・柳井その人であり、確かに印刷物と紛らわし
い「フィルム」だが、それ自体では存在しえず、「映写」してはじめて成立するミ
ディアムだから、特殊な扱いが当然である、としている（505―8）。「映画」のアイデ
ンティティ・クライシスは実は内務省検閲期まで続いていたと言えるだろう。第二
に、検閲によって削除されたフィルムの内務省による「没収」はあくまで「慣例」と
して行われているだけであって、法的根拠はなかった。なぜなら、削除部分の没収は
どう考えても所有権侵害にあたり（明治憲法第27条）、それが「公益ノ為必要」として
行われるときは、「法律」に依拠しなければならなかったからだ32。ここでも柳井は
カット

問題があることは重々承知したうえで言い訳を述べている。「然らば、切除『フイル
ム』はどうするか、之を申請人の手元に置いたのでは、いつなんどき元の如く継ぎ合
はされるか分らない。そこで、申請者の承諾を得て内務省に保管してゐる。此の承諾
は所有権放棄の意思表示である。此の事に付ても亦明文はない。即ち行政の運用でや

30 奥平「映画と検閲」
、314頁。
31

加藤厚子「映画法策定過程における検閲制度の再構築」『メディア史研究』第28号（1910年
9 月）
、32―33頁。

32 加藤、同上。奥平、同上。
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つてゐる」（460）。言うまでもなく、こうした「運用」が可能になったのは、内務省
が「検閲拒否」をちらつかせて業者を陰に陽に脅していたからである。換言すれば、
業界への思いやりから「悪い」部分を削除して上映させてやる、という内務省検閲方
針は、全面禁止という第二のオプションの可能性の上にのみ成り立っていた。

『祇園の姉妹』の善導
内務省検閲官の論理では、同じ監督が前作と類似の題材を扱って大きなリスクを取
り続けた第二弾は、よりいっそう厳しく戒められなければならなかった33。『浪華悲
歌』の通検は、「本当に全精神を打込んで出来上がつてをるやうな立派な写真」（増
谷、内田吐夢『人生劇場』について）であるという検閲官の価値判断に支えられていた

に違いないが、こうしたロマン主義的・作家主義的な検閲であればあるほど、作品単
体ではなく作家のイデオロギーを問うことになる。かくして、通説とは異なり、『祇
園の姉妹』が『浪華悲歌』よりも激しい「鋏厄」を受けたのである。
『祇園の姉妹』は新検閲 1 本、複本11本が1936年10月14日、10個所の制限事項（切
除）ありで検閲通過している34。
『検閲時報』で制限の内実を見てみよう。

【発声フイルム式】
◆祇園の姉妹
（検閲版号

K

一八、〇〇二）

制限事項
一、切除一〇八米
一、第一巻古沢ガ八坂神社下ノ電車道ヲ歩ミツヽアル場面切除四米（風俗）
二、同巻下著（スリツプ）ヲ着ケタル「おもちや」ノ寝ソベリ居ル場面切除（之
ニ依リ記声第二七乃至第三四ヲ除失ス）二二米（風俗）

三、第三巻記声第一八中「ぜぜ浦の」ヲ之ニ伴フ画面ト共ニ切除〇・五米（風俗）
四、第六巻記声第一〇〇中「ぜぜ浦の芸妓やらの相手になるかいな」ヲ之ニ伴フ
画面ト共ニ切除一米（風俗）
五、第七巻「おもちや」ガ火鉢ニ足ヲ掛ケ靴下ヲ穿ク場面及ビ之ニ続ク工藤ガ
「おもちや」ノ家ノ離座敷ニテ按摩ヲトリツヽアル場面並ニ梅吉ガ聚楽堂ノ世
話ニナラントスル決意ヲ「おもちや」ニ告グル場面ヲ之ニ伴フ記声第三乃至第
二三ト共ニ切除五六米（風俗）
六、同巻記声第四一及ビ第四二ヲ之ニ伴フ画面ト共ニ切除五米（風俗）

33

時代劇傾向映画の名作と謳われた『傘張剣法』（辻吉朗、日活太秦、1929年）についての増
谷のコメントを参照。林長二郎、片岡知恵蔵、増谷達之輔ほか、前掲座談会、72頁。

34 内務省警保局『映画検閲時報』第23巻（1936年 7 ―12月）不二出版、1985年、980―81頁。
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七、第八巻記声第七八中「おゝ汚な」ヲ之ニ伴フ画面ト共ニ切除〇・五米（風俗）
八、同巻記声第八四及ビ同第八五ヲ之ニ伴フ画面ト共ニ切除三米（風俗）
九、同巻記声第九二及ビ同第九三ヲ之ニ伴フ画面ト共ニ切除八米（風俗）
十、第九巻「おもちや」ガ自動車ヨリ故意ニ振リ落サレル場面ヲ之ニ伴フ記声第
三九乃至第四一ト共ニ切除八米
一、説明台本抹消
一、切除フイルム中ノ記声及ビ音響部分ニ相当スル字句抹消35
松竹大谷図書館は『祇園の姉妹』の検閲台本を 2 冊所蔵している。そのうち 1 冊は
表紙に「検閲番号 K 第壱八〇〇弐」「祇園の姉妹第壱号」とあり、上記の制限事項が
全て手書きで記してあることから、この台本こそがまさに新検閲として査問され、切
除が行われた原本であることがわかる極めて貴重な資料である。もう 1 冊には「K 壱
八、〇壱弐号」とあり、複本のうちの 1 冊で内容は第1802号とほぼ同じである。以
下、本節は新検閲の第1802号台本（以下、『祇園の姉妹』検閲台本）、現存フィルム、
1937年に出版された『溝口健二作品シナリオ集』
、
「検閲内規」をつき合わせて分析を
行う。
内務省警保局では、実務担当者の間で判断に差異が生じないよう「検閲内規」（以
下「内規」、「検閲標準」とも呼ばれる）を設定していた36。しかし、柳井によれば内規

そのものは「具体的に発表する自由を有しない」（528）し、内務省令「検閲規則」に
参照点としてその存在が記されているわけでもない。開示できない理由は示されてい
ないが、常識的に考えて、手の内を明かすことは即ち映画の作り手／申請者の側に反
論の拠を与えることになり、
「警察処分」であるとの理由でアピールをまったく認め
ない戦前日本の検閲制度にはなじまないからだろう。だが、検閲官は「与論の批判を
仰ぐとともに、製作者側の犠牲を寡少ならしめる」（柳井 527）ため、その概要を講演
会や著作で伝えるよう務めており、柳井自身、検閲開始から 1 年目の1926（大正15）
年 8 月に業者との懇談会で行った内規についての講演が『活動写真の保護と取締』に
第三章「検閲の方針」として再録されている37。田島の「検閲標準と交流する話」も
また講演原稿を改稿したものだが、小見出し（下記）は、内規の条文を直接引用して
いるように見える。柳井と田島の記述に根本的な矛盾点はなく、本稿ではより詳細で
35

内務省警保局『映画検閲時報』第24巻（拒否又ハ制限ノ部、1936年 1 ―12月）
、不二出版、
1985年、186頁。なお、原文ではどの制限事項も「一」だが、検閲台本では番号が付いてい
ることから、便宜も鑑みて番号を採用した。太字は原文のまま。

36

奥平も1925年時点での内規を列挙して紹介している（前掲論文、316頁）。

37 「検閲官と映画業者が初めての検閲評議会を」
（
『讀賣新聞』1926年 7 月29日朝刊、 5 頁）に
よると、柳井をはじめ検閲官全員と各映画会社首脳、監督部、脚本部、営業部の代表100人
余りが集う評議会は 8 月14日の開催決定が発表された。内務省でカット映画の実例を映写し
て閉会する予定、とある。
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年代的にもここで対象とする溝口作品に近い田島の説明に主に依拠しつつ、適宜柳井
の講演にも言及する。
「活動写真『フイルム』検閲規則」第三条には、申請されたフィルムは「公安、風
俗又ハ保健上障害ナシト認ムルトキ」に「検閲済」となると記してある38。このうち
「保健上」とは、映画を見ると目が悪くなるという類の説に対する配慮で、田島によ
れば『検閲室の闇に呟く』出版時にはすでに過去の遺物と化していたし、内務省でこ
の理由で不許可になった映画はないという（246―47）。したがって検閲の実務のメル
クマールは公安と風俗に大別される。柳井はこれを、内規は「我等の民族確信」と
「我等の生活習慣」を守ることを大きな目標とする（528）、と言い換えており、ここ
0

0

には内務省時代の映画検閲の深く保守的な本質が現れている。
『キネマ旬報』1937年新年号の座談会での溝口の「まづ検閲で許された範囲で出来
るものでは、男女の闘争、それが一番芝居になりやすいと思ひますからね。興味が持
39
という発言は、
「公安」ではなく「風俗」を主戦場とするということであろ
てます」

う。そのための一応の「ゲームの規則」である検閲内規の「風俗」項目は、以下のよ
うになっている。
風俗ヲ害スル虞アルモノ
A

敬神祟祖ノ良風ヲ紊リ又ハ善良ナル信仰心ヲ害スル処アルモノ

B

惨酷ニ渉リ若ハ醜汚ノ感ヲ与フルモノ

C

猥褻ニ渉ルモノ

D

姦通ヲ仕組ミタルモノニシテ貞操観ヲ紊ル虞アルモノ

E

恋愛ニ関スル事項ヲ仕組ミ其ノ内容下劣ニ涉ルモノ

F

妄リニ他人ノ秘密又ハ家庭ノ内情等ヲ摘発若ハ風刺スル嫌アルモノ

G

業務ヲ怠リ志操ヲ荒廃セシムルノ虞アルモノ

H

智徳ノ発達ヲ阻害シ教育上ノ障害ト為ルノ虞アルモノ

I

児童ノ悪戯心ヲ誘発シ又ハ教師ノ威信ヲ傷クルノ虞アルモノ

J

善良ナル家庭ノ風習ニ著シク反戻スル事項ヲ仕組ミタルモノ

K

感化遷善上ニ障害ト為ルノ虞アルモノ（六）

ここで K がアンブレラ条項として「風俗ヲ害スル」ケースをほぼ無限に拡大する可
能性を担保していることを確認しておこう。
田島は、
「風俗」とは相当な期間社会的に定着性を持った習俗のことであり、それ
を「害スル」行為とは、
「現在の社会の健全なる通念」に悖る行いであり、いわゆる

38 「活動写真『フイルム』検閲規則」
（牧野、前掲書）
、605頁。
39

溝口健二、北川冬彦、滋野辰彥ほか「溝口健二座談会」
『キネマ旬報』1937年 1 月 1 日号、
257頁。
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「風俗係」が扱うような売買春をめぐる事象ばかりを指すわけではないと説明してい
る（312―13）。しかし、戸坂潤の言をまつまでもなく、マテリアルで感覚的な装いや
振る舞いの集積としての風俗の表象を取り締まる映画検閲は、そもそもは売買春とと
『祇
もに地方警察の管轄であったし、内務省に統一されてからも深く通底していた40。
園の姉妹』の検閲こそがまさにその証左となるだろう。
制限事項の記述、検閲台本、内規を対応させると、『祇園の姉妹』に加えられた検
閲は内容的に以下の四つに分類できる。
①地域の特定：一、三、四、九
②猥褻（C）：二、五、七、八
③梅吉の決心：五、六
④車から振り落とされるおもちゃ（B）：十
『祇園の姉妹』の検閲禍として最も人口に膾炙しているのは④であろう。現行版で
は、木村が調達したタクシーの後部座席で、「降ろしとくれやす、降ろしとくれや
す」と訴えるおもちゃのミディアム・クロースアップから暗い空に高い木々が流れて
いく車窓の風景にカットし、シークェンスが終わる。検閲台本の墨塗を透かし、『溝
口健二作品シナリオ集』を参照すると、木村はおもちゃの望みどおりいったん車を停
めさせ、彼女がドアを開けて降車する瞬間を見計らってアクセルを踏んで急発進し、
振り落としたことがわかる41。こうして完全版は性化された暴力の手の込んだ手続き
を示し、木村の冷たい嗜虐性を伝えるとともに、自動車屋で無気味に響いていたエン
ジン音がその効果を完遂していたのである。
「地域の特定」と「猥褻」は密接に関連している。一、について溝口自身の発言に
耳を傾けよう。『キネマ旬報』の座談会席上、
「あゝいふところをとるのは検閲規定で
いけないのぢやないですか」という岸松雄に対し、溝口は「さあ、どういふものです
か。あの映画〔『祇園の姉妹』〕の中では花魁が歩いて居りますよ。だが、それは切ら
んのです。服装が町の人と変らんからでせう」と検閲官の無知・無粋を太々しく嗤っ
たあと、こう続ける。
溝口：しかし矢張り先方でも考へて居ることは考へてゐる。祇園〔八坂〕神社を通
つて〔志賀廼家〕弁慶を步かして路地に入れたのです。つまり京都の中央から曲
るとあゝいふ所がある。街の中心の横にさういふものがあるといふので、それは

40

戸坂潤『思想と風俗』
「2

映画の写実的特性と風俗性及び大衆性」、青空文庫（http://

www.aozora.gr.jp/cards/000281/files/1710.html）、最終アクセス2015年 2 月26日。戸坂の風
俗論に着目し、溝口健二の検閲に対する闘争へと繫げる視点は、牧野、前掲書、334―42頁。
41
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溝口健二『溝口健二作品シナリオ集』文華書房、1937年、157―58頁。
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切られました。
飯田〔心美〕：地域が分かるからですね42。
現行版では妻と口論して自宅の奥の間を出て行く古沢のロングショットからスト
レート・カットですでに祇園町とおぼしき路地を歩む古沢の後ろ姿に繫がっている。
柳井は1926年に内規の「風俗」項目の一つとして「遊郭」を挙げ、「遊郭が出て来
ると云ふことは吾々は別に拒否する訳ではないのでありますが、併し又斯様な社会の
暗黒面と云ふものは、必要な程度以上に見せなくとも宜いではないかと考へられるの
でありまして」（583）と説明していた。田島の内規からこの項は消えているが、曖昧
化は隠微化に他ならない。永井和によれば、「公娼制度のもと、国家は売春を公認し
てはいたが、それは建て前としては、あくまでも陋習になずむ無知なる人民を哀れん
でのことであり、売春は道徳的に恥ずべき行為＝『醜業』であり、娼婦は『醜業婦』
にすぎなかった。国家にとってはその営業を容認するかわりに、風紀を乱さぬよう厳
43
。さら
重な規制をほどこし、そこから税金を取り立てるべき生業だったのである」

に、小野沢あかねが明らかにしたとおり、1920年代以降、女性と子供の人身売買を禁
止する国際条約を批准して「一等国」としての対面を保つことが日本政府にとって喫
緊の課題となった。ところが、1933年には国際連盟の東洋婦女売買調査団が日本の公
娼制度を実質上の人身売買として批判する報告書を公開し、内務省は現行の公娼制度
の見直しを迫られていた44。こうした歴史的文脈のなか、売春はそれ自体で公序良俗
に反する卑しむべき「醜業」でありながら、一部形態は国家によって公認・管理され
ているため、二重に隠蔽すべき、真の意味で「猥褻」な行為となっていたのである。
昼日中、京都の中心街と「暗黒面」を接続した『祇園の姉妹』のケースは、「風俗」
の政治についての映画作家の意図が検閲に正しく理解され、それゆえに切除された好
例と言えるだろう。
「ぜぜうら」という言葉に対する徹底した抑圧（三、四、九）も同様に説明すること
ができる。膳所裏（当て字で「ぜぜ浦」とも） はこの映画の舞台である祇園乙部の俗
称で、戦後には「祇園東」と呼ばれた現在の祇園会館西の一角を指し、江戸時代に近
江の膳所藩の京屋敷があったことに由来する。そもそもこの映画のタイトル自体が
「祇園」という地名を含んでいるうえに、京都を知る観客には舞台がどの地域かは一
目瞭然だったはずだが、検閲官はこの土地の名に売買春の場としてのコノテーション
42

溝口健二、北川冬彦、滋野辰彦ほか「溝口健二座談會」
『キネマ旬報』1937年 1 月 1 日号、
257頁。

43

永井和「日本軍の慰安所政策について」
（2004年のソウル大学校における発表原稿を改訂・
補足）http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html#refadnt2（最終アクセス2014年
3 月16日）
。藤目ゆき『性の歴史学』
（不二出版、1992年）、92頁も参照。

44 小野沢あかね『近代日本社会と公娼制度――民衆史と国際関係史の視点から』吉川弘文館、
2010年。とりわけ1930年代の国際関係と外務省・内務省のかかわりについては、第二部を参照。
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を読み取った。
一方、二では画面上の身体の露出という分かり易い理由によってかなりの尺数が削
除されているように見える。古沢が梅吉の家に転がり込み、長火鉢の前に落ち着いた
ところで、
「あゝ、もう厭になつた」という台詞に続き、22メートル（48秒）にわたっ
て、家の重苦しさを愚痴る古沢と調子を合わせる梅吉の会話が削除されている。この
やりとり自体はごく無害なものだが、『溝口健二作品シナリオ集』にはこの該当部分
の直前に「奥の間に寝てゐるおもちや、人の来た様子に眼を覚まして起き上がる。枕
45
というト書きがあり、これが「下着（スリツプ） ヲ着ケタル
許のたばこをふかす」

『おもちや』ノ寝ソベリ居ル場面」に当たる。つまり、画面はおそらくスリップ姿の
おもちゃの目覚めと一服であり、おもちゃのパースペクティヴから、古沢と梅吉の会
話が画面外の声として聞こえていたと思われる。しかし、現行版のここに続く場面を
見ればわかるとおり、おもちゃはスリップ姿で古沢の前を闊歩しており、下着である
ことや露出度自体が問題ではないのは明らかである。『祇園の姉妹』に対する内務省
の検閲は、性的なるものに対する卑猥なまでの繊細さによって特徴付けられている。
スリップ姿は、横臥と喫煙というそれぞれ性行為と直接に繫がる、あるいは換喩や隠
喩となる行為と結びついてはじめて、「猥褻」として削除の対象となるわけだ。それ
にしても、奥の間の薄暗がりに少々寝乱れたスリップ姿の山田五十鈴が身を起こし煙
草に火を付けるこのショット（おそらく長回しであろう）は、見事な出来だったに違
いなく、そしてその見事さこそが検閲の鋏を動機付けたに違いない。いかにしてヒロ
インを画面に登場させるかという問題に対する溝口の満を持した回答は、内務省に
よって削除されてしまったのである。
スリップ・シーンにもすでに明らかなとおり、『祇園の姉妹』における溝口の演出
はオフスクリーンの空間や二間続きの空間構造を活用した複雑で密度の濃いものであ
り、それだけに、56メートル（ 2 分 2 秒）にのぼる五の削除は多層的な内容を含んで
いる。
『検閲時報』の記述をまとめると、梅吉の家を舞台にしたこのシーンには、
（ 1 ）火鉢に足をかけてストッキングを穿くおもちゃ、（ 2 ）愛人であるおもちゃの部

屋に寝そべって按摩を取る工藤、（ 3 ）聚楽堂に世話になる意志を表明する梅吉、の
三要素が含まれていた。
現行版では、工藤に買ってもらった洋服を着ながら自慢するおもちゃを前景に、う
かない顔の梅吉を後景にした縦の構図から、長火鉢の前でおもちゃの戦利品を見つめ
る梅吉のフルショットにつながり、気乗りのしない様子で聚楽堂からの世話をしたい
という申し出について梅吉が言及すると、路地を歩く聚楽堂にカット・アウェイし、
聚楽堂が路地の右に入ったところで、梅吉と身支度を終えて隣にすわっているおも
ちゃがオフスクリーン右の引き戸の音に振り向くフルショットに繫がる。ところが、
最初の 2 ショットの間には以下のような込み入ったやりとりがあった。
45 溝口、前掲書、92頁。
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3D

おもちや「姉さんの OK 取りにか、そら絶好のチャンスやがな、うまい事取

り込んでおやりやはりな、こんな世界に居たら、かう云ふ風にやるのが一番の倖
せやと、あては思ふな、な、姉さん、こゝらで宗旨替へして、さつぱりあての言
ふ通りにおやりやはいな、え」
4D

梅吉「古沢さんも、あんまりや、あてがあない、案定したげてるのに、あん

まりやわ」
5D

おもちや「又

愚痴か」

6D

梅吉「そやけど、あの人だけは、あんな人やと思はへなんだけどな……」

7D

おもちや「あんなおやぢ、あかへんちうたら」

8D

工藤「えらい揉めたるな」

9D

おもちや「（笑声）ほんまに」

10D 工藤「（溜息）今日は何喰べよ」
11D

おもちや「あて、洋食が喰べたいわ」

12D

工藤「さうか、ほな何処にしよう」

13D

おもちや「さァ

14D

梅吉「ちやあちやん

何処がよろしやろ」
〳
〵

」

15D おもちや「何やね……どうしたん、え」
16D 梅吉「なア

あて聚楽堂はんの世話になろ思うてんにやけど」

17D おもちや「ほんまか、姉さん」
18D 梅吉「ふん、ほんまや」
19D おもちや「ほんまに」
20D 梅吉「ふん」
21D

おもちや「まァ

嬉し

姉さんがそんな気になつて呉れはつて、あてほんま
〳
〵

に、こんな嬉しい事あらへんわ、えらい
22D 梅吉「そやかて

何や

23D

えげつないもんか

おもちや「何が

ほんまに姉さんは

えらいわ」

あてえげつない様な気がするわ」
そんな事

あるかいな

当り前や、そ

う来な噓や、ほんまに噓や」
24D 聚楽堂「御免やす」〔網がけは墨塗を示す〕
ストッキングをはくおもちゃの仕種がどんなに扇情的だったのか、マッサージを受
けながら寛ぐ工藤がどんなに退廃的だったのかはわからない。だが、現行版だけ見て
いると姉妹トークと思われた戦利品の自慢は、実は工藤その人の目前で行われていた
わけだ。
何と言っても驚きなのは、梅吉がはっきりと聚楽堂の「世話になる」意志を表明し
ていることだろう。この削除部分の後、聚楽堂を迎えて「ぶぶおひとつ」と茶を出し
てからの様子など、現行版ではいかにも気乗りのしない風情に見えていたのだが、物
語内容が違うとベテラン芸者の落ち着きの表れに見えるから不思議だ。さらに聚楽堂
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と梅吉の場面の最後にあたる六では、
40D 聚楽堂「世話さしてくれるか？」
41D 梅吉「お願ひします」
という決定的な承諾のやりとりが 5 メートルにわたって削除されている。内務省の検
閲は、義理堅いとはいっても「世話になる」ことを職業上の必要として受け止めてい
る現実主義者から、元旦那への恩と情愛にこだわる貞女へと、まさに最小限のカット
によって梅吉のキャラクターを一変させたのである。さらに、この変更によって、梅
吉の顚末は、おもちゃと同様の戦略とタイミングの失敗談から、お人好しで純な芸妓
の哀話になった。私たちはしばしば『祇園の姉妹』をモダニティと伝統、物質主義と
人情、利己主義と義理、といった二項対立を具現する姉妹の物語として理解してきた
が、この物語自体、検閲官のモラルな整形手術によって生み出されたものに過ぎな
かった。実は『溝口健二作品シナリオ集』でも戦後の『日本映画代表シナリオ集』で
も、検閲台本とは若干の違いはあるとはいえ、梅吉の決意は同様の場面での「あても
聚楽堂はんと一緒になろか」
「ええ、あたし、お世話になろうかと思うてんのどす
わ」といった台詞で明示されている46。溝口―依田は、梅吉も芸妓である以上は金と
ひき換えに男と関係することぐらい当然と考えているというクールな物語の痕跡を文
字として残し、封切版および現行版のセンチメンタルな二項対立が自分たちの意図し
たものではないと主張したかったのではなかろうか。
それにしても、内務省によるこの「手術」は、いったい内規のどの項に照らして行
われたのだろう。一見すると D の姦通条項が適用されるように思われるが、田島は
「姦通」の成立の前提となるのは単なる同棲や常習的な性的交渉ではなくあくまで婚
姻あるいは内縁関係であるとし（347）、「水商売の人達が、所謂旦那、なるものゝ外
に隠し男が出来ました所で、それは姦通と云ふ事に扱はない」（348） と明言してい
る。もちろん、
「風俗」についての内規にはアンブレラ条項 K があるため、実のとこ
ろほぼ何でも「風俗ヲ害スル虞」があるとして削除できるのだが、梅吉のケースはあ
からさまに猥褻でも通念に反するわけでもないだけに極めて示唆的である。テクスト
に深く分け入り、その織目を隅々まで把握したうえで意味とイメージの連鎖の縦糸を
密かに断ち切り、繫ぎ直すことで全体の絵柄を一転させてしまう、まさにプロの仕事
である。ここで内務省の検閲官が正確に理解していたのは、こういうことだろう。溝
口健二の映画世界が「現在の社会の健全なる通念」たる風俗を転覆する最もラディカ
ルな可能性を持つのは、ラストシーンで病床のおもちゃが叫ぶようなあからさまな家
父長制批判においてではなく、性的サーヴィスも情緒も芸術もすべて金銭に還元され
46 溝口、前掲書、141―142頁、依田義賢「祇園の姉妹」
『日本映画代表シナリオ全集』第六巻、
キネマ旬報社、1958年、65―66頁。
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る地平を見据え、そこで営まれる日常生活を平然と描くことで、「姦通」「貞操」「家
族」といったカテゴリー自体を脱臼させてしまうときだ。検閲による「善導」のせい
か、作家本人の生真面目さのせいか、こうしたヴィジョンが画面上に実現されること
は必ずしも多くなかったが、同時代の検閲官ばかりではなく後世の私たちもこの可能
性を認識しなければならない。
遡行的にみると、『浪華悲歌』『祇園の姉妹』の 2 作が撮られた1936年は日本映画史
の転回点であった。アジアの帝国として国際舞台へと躍り出た恍惚と不安に駆り立て
られた日本政府は、原則として映画を単に「取り締まり」、個々の作品の「悪い」部
分を切除し治癒するという内務省統一検閲時代の映画政策から、映画法へと繋がる積
極的統制へとシフトしつつあった。館林三喜男ら内務官僚らが中心となる形で、産業
全体を統制下に置くことでより「良い」国民的娯楽と芸術の創造に貢献させる政策立
案が活発に行われていた。一方、女性の表象をめぐって1937年から38年にかけて検閲
が強化され、喫煙、ダンスなどの風俗が制限の対象となり始める。『浪華悲歌』と
『祇園の姉妹』は 2 年後には作りえなかった作品である。本論が示したのは、まさに
このような風俗の転換期において、溝口健二と内務省の検閲ががっぷり四つに組んで
ト ラ フ ィ ッ ク

いたということだ。溝口はまさに風俗を戦場として、女性の交換＝売買、とりわけ公
娼制度に集約されるようなそれを公認しつつ貶める家父長制のシステムを見据え、こ
の制度と家族主義の美風の間の深い共犯関係を執拗に描いた。「風俗」の門衛であ
り、セルロイドの皮膚を切り貼りする外科医たる現場の検閲官は、そして、溝口の挑
戦を深く理解した上で、卑猥なまでに繊細な「手術＝検閲」で応えたのである。
謝辞：貴重な資料の閲覧を許可して下さった松竹大谷図書館に深く感謝いたします。
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はじめに
日本史研究では「貫戦史」として、1920年代から50年代にかけての日本社会の変容
を把握しようとするスタンスがあり、本論もそうした関心から40年代をとらえ、日本
社会の変化が加速した1940年からアジア太平洋戦争（1941―45年） の時期を焦点化す
る。そして、この間の日本映画に新たに生じた二つの側面――戦後は忘れられた「大
東亜映画」と戦後にも継続された社会平準化の傾向――を社会的文脈に関連づけなが
ら単純化を阻む戦争と平和の連続性を考察する一助としたい。
本稿の構成として、前半は映画『進め独立旗』を取り上げ、近代日本に根づいたア
ジア蔑視を払拭しようと画期的な政治性を意図して挫折した「大東亜映画」の一例と
して考察する。後半は戦中の日本映画が農村・地方に向けた関心から促された微妙な
変化を論じる。二つの側面のどちらも1930年代までの日本映画が正面から向き合わな
かった課題であり、40年代になって乗り越えが目指されたものである。歴史的後知恵
で言えば、40年代になされたこれらの映画表象における挑戦の成果は、戦後の日本社
会が達成した側面、容易に達成しえなかった側面をそのまま予期させるものとなって
いる。
筆者の議論の前提を明らかにするために、戦前の日本映画の変遷をこの二面との関
連から概略するところから始めよう。映画が大衆娯楽として勢いづいた1920年代は無
声映画期にあたる。この頃の日本映画はドラマの舞台を農村にも異郷の空間にも設定
した。20年代は日本の中国大陸への軍事的・経済的野心が伸長した時代であり、中国
への関心を煽るメディアに映画も加わっていた。サイレントであることは映画製作者
を大胆にし、異なる言語文化の表象を無頓着に行わせたが、彼らの関心は同時代中国
の激動に向き合おうとする意欲からではなかった。映画製作の技能を習熟しようとア
メリカ映画の模倣に努め、西部劇ジャンルでは手っ取り早いフロンティアとして満州
荒野を、メロドラマの舞台には魔都上海を設定したに過ぎなかった。
1931年の満州事変、32年の上海事変を経て、日本の経済は好転し戦前のピークを迎
えた。この30年代に産業の近代化が進み自動車・飛行機の国産製造が始まり、日本映
画はトーキー化で産業的・技術的・芸術的な発達を遂げた。特徴的には、日本映画は
テロや暗殺といった血腥い政治的現実から距離を置き、消費的な都市文化モダン・ラ
イフの視覚化に専念して資本主義の支配秩序に親和的な価値観を鼓舞した。と同時
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に、もはや中国にも東アジアの植民地（朝鮮半島・台湾）にも国内の農村にもほとん
ど着目しなくなった。後進性・貧しさに結びつく空間を忌避したのである。映画とし
てこれらの地域の視覚情報を提供したのはドキュメンタリー部門である。東アジア出
身の登場人物が現れる数少ない劇映画では、彼らの位置はやはり日本人を中心とした
構図の周縁だった。
実際のところ、1930年代は日本と朝鮮半島・満洲との結びつきは強化され、農村の
困窮はメディアで報道された。にもかかわらず、劇映画の映画製作者も観客も後進的
と思われた地域に想像／創造力関心を振り分けるより、新しい時代を生きる感覚がス
クリーンで活写されることを望んだのである。このネグレクト現象は近代日本の階層
的な文化認識において優位を占めた欧米文化への憧憬を裏返す反応である。
加えて30年代には文化的ナショナリズムが大いに刺激された点が考慮されねばなら
ない。輝かしいオリンピック・メダルが象徴したように、30年代の日本が達成した諸
分野での躍進は人々に日本という国に誇りを感じさせた。戦争を支える産業の発展が
あり、戦争を選択肢とする政治感覚があり、実際に日本は戦争に突入し、その戦時下
で西洋的近代に代わる新しい社会を創造するというヴィジョンが掲げられた。もちろ
ん、大東亜共栄圏を発想させた地政学という学知からアメリカ映画の影響なしに成立
しなかった『支那の夜』に至るまで、日本のモダニティが大きく負う西洋という起源
は不可視化された。
戦時日本は英語圏では倨傲（hubris） と評されナチス・ドイツと並べて記憶され
る。だが、戦時イデオロギーを内面化した日本人の自己理解では彼らは「アジア解
放」という大きな事業に取り組む偉大な民族であった。1940年代、日本の映画製作者
は戦時国家の要請に応える形でこうした自己理解を補強すべく、ようやくアジアと農
村に向きあうようになったのである。拡大した戦争の必要が迫った変化を確認してい
こう。

良心的駄作『進め独立旗』――戦争に促された脱オリエンタリズムの試み
日本映画が戦時国家の政治的立場に寄り添って製作したのが「大東亜映画」と呼ば
れた映画群である。「大東亜映画」は通常の意味の映画ジャンルではない。映画研究
の晏妮は「大陸映画」の指示内容が必ずしも一様ではなかった点を指摘するが、「大
東亜映画」はさらに曖昧である 1 。「大東亜映画」という呼称は、緒戦の勝利で映画
人にも多幸症が広まるなか、大東亜共栄圏の範囲がインド、オーストラリアへと誇大
妄想的に膨れ上がる期待に伴って現れたもので、やがて作られるべき映画を意味し
た。したがって日本映画の必然ではなく戦争を拡大させた政治がもたらした呼称であ
1

晏妮「大東亜映画への階段――「大陸映画」試論」岩本憲児編『映画と「大東亜共栄圏」』
森話社、2004年、130頁。

68

戦時日本映画における断絶と継続

り、根底には戦争による膨張主義と日本の覇権を是認する思考がある。大東亜映画は
東亜新秩序の範囲である東アジアを超えた広域のアジアを意識した映画群という程度
の意味で使われ、観客からの認知もなく戦局の悪化で製作目的が失われ、戦後には存
在が忘れ去られた映画群ということになろうか。
映画ジャンルとして言及される契機として1942年11月の大東亜省の設置は見逃せな
い。大東亜省は陸軍を後ろ盾に東条内閣が大東亜共栄圏の政治・経済・外交を一括処
理する官庁として外務省の反対を押し切って設置したものである。映画界は同じタイ
ミングの11月、香港攻略を描く『英国崩るゝの日』（田中重雄 大映）、12月に『ハワ
（山本嘉次郎 東宝）を世に出し、戦争下の政治に歩調を合わせ「大
イ・マレー沖海戦』

東亜」というキー・フレーズを喧伝したのである。
大東亜映画群の実際の公開ピークは1943年である。拡大する戦争の下、映画会社は
それぞれモンゴル（『成吉思汗』牛原虚彦・松田定次 大映）、中国（『阿片戦争』マキノ
正博

東宝）
、マレー半島（『シンガポール総攻撃』島耕二、『マライの虎』古賀聖人

共

に大映）、インド（『進め独立旗』後述）を取り上げた。この動きに日本の海外植民地で

ある台湾（『サヨンの鐘』清水宏 松竹）、朝鮮半島（『望楼の決死隊』今井正 東宝）も加
えられた。
1943年11月、東京に大東亜共栄圏構成国の代表を招集した国際会議「大東亜会議」
が開催され、民族の自主独立を尊重し人種差別を排すると謳う共同宣言が発表され
た。この宣言をうけて映画批評家津村秀夫は大東亜映画を日本の武力的勝利を前提と
する広義の戦争映画と定義した 2 。
これに先立つ日本社会の空気は山本五十六海軍大将の戦死が公表された 5 月以降、
緊迫しており、映画製作にも影響が出始めていた。企画時にタイムリーと判断された
作品が完成した段階ではもはや古い、適切ではないと批判されるようになったのである。
1944年 2 月、フィリピンを舞台にした『あの旗を撃て』（阿部豊 東宝）が情報局か
ら大東亜映画としての価値を認められた頃、戦局はさらに悪化した。 7 月に岡倉天心
を描く『ベンガルの嵐』（野淵昶 大映）、12月末に高杉晋作を描く『狼火は上海に揚が
春江遺恨』（稲垣浩 大映・中華電影公司）が公開を迎えたが、すでに大半の日本映

る

画は敗戦への予想で重苦しさを漂わせていた。「本土」防衛が懸念されると「大東
亜」への関心は消え失せたのである。
こうした経緯をもつ大東亜映画群だが、国家の政治に追随するがゆえに重要な特徴
として日本政府の大東亜構想が確認する民族自決の理念（植民地の人々を描く場合、日
本人として主体的に生きることの強調）を尊重する。だが現存フィルムを見る限り、登

場させる各民族に対する理解が浅く、日本の観客に疎遠な異民族との繫がりを性急に
強調して無理が目立つ。映画史研究者らは『サヨンの鐘』『あの旗を撃て』など個別
に映画的魅力を分析しており、また一般の年配世代は1960年のテレビ番組『快傑ハリ
2

津村秀夫「大東亜映画と政治的映画」
『映画旬報』1943年11月21日号（第100号）、10頁。
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マオ』への懐古から、起源となった『マライの虎』に関心を示すようである。
筆者自身は歴史研究の立場から着目した。「アジアを解放する戦争」というイデオ
ロギーに形を与えることを意識した日本の映画製作者が、アジアへの無関心と自民族
中心主義を乗り越えるトライアルにごく短期間ながら挑んだように見えるからであ
る。とは言え、筆者には日本の軍事的膨張主義を是認した映画群を正当化する意図は
毛頭ないことは明言しておきたい。
ここでは1943年の映画製作者の努力と困難を感じさせる異色作『進め独立旗』を取
り上げてケース・スタディとしたい 3 。『進め独立旗』に関してはインド研究の豊田
雅人による詳細な分析 4 があり、同意する点が多く心強く感じたが、映画製作者らが
着眼した1939年というドラマの設定と、43年における製作の困難には筆者なりの見解
があるので後に述べたい。
映画『進め独立旗』は、1943年正月の『伊那の勘太郎』（滝沢英輔 東宝）の興行で
圧倒的な強みを見せた人気スター俳優長谷川一夫の主演作で、同年10月に公開され
た。監督は長谷川とのコンビでは実績のあるベテラン衣笠貞之助で、美人女優入江た
か子も助演参加、神戸ロケは今井正が担当した。だが意外にも興行はふるわず、批評
家からは酷評され、大東亜共栄圏に輸出できるプロパガンダ映画としての価値も否定
された。製作関係者が戦後に懐かしく回顧することのない苦い失敗作である。
だが『進め独立旗』を批評家が指弾した「拙速主義」5 で切り捨ててしまうのは適
切ではない。消極的な意味ではインド人が見て不快を感じるような表現を持たず、よ
り積極的には「大東亜会議」開催という現実の政治に先立って反英の立場で日印が共
闘する意義とインドの独立支持を明らかにしており、製作者の意識的努力が看取でき
るからである。確かに撮影実数は20日間と短かったが、製作者は準備段階で大衆オリ
エンタリズムに陥らないよう努め、日本政府の公式な立場と映画が描く事件のアク
チュアリティを考慮した。撮影にあたっては在日インド人のエキストラ参加と考証面
での協力を得ている。東宝は興行収入が松竹を上回って好調だったせいか、この映画
に贅沢なプロダクション・デザインを許し、イギリス大使館内部のセットは一見ハリ
ウッド映画とみまがう豪華さである。演出においては検閲官・軍部・批評家らが嫌う
要素を一切の「禁じ手」にした。観客が好むロマンティックな恋愛、軽妙な喜劇性、
荒唐無稽なご都合主義を完全に締め出し、アメリカ映画のコピーではない、従来の日
本映画にはない政治ドラマ作りを実験した。結果的に失敗作となったが、いわば良心
的駄作なのである。そう呼ぶ所以を述べていこう。

3 『進め独立旗』の視聴は東宝によるビデオ版（VHS）による。
4

豊田雅人「戦争映画の中の人情～太平洋戦争中の日本映画は、アジアをどのように描いたか
――インドを題材にした映画に関する考察」
『21世紀社会デザイン研究』第10号、2011年、
86頁。

5
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水町青磁「劇映画批評」
『映画旬報』1943年11月 1 日号（第99号）、25―26頁。

『映画旬報』1943年10月11日号掲載の広告。復刻版（ゆまに書房、2003年）より転載。
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第一にアダプテーションからオリジナルへの製作方針の転換が映画製作者に脱オリ
エンタリズムの努力を課した点を指摘したい。『進め独立旗』が最初に企画されたの
は1943年ではなく、戦局が日本優勢と広く感じられていた42年である。小説からの
手っ取り早い映画化のために、38年に第七回直木賞を受けた『ナリン殿下への回想』
に目がつけられた 6 。今日でいう大衆向けエンターテインメントの作家・橘外男によ
る妖しげな中編小説である。作家本人を投影させる叙述スタイルで主人公の日本人男
性・橘を登場させ、訪日したインドの藩王国の若き王子ナリンとの交流を描く。この
小説はインド人の登場だけで珍しく、必ずしも虚妄だけで構成されてはいないが、忠
実な映画化を阻む問題を抱えていた。ガンディーについて語らないからではない。小
説には、植民地化されたインドの人々に対する明らかな人種的蔑視があり、「黒チャ
ン」という呼称が揶揄的に繰り返される。その上、主人公・橘は19歳のナリンの滑ら
かな肌に魅了され「稚児趣味」を示す。だが小説の後半は男色テーマを究める代わり
に、ナリンを日本から退去させ不審死させる影の巨悪イギリスを印象づけて終わる。
気ままな日本人男性がインドの風物・地名・人名を散りばめて語るオリエンタリズム
奇譚なのである。
このいかがわしい小説を下敷きに『チョコレートと兵隊』で知られる監督・佐藤武
が1942年 5 月に『ナリン殿下の回想』として脚本を書き上げ、ナリン役には18歳の高
峰秀子が予定された。高峰は松竹の子役時代には男児役もこなしたが、この時期は東
宝の娘役として成長しメキメキと頭角を現していた。美貌のインド人王子というイ
メージから候補とされたのだろう。原節子、小夜福子の名前も挙がった。小夜福子は
42年に宝塚歌劇団を辞し結婚して家庭に入ったばかりだったが、男役の看板スター、
月組組長として知名度があり、原作小説にも宝塚の人気者として名前が現れる。要す
るに東宝は小説の倒錯的な性的欲望に目をつけ、日本女性が演じるインド人王子とい
う珍しいキャラクターの性的アピールで当てようと企てたのである。結局、厳しく
きわもの

なった検閲を懸念してか、この際物的なアダプテーションの企画は 6 月には中止された。
翌1943年、この企画が再び取り上げられる時までに戦局は完全に暗転していた。前
述の山本五十六大将の戦死で社会に決戦モードが強まり、『進め独立旗』という硬派
の政治劇でなければならなくなったのである。東宝の森岩雄（常務取締役）は『進め
独立旗』を、東宝にとって「政治と映画の結合点に役割を果たす」「突撃映画第一
作」であると論じた 7 。戦時国家への貢献を表明する発言の背後には、映画を知らな
い軍人の干渉で製作領域の自律性が損なわれていた状況がある。戦争の政治に緊密に
同調する映画を器用巧みに作ってみせることが、企業たる東宝の取るべき賢明な方針
とみなす計算は当然働いただろう。

6

橘外男「ナリン殿下への回想」
、大仏次郎ほか編『大衆文学体系24 夢野久作・久生十蘭・橘
外男』講談社、1973年、729―770頁。
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こうして、時局が『進め独立旗』をほぼオリジナルとして準備させた。ナリン王子
はインド独立運動の闘士ラタンとして高潔で成熟したキャラクターに変更され、長谷
川一夫を扮するラタンを通してインド人の独立への強い意志が言明される。反英とい
う立場での日印連帯は、インド人に対して充分な敬意を示した脱オリエンタリズムの
演出で強調されねばならない。この方針転換は政治的テーマに取り組んでこなかった
映画製作者にとっては不利なことこの上なく、シナリオ作成は難航した。たらい回し
を経て仕上げられた脚本のクレジットは、八住利雄と山形雄策（今井正監督の『望楼
の決死隊』の脚本を担当した二人）である。

原作小説は徹底して素材として扱われ、多彩なインド人の名称、彼らの反英感情、
悪玉のイギリス人外交官という利用可能な要素が細かく拾い上げられ再利用された。
これにより、顔の黒塗りでインド人に化けた日本人のキャストによってではあるが、
インド人主人公を中心に据え、彼の同志として祖国の独立を願うインド人男女の苦悩
を前景化する異色の日本映画が構成された。日本人として現れる登場人物はすべて彼
らの応援団として脇に配置される 8 。1940年の『支那の夜』は恋に落ちる主役男女に
日本と中国の民族を重ねたが、
『進め独立旗』はそうした典型的なジェンダー・メタ
ファー戦術を断念し、性的アピールに依存しないアプローチに徹した。
監督の人選も厄介だったが、この頃、衣笠貞之助が自ら熱心に進めていた企画（国
民政府の政治家の評伝ドラマ『汪精衛』を中国側の協力を得て中国で撮る）が頓挫してお

り、東宝は手堅い成功を期待して「巨匠」衣笠に演出を託したのである。
『進め独立旗』は、インド独立のための海外ネットワーク構築を目指して来日した
ナリン王子ことラタン（長谷川一夫）がイギリス大使館の策謀によって自死に至る政
治的受難劇である。映画を現実との結合させるために製作者が考案した物語の特徴
は、1939年という時間にこだわって、すべてを39年に起きた事件として語る点にある。
映画冒頭、インド独立運動の同志らが集った新橋の印度倶楽部での会合に密かに来
日していたラタンが現れ士気を高める。この場面では民族衣装をまとうガンディーの
肖像画のショットが挿入されるが彼の思想はまったく言及されない。彼の非暴力主義
を、この映画が最後に示す「インド国民軍」と整合的に繫ぐのが不可能だからだ。長
谷川一夫は肌の色を濃くし髪を縮らせインド人ラタンに扮するが、一貫して変哲のな
い背広姿で現れる。彼は西洋的近代の洗礼を受けたインド人エリートだからである。
宣伝広告の写真（図版参照）では、エキゾチックな主人公を強調するために宝石を嵌
めたサッファ（ターバンに似た被り物）を着けた長谷川の頭部がひときわ目立つ。こ
け れん み

うした視覚上の外連味は大衆オリエンタリズムを楽しみたい観客を喜ばせたはずだ
が、
『進め独立旗』はシリアスな政治劇としては露骨な異国趣味をスクリーンに侵入

8

インド人表象の先行例としては、横浜の居酒屋に集うインド人らを日本人側の視線で描く
『誓ひの港』
（大庭秀雄

松竹 1942年）がある。『誓ひの港』でもインド人役には顔色を濃

くした徳大寺伸ら松竹男優が扮した。不完全版をフィルムセンターが所蔵。
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させなかった。
ラタンは友人として信頼する技師・立花（佐山亮）、彼の姉たか子（入江たか子）

かくま

に匿われ、同志のインド人男女（轟夕起子や文学座の俳優たち）らと束の間の平和を楽
しむ。だが内偵から彼の所在を知ったイギリス大使館が策謀し、ラタンを拉致監禁す
る。同志らはラタン解放のため大使館を取り囲み、インド民族独立の歌「ヴァンデー
マータラム」を大合唱し、日本人の民間右翼活動家らは大使館内に押しかけて抗議す
る。だがこの間、諜報担当の書記官グレーブス（斉藤達雄）がラタンに転向を迫る。
応じない彼にグレーブスは死の宣告に等しいイギリス送還を申し渡す。立花との面会
を許されたラタンは「武力なき正義の無力さ」を説き、敗北感のうちに服毒自殺を遂
げる。彼の死は非暴力主義の無効を示唆してもいる。クライマックスには、彼の無念
の死を知ったインド人男女、学生を含む多くの日本人などの会衆が、ラタンの追悼集
会で卑劣なイギリスに対する共闘を誓って本編が終わる。
なぜ1943年にインドに関心を向ける映画が、日中戦争下で過ぎ去った39年を設定し
なければならなかったのか？

それはこの年、実際に日本各地で前例のない規模で排

英運動が起きたからである。日本は天津租界をめぐってイギリスと対立し、内務省は
日本国内で合法的な大衆レベルの排英運動（各地で開催された集会、イギリス大使館・
領事館への抗議など）を利用してイギリスへの圧迫を期待した。民間右翼だけの集会

と異なり、在郷軍人会・婦人会の組織が連携して万人単位の大規模動員があり、イギ
『進め独立旗』
リスとの対立を辞さない感情が大衆レベルで醸成されたと言われる 9 。
がイギリス大使館前でラタン解放を求めるインド人らの抗議に絡めて、あちこちで開
催される反英集会の立て看板などのショットを何度も挿入したのは、観客に39年に実
際に展開した反英運動を想起させるためである。前述の豊田分析はこの点をもっと考
慮してもよいのではないだろうか。
さらに筆者が注意を向けたのは1939年12月のニュースである10。アメリカ映画『ガ
ンガ・ディン』の日本公開に先立ち、東京在住のインド人を中心にした青年アジア連
盟の35名が参集して反対請願のため内務省・外務省・陸海軍省を訪問した。映画『ガ
ンガ・ディン』はルドヤード・キプリングの詩にヒントを得た、植民地インドを舞台
に大胆で愉快なイギリス軍将校らが活躍する戦争活劇である11。題名に反して主役は
ハリウッドの男性スター・トリオ（ダグラス・フェアバンクス・ジュニア、ケーリー・
グラント、ビクター・マクラグレン）である。彼ら扮するイギリス軍将校が残忍な反英

カルト集団と戦う12。彼らに憧れ忠実に付き従って戦死するインド人ガンガ・ディン

9

永井和「一九三九年の排英運動」
『日中戦争から世界戦争へ』思文閣出版、2007年、260―344頁。

10 『東京朝日新聞』1939年12月22日及び30日。
11

英語原題と製作会社 Gunga Din, RKO Radio Pictures. ジョージ・スティーブンス監督は戦
後、エリザベス・テーラー主演の『陽の当たる場所』
・
『ジャイアンツ』
、西部劇映画『シェー
ン』などで知られる。彼の1939年の作品である。
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を演じるのもアメリカ人俳優サム・ジャフィである。愛嬌はあるが精神的に幼稚な
キャラクターは、当然ながらインド人には侮辱的で不愉快な表象である。
インド史研究の長崎暢子が引用する数字では、印僑と呼ばれたインド商人はこの当
時の日本に874人（阪神に654人） で綿花輸入業者が多く、インド本国の多数派ヒン
ズー教徒でなくイスラム教徒が大半だった13。映画の公開反対は、まさに日本のマイ
ノリティだったインド人が彼らの憤懣を表明した珍しいケースであり、請願の日、彼
らはガンディーに宛ててインド独立の要請を決議したと伝えられる。内務省は請願を
受け容れ、同月28日「公益上、有害」として『ガンガ・ディン』の公開を不許可にし
た。39年は外国映画の輸入割当が減らされた年であり、上述の内務省の思惑からすれ
ば反英感情を持つ在日インド人の希望を叶えて彼らを親日モードに誘導したい狙いも
あったろう。
この措置のため『進め独立旗』の製作者は『ガンガ・ディン』を参照できなかった
と思われるが、インド人の抗議を知りえたら異人種表象の難しさを改めて確認しただ
ろう。
『進め独立旗』の製作は、何につけアメリカ映画を参照してきた日本の映画製
作者が、彼ら自身にとってなじみの薄いインド人の表象を独自の努力で試みたもので
ある。アメリカ映画から筋や演出の借用が利いた『望楼の決死隊』や『あの旗を撃
て』よりハードルの高い挑戦だった点を強調しておこう。
このハードルを、製作者たちは1939年のアクチュアリティにこだわることで越えよ
うとしたが、それゆえの弱みを抱えた。日本とインドが共有できるのは単にイギリス
に敵対する立場でしかないことを露呈してしまうからである。しかも『進め独立旗』
の時代設定が39年であるため、日本政府の表立った反英活動を描くことができず、日
本人（ラタンを支える立花や右翼活動家）とインド人の民間レベルの連帯を謳うのだか
ら迫力に欠ける。スパイの暗躍が緊張感を注ぐものの、全体的には抑制的に語られる
多くのダイアローグがドラマを進行させる。だがインド独立を願うラタンの言葉は月
並みでしかない。
むしろこの映画の特筆すべき良質さは入念な考証にあるだろう。豊田分析によれ
ば、劇中、ラタンの事件に先立って自殺するインド人アタール（文学座俳優・中村伸
郎が扮する）は、実際に1921年にイギリス大使館からスパイになることを強要されて

自殺した東京外国語学校のインド人教授 H・アタールがモデルであって製作者のいた
ずらな思いつきではない14。
製作にあたってインド人から協力が得られたのは疑いえない。インド人の名前のリ

12

インドの残忍なカルト集団として描かれたタグ（Thuggee）は実在し、S・スピルバーグ監
督の『インディアナ・ジョーンズ魔宮の伝説』
（1984年）ではサギーとして登場する。

13

長崎暢子「在日インド人の活動から」、青木保ほか編『日本人の自己認識』岩波書店、1999
年、181頁。長崎暢子「インド国民軍の形成」
、長崎暢子編『南アジアの民族運動と日本』ア
ジア経済研究所、1980年、13頁。
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アリティから手紙や政治スローガンでのヒンディー語の文字表記まで、細部がきわめ
て正確である。肌色を濃くした化粧でインド人女性ウシヤ・ラニに扮する轟夕起子は
サリー姿で現れるが、着方も挨拶の身のこなしもまったく適切で、インド人の指導を
受けて初めて可能な所作である15。さらに、クライマックスのラタン追悼集会の場面
にはインド人らしい顔がたくさん見える。このエキストラの人々が神戸と横浜の印度
独立連盟員・東京イスラム教団員であることは広告から知れる。
だが、こうした製作面での配慮も努力も報われなかった。製作者にとって不運だっ
たのは、
「日本がインドを独立させる」と大言壮語を吐く日本人を登場させず、代わ
りにインド人キャラクターを前景化した珍しい配置と日本人を優越化しない演出が、
少しも好意的に評価されなかった点である。批評家さえも日本民族中心主義の問題性
に思い至っておらず、アジアの指導民族にふさわしい日本人ヒーローの活躍を求め、
それを満足させない『進め独立旗』に欲求不満をぶつけたのである16。
同様に、映画ファンの失望は容易に察しがつく。内省的な外国人主人公に感情移入
できない。ラタン役の長谷川は『伊那の勘太郎』で見せた胸のすく立ち回りも威勢の
たん か

良い啖呵も披露しない。イギリス人グレーブスをやりこめる丁々発止の舌戦もない。
落ち着いた大人の情愛を表現できる長谷川・入江というスター・コンビを並べながら
ロマンティックな恋を生じさせない。ユーモアのセンスも皆無である。
致命的な失敗はインド国民軍の扱いである。『進め独立旗』はインド国民軍を本筋
であるラタンの物語に直接絡ませることに失敗し、ドラマからはみ出して処理する異
様な事態に陥った。インド国民軍とは1941年12月以後、イギリスと戦う日本に協力す
ることで独立を目指したインド人による軍事組織である。43年にはスヴァス・チャン
ドラ・ボースの指導下にあり日本軍にとって存在価値を増していた。本来「大東亜」
に含まれなかったインドが日本の関心を惹きつけ、独立を望む一部のインド人にも日
本との提携が支持された。『進め独立旗』が政治的なインド人を主人公に据えたの
も、在日インド人の製作協力もこの背景があったからである。
インド国民軍はラタン追悼集会の後に唐突に紹介される。次々とタイトルが画面を
占領し文字情報が「大東亜戦争」の開始を告げてから、ようやく独立のために決起し
たインド国民軍のニュース映像が現れる。これにより日本とインドがイギリスを相手
に共闘する同志であることが強調される。だが、この時、ラタンの物語はすでに終
わっている。
『進め独立旗』は皆を満足させようとして誰からも喜ばれず、その政治認識は批評

14 豊田雅人「戦争映画の中の人情～太平洋戦争中の日本映画は、アジアをどのように描いたか
――インドを題材にした映画に関する考察」
『21世紀社会デザイン研究』第10号、2011年、
86頁。
15 ヒンディー語に堪能で社会事情に精通したインド映画研究家の松岡環氏にご教示たまわった。
16
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水町青磁「劇映画批評」
『映画旬報』1943年11月 1 日号（第99号）、25―26頁。
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家から「古い」と否定された17。映画公開直後の11月、東京で開催された「大東亜会
議」では、チャンドラ・ボースがシンガポールに樹立した自由インド仮政府が承認さ
れた。こうした情勢下で、アジアの諸民族に独立を約束する頼もしい盟主日本のイ
メージを打ち出せなかったドラマは無意味と断じられたのである。
だが、これまで述べてきたように『進め独立旗』は不誠実に製作されたわけではな
い。脱オリエンタリズムを判定基準にすれば努力は認められよう。だがそれは戦争の
政治がもたらした敢闘賞でしかなく、戦後に継続がなかったという事実が戦争目的か
ら独立した動機の欠如を確認する。こうした大東亜映画とは「方便」としての大東亜
共栄圏を露呈する集合的プロジェクトではないだろうか。

戦後民主主義への助走――戦中映画の試行錯誤
次のポイントは、戦後の民主主義映画に接続する傾向が戦時下に出現していたので
はないか、ということである。戦争中の厳しい検閲にさらされ戦争を応援する姿勢で
作られた映画と、戦後に GHQ の指導で民主主義を標榜した映画はもちろん大きく隔
たっている。にもかかわらず、私が示唆したいのは、戦争遂行を大前提にした戦争中
の映画には主体性の強調や格差是正の意識が細かな兆候として顕在潜在しており、時
として個人の解放を掲げた戦後の映画製作に先立って、溌刺とした個人が社会的行為
者として立ち現れたのではないかということである。
1940年、贅沢な物品を規制する「七・七禁令」（奢侈品等製造販売制限規則）が施行
され、これに伴って映画検閲も厳格化された。これにより個人の幸福のみを描くもの
や女性の喫煙、カフェーでの飲酒、豪華な衣服住、外国かぶれの言語、軽佻浮薄な動
作など一切が禁止された。この方針は、消費規制による下方への社会的平準化だけで
なく、スクリーンの表象からも階級間格差を締め出すよう映画製作者に申し渡したも
のである。さらに内務省は農村を描く映画の製作を奨励した。これもスクリーンでの
都会と農村の格差是正を促したものと言える。
こうした映画検閲の監視と戦時社会への貢献要請は、1941年12月に戦争が拡大して
からはさらに度を強めた。当然ながら映画製作のプロたちに多くの制限を加え映画を
つまらなくしたマイナス作用がはるかに大きい。『進め独立旗』で確認した通り、時
局に対応しようと無理に製作された政治的な映画は観客を喜ばす映画ではなかった。
また「個人の幸福のみを願うな」という上述の検閲方針は映画から恋人たちの燃え上
がる感情表現を駆逐し、軽薄さへの不寛容はお笑い要素の出番を少なくしたからである。
だが一方で、日本映画に新たな方向の模索を促したとも言える。戦時国家では国民
の一体感を高めようとする統合の観点から意識的な配慮が継続され、平行して日本映
画でも戦中と戦後を貫く傾向が現れた。農村映画というカテゴリーで見渡せば成果は
17 同前。
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限られるが、地方への目配せの観点からは、日常生活の多様性と変化、階級的特権の
ゆらぎ、市井の人々が建前を語りながら本音をにじませる表現など、戦後への微妙な
リンクを見出せる。制限ある紙幅に、歴史研究と映画研究のどちらからも見逃されが
ちな点を述べてみよう。
農村を正面から取り上げることは劇映画の製作者に敬遠されがちだった。興行的成
功が難しいとみなされていたからである。日中戦争下の1939年に意外なヒット作と
なった『土』（内田吐夢 日活）についても、農村のテーマが単純に観客に好まれたと
は解釈されなかった。40年 1 月末の朝日新聞主催の座談会は、『土』の人気を「ふる
さと的なもの」を求める心理、農村から都会に出ても成功など到底望めない厳しい現
実を生きる人々が精神的なよりどころを求める感覚に帰し、青年層が政治ではなく文
学論議に熱中する傾向を論じた18。換言すれば、映画『土』の観客は厳しい農村の現
実ではなく真摯に生きる人間の美しさを表出させる装置としての農村の表象、映像に
よってイデオロギー化された農村を是認したと解釈されたのである。
そのようなものとして1940年代に農村イメージを提供して成功したのが『馬』であ
る。41年、東北らしさを意識して用意周到に製作された高峰秀子主演の『馬』（山本
嘉次郎 東宝）は、批評家・検閲から歓迎され興行にも成功した。だがこの抒情性豊か

な農村映画を喜んだのは、もっぱら都会の観客だった。『馬』については既に拙著で
論じたので詳述は控えるが、
『土』以上に綿密な戦略が練られ農村表象が入念に設計
された19。表象戦略の勝利だったのである。だが『土』や『馬』がまれな快挙を遂げ
たところで、農村を描いて成功するケースは続かなかった。常に時代の先端をきわめ
ようと努めた都会人たる映画人にとって農村表象が難しい課題である点は、その後も
大きくは変わらなかったからである。
農村の表象を難しくしたのは農村の現実である。各地の農村は日中全面戦争開始以
前から多くの問題に直面していたが、戦争はさらに負担を大きくした。もちろん地域
によって状況は異なり、豊かで安定した生活を享受した農村共同体も存在した。だが
トラホームや結核などの疾病に加えて、医療手当へのアクセスが十分に確保されない
ことが農村の問題として認識されていた。無医村問題は戦時下の国民統合の観点か
ら、都市と農村の格差是正を論じる文脈で新聞メディアでも喧伝された。保健婦の派
遣はこの無医村問題を緩和するために導入されたものである。農村の労働力である男
性らが兵士として応召し、野良仕事を抱え込んだ女性たちは過剰な労働を強いられ、
日中戦争下において疲労した妊婦の流産率が上昇するなど過酷な実態があった。

18

岩田豊雄・菊岡久利・秦豊吉・権田保之助「大衆娯楽を語る」
『東京朝日新聞』1940年 1 月
30日。岩田は文学座を支えた作家・獅子文六、菊岡はムーラン・ルージュ文芸部所属、秦は
東宝専務、権田は国民娯楽研究家で文部省嘱託という顔ぶれである。

19

宜野座菜央見『モダン・ライフと戦争――スクリーンのなかの女性たち』吉川弘文館、2013
年、203―205頁。
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こうした戦中の農村の現実に寄り添うスタンスで農村を肯定的なイメージとして構
築することは容易ではなかった。そもそも農村に正攻法に向き合えば、否定し改善す
べきものとして閉鎖的・因習的な村の実態を照らし出すことは避けられなかった。必
然的に不均衡に拡大した日本のモダニティの闇をさらけ出す。その典型と呼べるの
が、松竹スター田中絹代が山奥の無医村に赴く女医に扮した『女医の記録』（清水宏
松竹 1941年）である。日中戦争下、男性医師が軍医として動員された状況で国内医療

の負担を期待された女性医師と無医村問題を組み合わせたドラマである。
映画冒頭、夏木女医と女子医学生らの一行は石川県の山間部を徒歩で村に向かう。
案内しながら小学校の訓導・神谷（佐分利信） が村の実態を語る。『女医の記録』は
清水宏監督作品らしく村の小学生たちの闊達さが挟み込まれて、おおらかなモードが
維持されるが、村の様子をありのままに伝えるとは後進性の烙印を押すことにほかな
らない。この村の人々は陽のささない暗い家屋に暮らし、布団を干す効用も知らない
し習慣的な入浴も行わない。「万年床」に代表される衛生知識の欠如、言い伝えや迷
信がはびこり医療でなく行者（祈禱師）を頼りにする非科学的な態度が村を支配する
ことが淡々と語られる。
『女医の記録』は、近代的帝国であることを誇りたい日本の至るところに、置き去
りにされた共同体があることをやんわりと伝える、真面目で教育的な劇映画である。
だが訓導や女医ら外部からきた者の視線が農村内部の問題を明るみに出すアプローチ
は人道的に見えても、この映画で村を知る都会の観客の立場を特権化するだけで、村
は近代の精神文化不在の空間としか映らない。
日本軍のアジア占領地域の宣撫活動では日本映画の上映が行われたが、『馬』をは
じめ農村に関する映画は意識的に忌避された。アジアの観衆が日本の負の側面を看取
すると日本が侮られて、活動の妨げになるのではないかと宣撫担当者らは強く警戒し
たのである20。
日本の農村表象においてもアメリカ映画を模倣した例外的なケースがある。シリア
スな『女医の記録』と対照的に、「農村の勤労生活を描く」と称して現実離れした音
楽喜劇を試みた千葉泰樹監督の『青空交響樂』（大映 1942年）である21。喜劇俳優・杉
狂児扮する音楽家が酪農の牧場経営を任され、村人たちに音楽の喜びを知ってもらお
うと奮闘する。
『青空交響樂』のシナリオは、音楽家と親しくなる令嬢など登場人物
の配置にアメリカ映画『牧童と貴婦人』（ヘンリー・C・ポッター 1938年）の影響が指摘
され、その「バタ臭さ」を非難された22。だが優雅な令嬢（マール・オベロン）がカウ
20

星野辰男「南方映画工作より還りて」
『映画旬報』1943年 5 月11日号（第81号）、16頁。
「座
談会南方映画工作の現段階」
『映画旬報』1943年 7 月 1 日号（第86号）、23頁。

21 映画『青空交響楽』についての記述はフィルムセンター所蔵版の視聴による。
22 若林健「シナリオ評」
『映画旬報』1942年12月11日号（第68号）、20頁。
『牧童と貴婦人』の英語原題と製作会社は The Cowboy and the Lady, Samuel Goldwyn Productions で日本公開は1940年である。この映画の記述は DVD の視聴による。
79

宜野座菜央見

ボーイ（ゲーリー・クーパー）と恋に落ちるドラマの洒脱さを『青空交響樂』が模倣
できるわけもない。借用した枠組みにアメリカ映画調の喜劇要素（太鼓や樽で西洋楽
器の演奏に加わる農民のずっこけた笑いや赤ん坊たちがスヤスヤ眠る農場内託児所の漫画
的な非日常感）を放り込んだに過ぎない。弛緩したドラマ構成、
「口ずさみたくならな

い」楽曲センス、
「きたない音」の演奏まですべてが「中途半端で全くの失敗作」と
して酷評された23。田んぼから目先を変えて西洋型牧場を設定しアメリカ映画の模倣
で仕上げた映画からは、製作サイドの開き直りを感じる。
このように農村というカテゴリーで見渡すと成果は芳しくない。だが別のカテゴ
リー「地方」で括ればいささか異なる議論が可能だろう。東京を中心とする消費文化
を描くことが許されなくなったぶん、舞台を地方に分散することで、スクリーンに映
し出される戦時下の市民生活そのものの多様化が促進されたからである。
1930年代を通じてドラマの舞台は東京（時代劇映画では江戸）が圧倒的に多かった
が、40年代には地方の小都市あるいは町村が選ばれるようになった。大がかりな現地
ロケで樺太（『北極光』田中重雄 新興キネマ 1941年）や沖縄の離島（『白い壁畫』千葉泰
樹 東宝 1942年）を撮影して目立ったケースに限定されない。監督デビューしたばか

りの木下恵介の作品でも長崎（『花咲く港』松竹 1943年）、静岡（『生きてゐる孫六』同
社 同年）と指摘できる。時代劇を含めドラマの設定において東京を離れる分散傾向

がより鮮明になったのである。
この分散傾向を後押ししたのは進行中の地方文化運動だろう。1940年に発足した近
衛新体制下、国家に結びつく形で全国の文化諸団体が再編された。大政翼賛会文化部
は総力戦遂行の目的から国民文化の振興を課題として、地方文化運動を最も奨励した
ので、地方ごとに郷土芸能の活性化、衣食住の条件の改善教化、文化講演会の実施な
ど多様な活動が行われた。地方文化運動が指す「地方」とは通常、各地に点在する人
口およそ 3 万から 5 万の、郡の中心をなすような都市のことであり、会津若松・高
岡・浜松・倉敷・萩・小倉などが挙げられた24。
だが映画の場合、地方を厳密な基準で選定する必要はない。各地方独特の風景や風
習を織り込み、その地に暮らす人々をテーマにそって活写すればよい。映画が地方を
取り上げることは、国土である日本が内包する地理的個性・文化的多様性を知らせる
効果となりうるから、戦時下の国民統合の目的に資するのである。
現存フィルムは不完全だが、阪急線沿線の実景や大阪弁の話者を効果的に登場させ
（五所平之助 大映 1942年）を取り上げよう25。兵庫県の六
て地方色が評価された『新雪』

甲地区が舞台なのは、朝日新聞の連載小説だった藤澤桓夫の原作に忠実だからである26。

23 上野一郎「劇映画批評」
『映画旬報』1943年 2 月11日号（第72号）、21頁。
24

北河賢三「解説」、北河賢三編『資料集総力戦と文化 第一巻 大政翼賛運動文化部と翼賛文
化運動』大月書店、2000年、508頁。

25 映画『新雪』についての記述はフィルムセンター所蔵版の視聴による。
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『新雪』は灰田勝彦が歌った同名の主題歌で知られ、カットの多い五所監督のセン
スがうまく生かされことで玄人受けした映画だが、それだけに留まらない。『新雪』
は、検閲強化を背景にして映画がすっかりつまらなくなったと評された1942年のヒッ
ト作なのである。映画の主眼は新制度である「国民学校」の紹介で、あたかも「戦中
版坊ちゃん」のようで、恋愛の甘い雰囲気など少しも表現しない。なぜこれが観客の
支持を得られたのだろうか。
『新雪』のヒットは、この映画が下敷きにした風俗小説への関心によって下準備さ
れた。小説『新雪』は東西の朝日新聞に1941年11月から翌42年 4 月末まで掲載され
た。この連載中に「大東亜戦争」が始まったのである。著者・藤沢桓夫は日本軍の
華々しい戦果を聞きながら、武骨な男性主人公と彼を愛する女性二人を配して小説を
執筆した。文芸評論家からの評価は高くないが、連載中からとりわけ若い女性読者の
関心を呼んでいた27。映画『新雪』はこの原作にかなり忠実に映像化され、純愛を描
く女性映画として宣伝され10月に公開された。
映画『新雪』の恋愛へのアプローチはきわめて特徴的で、「英米との戦争」に人々
が奮い立った社会の空気にうまく合致したことが指摘できる。日中戦争前半期に伝説
的人気作となった『愛染かつら』（野村浩将 松竹 1938年）と『支那の夜』（伏水修 東宝
1940年）は、スター俳優らによる甘美な恋愛で観客を魅了したが、検閲は恋愛に心を

奪われる男性像を軟弱として嫌った。対照的に『新雪』は、「大東亜戦争」開始でさ
らに厳しくなった検閲にも、戦争に高揚した日本社会の空気にも抵抗なく受け入れら
れる男性像を提供した。彼には仕事へ情熱を傾けさせ、彼に免除した恋の悩みを女性
たちに一任したのである。
主人公・箕和田（水島道太郎）は京都帝大で教育学を専攻した「国民学校」の訓導
である。1941年の教育改革は子供たちを主体性のある国民に育成することを目的に掲
げて小学校を国民学校に改編し、従来の教育が根底にもつ立身出世主義をドラス
ティックに否定した。国民学校理念の革新性を体現するキャラクターが箕和田であ
る。型にはまらず子供たちの気持ちに寄り添えるが女性心理を察知できない鈍感者
だ。箕和田に扮した水島道太郎は主要映画会社が養成した既成のスターではない。三
流と蔑まれた大都映画出身で、洗練にはほど遠いが爽やかな資質が、新時代の教育を
模索する箕和田を等身大の人間に見せて成功した。この箕和田を囲んで様々な人物が
入れ代わり現れるが、学校に口出しする地域の顔役、丸徳（山口勇）とのケンカを通
して清廉な箕和田は尊敬を勝ち取る。
こまやかさが好評だった五所平之助の演出は、二人の女性、勝気な眼科医・千代

26

藤澤桓夫『新雪』、大仏次郎ほか監修『大衆文学大系23 郡司次郎正・片岡鐵兵・濱本浩・北
村小松・藤澤桓夫』講談社、1973年、645―794頁。
『新雪』初版は新潮社から1942年 6 月に刊
行された。

27 古谷綱武「新雪について」
『日本映画』第 8 巻第 1 号（1943年 1 月 1 日）、88―91頁。
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しと

（月丘夢路）と言語学者の娘で淑やかな保子（美鳩まり）の駆け引きを知らない愛情を

際立たせる。宝塚歌劇団で娘役スターだった月丘夢路が好演した千代は箕和田とは衝
突が多くロマンティックな絡みはない。『新雪』は、箕和田への想いを共有しながら
彼の気持ちを測りかねて苦悩する女性二人が、六甲の景観地区を連れ立って歩きなが
ら語らい黙りこむ場面を用意する。この長いシークエンスが、かつての恋愛映画の定
石だった男女のラブ・シーンを代替するという構成である。
最終的に千代が教育召集（徴兵検査に甲種合格して入営しなかった者が受ける 3 ヶ月の
基礎訓練） に赴いた箕和田から好意を告げるハガキを受け取り、彼女の笑顔でハッ

ピーエンドが示される。男性による口説きの演技を一切必要としない硬派の恋愛映画
の成立である。要は、日中戦争前期とははっきり異なる緊張した社会に暮らす観客に
とって、今やこの恋愛の描き方こそがごく自然だと感じられるようになっていた、と
いう点である。
『新雪』が描くのは、物資的窮迫にさらされていない段階での日本人の精神性であ
かげ

る。その日常生活の表象には物資不足の翳りはない。銃後が意識されつつも一見平時
に近い。職業婦人・千代と対比される良家の子女・保子が家にいるのは未婚女性の勤
労動員がまだ実施されていない時期だからで、モンペにも無縁である。保子が女中に
指図して隣組の会合のために紅茶と砂糖を用意させる中流階級の生活には一貫して余
裕がある。このなかで老若男女の登場人物らがしきりに気にかけているのは、仕事や
結婚、家の跡取り、家族の思惑などごくごく個人的な事情である。
だが同時に、箕和田をはじめ登場人物の職業的判断には戦時共同体の一員としての
自覚が強く作用する。保子の父も父の弟子も南方の言語学調査に志願し、彼女も父に
したが

随う。箕和田の生徒たちも少国民の自覚を内面化し大人たちと共に「英霊」の帰還を
迎える。彼らは戦争遂行中の国家を主体的に支える国民である。自分が持てる技能で
「お国」の役に立ちたいという自発的な意欲を各自が表明するが、そこに自暴自棄の
悲壮さはない。彼らは戦争が社会改革の契機であるかのようにその積極的な意義を信
じており、戦争する国家のニーズを自ら具体的に考えて、自制し、あるいは行動に移
すのである。『新雪』が示すのは、
「英米との戦い」に奮い立った人々が彼らのイメー
ジとして受け入れ可能な、理性化された個人が選択する深刻すぎず軽薄すぎない社会
とのつながり方である。その社会が一人一人の参加に十分な手応えを与えることが信
じられている。
公開当時、幾人もの評論家らが『新雪』の撮影・演出から人物造型まであれこれ批
判しつつも新鮮さを見出して歓迎した。観客は登場人物らへの共感や批判を寄せ、
「英霊」の帰還を町の人々が迎える場面では若い男性観客がスクリーンに向かって脱
帽したという反応も伝えられる。今日の眼で見れば『新雪』には戦争のイデオロギー
に幻惑された人々の姿がある。だが同時代の観客にとって『新雪』は、市井の各人が
変革のエージェントとして輝く時代の到来を力強く伝えたと言えそうである。
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戦時日本映画における断絶と継続

終わりに
戦争中の日本映画は、国家の政治がうまく対処できない現実的課題――アジアの懐
柔、農村の称揚――を表象の魔術で克服するよう期待され応えようと試みた。だが戦
争が終わって国家が戦争の大義をかなぐり捨てると課題は忘れられ、日本映画はアジ
ア軽視に逆戻りした。
日本の経済界は1950年代初頭、共産党政権下の中国に代えてインドを資源供給地・
市場にする期待をもったが、インドの計画経済の停滞により挫折し、日印友好は49年
にインドから日本に贈られた象のインディラが象徴した。そして今日に至るまで、日
本人とインド人の相互信頼と友情を描く映画は存在しない。
一方、映画大国インドには映画『ラブ・イン・トウキョー』（1966年） がある。
1964年の東京オリンピックで日本に関心を持ったインド人監督の作品で、インドでは
大ヒットとなった。インド映画定番の歌って踊る娯楽巨編で日本各地でロケ撮影が行
われ、東京を訪問したインド人男女の恋愛がここかしこの観光名所で展開するが、登
場する日本人は風景の一部である28。今日のインドの躍進は目覚ましく日本との経済
提携も拡大するが、その関係は発展途上で、日本とインドの観客が一緒に楽しめる映
画が出現するものなのか、筆者には皆目見当がつかない。
戦後、GHQ が推進した民主化の改革のうち、農地改革は大きな成果を上げ組合運
動が高揚したと言われる。戦中から戦後にかけて焼け野原の都会より農村の方が恵ま
れた面もあった。だが農村の生活向上がたちまちに実現したわけではないし、農村の
人々に歓迎される農村映画が続々生まれたわけでもない。農村の女性たちが製作費を
賄い彼女たちの映画として応援した『荷車の歌』（山本薩夫 全国農村映画協会）が登場
したのはようやく1959年のことである29。
一方、戦後の地方改革は中央の従属から解放された「地方自治の確立」が目指され
たのに失敗したと評される。だがスクリーンでは東京一極集中から地方へ拡散する傾
向が戦争中から継続した。残念ながら本稿では触れられなかったが、階級格差の緩和
に関わる微妙な変化も戦中映画には生じていた。1920年代・30年代を通じて、松竹を
典型とする日本映画は東京中心の上層中流階級を偏重する傾向を持ったが、戦中から
微妙な修整を加えながら戦後を迎えたのである。戦後社会は財閥解体や富裕層への財
28 監督・製作はプラモード・チャクラヴァルティー、英語題名は Love in Tokyo でヒンディー
語のカラー作品である。内容は松岡環氏に提供していただいた DVD を視聴して確認した。
29 作家・山代巴による貧農出身の娘セキの一代記の映画化で望月優子が主演した。望月は映画
『米』
（今井正

東映

1957年）で農家の母を演じて評価されていた。『荷車の歌』は農協婦

人部が一口10円のカンパを集めた製作費で賄われた。日本全国で巡回上映され、農村だけで
一千万人以上が見たと言われる。映画監督山本薩夫生誕一〇〇年の集い実行委員会編『映画
監督山本薩夫

生誕一〇〇年』
（非売品）
、2010年、29頁。
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産税課税で階層間格差を加速的に狭め勤労所得の意義を高めた。この変化を象徴する
映画『安城家の舞踏会』（吉村公三郎 松竹 1947年）、『お嬢さん乾杯』（木下恵介 松竹
1949年）を提供したのは松竹である。

戦後の民主主義映画を代表する『青い山脈』（今井正 東宝 1949年）は地方を舞台に
して製作された。原節子扮する女性高校教師・島崎雪子は地方社会の旧弊な価値観と
戦い恋愛の尊さを宣言する。恋愛の尊重を軸にして『新雪』を反転させると『青い山
脈』になろう。二つの映画が鼓舞する思想のベクトルは逆方向である。だが個人に熱
く働きかけ主体的な社会参加を励ますアプローチとして意外に共通点は多い。単純化
は慎まねばならないが、戦後の民主主義映画に先立って、戦中映画に「トライアル」
の時代としての意義を見出すことは可能だろう。

参考文献
大門正克ほか編『近代社会を生きる』吉川弘文館、2003年。
宜野座菜央見『モダン・ライフと戦争――スクリーンのなかの女性たち』吉川弘文館、2013年。
―――「映画のなかの “新秩序”――“モダン” の内面化と文化のヘゲモニー」山田朗編『戦争
II

近代戦争の兵器と思想動員』青木書店、2006年。

小林英夫『日本人のアジア観の変遷――満鉄調査部から海外進出企業まで』勉誠出版、2012年。
長崎暢子『ガンディー――反近代の実験』岩波書店、1996年。
雑誌に関しては、
『映画評論』
（映画日本社）は原典を、『映画旬報』（映画出版社）、『日本映
画』（大日本映画協会）は、ゆまに書房から刊行された復刻版を参照した。
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第 2 セッション

「ポピュラー・カルチャー研究の新展開」
共同企画者：山田奨治／呉咏梅

マンガやアニメに代表される日本のポピュラー・カルチャーが、海外の若者を惹き付け
るようになってから久しい。いまや日本語を学びはじめる海外の若者の大半が、マンガ・
アニメを学習のきっかけにしているというデータもある。しかし、海外に出た日本のポ
ピュラー・カルチャーはマンガ・アニメ以外にも多様にあり、19世紀末以前に遡る歴史性
を帯びている。日本の内外で研究の指向性の違いも表れている。このセッションでは、ポ
ピュラー・ カルチャー研究の多様性に目を向け、日本研究としての今後の展開を探る。
ポピュラー・カルチャーは往々にして、消費文化とそれを媒介する企業活動によって支
えられる。李衣雲の論文では、戦前・戦時の台湾における日系の「百貨店」の活動と、そ
れが生んだ消費文化を論じている。台湾の「百貨店」は、はじめは華やかな消費生活への
あこがれをかき立てていたが、時局の変化とともにそれは戦時統制経済の実行者へと姿を
変えた。日系「百貨店」が形成した統制経済は、台湾では1965年までつづくことになった
という。また、アリサ・フリードマンの論文では、1990年から2014年までの日本のテレビ
ドラマを取り上げ、そこに描かれている女性の、とりわけ働く女性のライフコースの変化
を考察し、そこに現実の日本社会の規範とドラマの女性の生き方との相互の影響関係を考
察している。ジェンダーの観点を入れることは、欧米の研究者のあいだでは必須の研究作
法になっているが、日本を含む東アジアのポピュラー・カルチャー研究者にそれが浸透し
ていく余地はまだあるように感じる。シンポジウム当日にはもう 1 件の発表があったが、
やむを得ない事情により本書に論文を採録することができなかったことを記しておく。
このセッションでの議論や他の研究会・シンポジウムの成果を踏まえて、日文研では
2016年度から 6 年間の基幹研究として通時的・国際的な大衆文化研究に取り組むことに
なった。それもまた、このセッションの成果のひとつといえるだろう。

（山田奨治）

Session 2

New Developments in the Study of Popular Culture
Joint Organizer : YAMADA Shōji / WU Yongmei

It has been a long time since Japanese pop culture, exemplified by manga and animation,
attracted young people from overseas. It has even been found that manga and animation
serve as a trigger to learn Japanese for most overseas young people who start to learn
the language. However, a variety of Japanese popular culture industries other than
manga and animation have received international recognition and Japanese popular culture bears a historicity that goes back beyond the end of the 19th century. Differences
in the study trends in Japan and overseas have also been observed. This session explores the future development of Japanese studies in view of the diversity of popular
culture studies.
Popular culture is often supported by the consumer culture and corporate activities that mediate it. Lee I-Yun’s paper discusses the activities of Japanese “department
stores” prior to and after WWII in Taiwan and the consumer culture that gave birth to
them. Although, at first, “department stores” in Taiwan aroused a longing for a sumptuous consumer lifestyle, department stores transformed into the actors who realized the
war-time controlled economy as the status quo changed. According to Lee, the controlled
economy built by the Japanese “department stores” lasted until 1965 in Taiwan. On the
other hand, Alisa Freedman’s paper takes up Japanese TV dramas from 1990 to 2014,
examines the changes in the life courses of the women depicted therein, working women
in particular, and examines the interaction between the actual norms of Japanese society
and women’s ways of life in the dramas. Incorporating the gender perspective in a study
has become a requisite study method among western researchers, and I suspect that
there is still room for that trend to spread across popular culture researchers in East
Asia, including Japan. Finally, I just want to mention that, although one other presentation was made on the day of the symposium, we were unable to collect it in this book
for unavoidable reasons.
In light of outcomes from discussions in this session as well as other conferences
and symposiums, the International Research Center for Japanese Studies has determined
to work on historic, international popular culture studies as its core study for six years
starting from the fiscal year 2016. This can also be said to be one of the outcomes of this
session.

（YAMADA Shōji）
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――国家統制と台湾の「百貨店」
、1937～1960――
李 衣 雲（齊藤啓介訳）

はじめに
西洋の近代視覚文化の発展によれば、商品は従来店の奥にしまわれ、客からは見え
ないようにされていたが、今では当たり前のように人前に置かれている。18世紀のパ
サージュ・クーヴェルや博覧会によって、陳列及び展示でモノの「意義」を表現する
手法が生み出されたのである。博覧会はモノ本来のコンテキストを取り除き、新たに
「意義」を与えるという分類法を確立した。このような近代的な手法は19世紀中葉に
誕生し、欧米の百貨店でも採用され、壮大な建物、陳列展示や装飾等による「意義」
の転嫁を通して、百貨店を「消費の殿堂」へと変化させていった。新興の資産階級も
このような消費活動に加わり、さらに「必要性」ではなく、誇示や遊戯を象徴するた
めの意義も加えていった 1 。
一方、日本では「良賈は深く蔵して虚しきがごとし」を旨とし、古くから比較的高
価な品物を客には見えない所に置いて販売する「座売り方式」が行われていたが、
1878（明治11）年の「辰之口勧工場」開業後から、客が自由に商品を見られる陳列販
売方式になった 2 。このような新しい展示方法は、高級店を刺激した。三井呉服店は
1895年にガラスの陳列ケースを導入し、1900年には座売り方式を全面的に廃止し、陳
列販売方式に切り替えた。また高島屋も1896年にガラスケースによる陳列販売を開
始、ガラスのショーウインドーも取り入れられた。店の客層は常連客から路上を歩く
不特定の人に向けられるので、商品を「見られるものの触られない」ガラスショーウ
インドーは、商業上、視覚的効果を演出する重要な道具となった。ショーウインドー
は商品を陳列するだけでなく、演出する効果も持ち合わせているのである。1904年に
は三越もショーウインドーを導入する。三越の日比翁助取締役は「デパートメントス
トア宣言」を発表し、日本における百貨店の歴史の新たな一頁を開いた 3 。このと
き、陳列、展示などの意義を転換させる視覚式消費が正式に日本に登場したのであ
1

ロザリンド・H・ウィリアムズ『夢の消費革命』東京：工作舍、1996年。Rudi Laermans,
‘Learning to Consume,’ Theory, Culture & Society January 1993:10, pp79―102; Geoffrey
Crossick and Serge Jaumain ed., Cathedrals of Consumption, Hants: Ashgate Publishing
Limited, 1999. 吉見俊哉『博覽會的政治學』台北：群學出版社、2010年。

2

初田亨『百貨店の誕生』東京：三省堂、1993年、 8 ―59頁。

3

加藤秀俊『都市と娯楽』東京：鹿島研究所出版会、1971年、173―191頁。
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る。欧米の百貨店と比べ、
「鑑賞」することに重きを置く呉服店から発展した日本の
百貨店で、大量生産された商品の販売と一点の商品を「鑑賞する」販売の二種類の方
法が合わさり、一種の余裕と品位のある日本の百貨店の特色が誕生した 4 。
いわゆる「意義を転嫁させる視覚式消費」とは、モノを機能と意義の二つの側面か
ら分析することを指す。モノは本来無機質だが、人類社会の中で命名、分類、定義付
けられることによって、使用価値や記号価値が生まれる。前者は需要や機能に関わ
り、後者は文化的象徴と関連がある。人々はモノを使う以外に、モノが持つ記号的意
義を消費する。消費と購買で異なる最大の点は、後者が生きるために必要だとしてモ
ノを使うのに対して、前者はモノを獲得するという使用価値、すなわち需要以外の記
号的意義にその核心的概念があり、人類の生存あるいは生活に必要不可欠というわけ
ではなく、社会構造上で地位や品格を表現する贅沢品、要するに消費行動の中で指標
的意義を持つものである 5 。いわゆる贅沢品とは、使用価値が低ければ低いほどその
象徴的価値が高くなる、不要不急の商品をいう。17世紀のイギリス人は、人々が新し
いモノや珍しいモノを欲しがり、追い求める欲望、およびその欲望がもたらす地位や
階級を顕示する作用が経済発展の原動力であることを理解していた 6 。かくして、欲
望を誘発する百貨店にとって、贅沢品の販売およびショーウインドーの演出などは記
号的意義において、重要な象徴になっていたのである。
日本の百貨店はその発展と競争の激化により、地方都市や植民地に対する出張販売
が日に日に盛んになった。台湾では1895年の日本統治時代開始以降、鉄道や航空、電
信、郵便、電話が発達し、1908年 3 月からは三越、白木屋、高島屋などの百貨店がほ
ぼ隔月おきに台湾で出張販売を行い、和装や洋装、腕時計などの百貨店商品を販売す
るようになっていた。これらの商品は本土の舶来品取扱店や商店でも販売されていた
が、出張販売の商品は「中心＝近代化」とする日本の大都市の名声を借り、当時の台
湾で相当の売り上げとなっていたようである 7 。また、商品展示と消費の方式も、次
第に発展するようになる。
1914年には、峰谷生によって『台湾日日新報』にショーウインドーの設計に関する
文章が掲載された。ショーウインドーは商品を陳列販売する用途だけではなく、デザ
インの上でもテーマが必要だと強調されている 8 。これは前述のように商品に記号的

4
5

加藤秀俊「デパートの文化史」
『都市と娯楽』東京：鹿島研究所出版会、1971年、173―191頁。
消費と符合価値については、次の文章を参照されたい。李永熾「消費社會與價值法則」、收
錄於『從啟蒙到啟蒙』新北市：稻鄉、2010年。

6

ロジャー・メイソン『顕示的消費の経済学』名古屋：名古屋大学出版会、2003年、 9 ―25
頁。ロザリンド・H・ウィリアムズ『夢の消費革命』東京：工作舍、1996年、15―18頁。佐伯
啟思『
「欲望」と資本主義』東京：講談社、1993年、115、122―124頁。

7

李衣雲『日治時期日本百貨公司在台灣的發展：以出張販賣為中心』『國立政治大學歷史學
報』第33期、2010年、155―200頁。

8 『台湾日日新報』1914年 6 月10日。
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価値を与える概念に当たる。1920年代になると、ガラスのショーウインドーが台湾で
も次第に普及し、立体的な陳列棚や商品を吊るすフックの使用が多く見られるように
なった。平面的な視覚効果が立体的になり、マネキンの使用で商品のカタチがより具
体的に表現され、強調された。この一連の発展によって、台湾の商店は商品を「見せ
る」ことでその存在を顧客に「知らせ」ることから一転、展示のイメージで消費者の
目を奪い、入店を促すように発展していった。展示が持つ視覚効果は、大量の商品を
提供することから、物欲を催すものに変わったのである。台湾の百貨店はこのような
背景の中で、1932年に登場する 9 。
A・H・マズローは、人が基本的な欲求を満たした後、美的感覚や社会的地位、知識
などさらなる高次の欲求が来るようになると説いている10。1920年代の台湾は、政治
と社会の面とも安定期に入り、1925年以降、各家庭の平均所得は400円以上を維持す
るなど、都市、地方どちらの所得も成長した。給与所得者が増えることで、購買とい
う行為は必ずしも「必要性」という概念に基づくものではなくなっていった11。台湾
では1910年代から商品陳列の概念が重視され、1920年代の商業美術の概念の広がりと
実践によって、1930年代には「遊び」を記号とする消費文化が百貨店を中心に芽生え
た。
しかし、消費の核心的概念は記号的意義を通じて個体の差異を強調するので、この
個体差の存在を許容する、ある程度自由な社会である必要がある12。しかし、戦争社
会は内部の一体化を強調することで他者に対抗するので、個体の自由は必ず集団の同
一性の中にとどまらなければならず、これには外的な表現と内的な精神の一体化が含
まれる。要するに、全体主義は個体を全面的におおうのである13。また、全体的勝利
のために、すべての物資は効率的に集められ、戦争に用いられるので、個体は生命を
維持するためにのみ必要な物資を使うことが求められ、それに反すれば「浪費」ある
いは「反集団的」ととらえられる。
総じて、消費と節約、個人的差異の表現と集団の同調はまったく相反する概念なの
である。それでは、1937年の日中戦争勃発後、個人の自由が制限される中で、1920か
ら1930年代にかけて芽生えた台湾の消費文化にはどのような変化が生じたのだろう

9

李衣雲「日本統治期視覚式消費と展示概念の出現」馬場毅、許雪姫、謝国興、黄英哲編『近
代台湾の経済社会の変遷――日本とのかかわりをめぐって』東京：東方書店、2013年、249―
275頁。

10 A・H・マズロー『人間性の心理学』東京：産業能率短期大学出版部、1987年。
11

黃美娥、王俐茹「從 「流行」 到 「摩登」：日治時期台灣 「時尚」 話語的生成、轉變及其文化
意涵」余美玲編『時尚文化的新觀照』台北：里仁書局、2012年、163、167頁。

12

今村仁司「消費社会の記号論――ボードリヤールの場合」
、川本茂雄ほか編『日常と行動の
記号論』東京：勁草書房、1982年、86―102頁。

13 全体主義社会に関しては次の本を参照されたい。ハナ・アーレント『全体主義』東京：勁草
書房、1981年。
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か。戦争と消費の関係はいわゆる「戦後」になり、全体主義の中から解放され、個体
の差異が表現できる自由な状態に戻ったのだろうか。日本統治時代の台湾の戦時体制
下や1945年以降における経済、法律、政治に関する研究は数多く存在するが14、生活
および社会、文化生活における個体の表現に関しては言及が少ない。しかしながら、
背反する概念である消費と節約の消長は、戦争時期の大衆生活の様子を浮き彫りにす
る。このことから、本文では「消費の殿堂」としての百貨店を中心に、モノの実用性
と記号的意義、および後者の実践である消費生活の角度から、これらの問題を検討し
ていきたい。

1

戦前における台湾百貨店の消費

1932年、台湾で最初の百貨店が出現した。台北の菊元百貨店の社長、重田栄治は山
口県出身で、1901年に来台し、1928年時には50万円の資金で百貨店の成立を計画し
た。六階建てのモダニズム様式の百貨店で取り扱っている商品は、日本の百貨店が出
張販売で販売されていた商品が内地人の好みに合わせただけだったのに対し、内地人
と本島人の好み双方に合わせた商品構成となっていた15。一方、菊元に遅れること 2
日、12月 5 日にオープンした台南のハヤシ百貨店は、1912年に訪台した山口県出身の
林方一夫妻によって創業された。建物はモダニズムから西洋の歴史的建築様式の過渡
期を思わせる風格の五階建てであった。続く三店目の百貨店となったのは高雄の吉井
百貨店で、1938年の開業、やはりモダニズム様式の五階建てで、滋賀県出身で1903年
に訪台した吉井長平が設立した16。
菊元、ハヤシ、吉井の各百貨店は、いずれも商品を種類別に販売し、屋上には庭園
と展望台を設置した。屋上に庭園や展望台を設置する発想は、日系百貨店の特徴とい
える。欧米の百貨店は、内部に棕櫚などの植物を配した庭園があるのに対し、日系百

14

例如：薛化元「日本統治期台湾植民地的経済発展の解釈に関する一考察（1895―1945）」『現
代台湾研究』Vol.43、2013年、21―40頁。薛化元「戦後台湾における非常時体制の形成過程
に関する再考察」
『中国21』36号、2012年、51―70頁。王泰升「日本統治時代の台湾における
近代司法との接触および継承」
『中国21』36号、2012年、71―96頁。王泰升「台湾の法文化中
の日本の要素――司法の側面を例として」
『名城法学』第58巻第 4 号、2009年、45―84頁。陳
培豊『
「同化」の同床異夢――日本統治下台湾の国語教育政策の再考』東京：三元社、2001年。

15

菊元百貨店創業後、客層は内地人 3 割に対して本島人が 7 割であり、過去には台北城内に買
い物に来ることがなかった本島人をひきつけた。
周百鍊監修、王詩琅編『臺北市志稿 卷九 人物志』台北：臺北市文獻委員會、1952年、134
頁。陳竹林「市会議員の橫顔 台北市の巻」『台湾芸術新報』 5 巻12号、1939、25―26頁。重
田榮治「百貨店の経営をどうするか」
『台湾実業界』昭和11年 2 月号、1936年、 4 頁。

16

蔡宜均『台灣日本時代百貨店之研究』国立台北藝術大學建築興古蹟保存研究所碩士論文、
2005年、 2 ―27～ 2 ―28、 4 ―10頁。林惠玉「台湾的百貨店と植民地文化」山本武利・西沢保
編『百貨店の文化史』京都：世界思想社、1999年、112、115―116頁。
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貨店は空間が相対的に狭く、制約があったと思われる17。そのために、上に伸びる形
で屋上に庭園が設置された。そのほかに、ハヤシ百貨店と吉井百貨店では子供向けの
遊戯施設と神社が設けられた。また、三店ともに花見会や納涼会などの文化行事を開
催し、百貨店の品位向上などに取り組んだ。いずれの百貨店とも大量のガラスショー
ケースやショーウインドーを設置し、余白や飾りなどで商品に記号的意義を与えてい
た。つまり、当時の台湾の百貨店において、空間はただ商品を収納するものではな
く、商品を魅力的に展示し意義を創り出す舞台となったのである。かつては多くの商
品を並べ、効率を求めたショーケースが、この時はすでに効果的な展示の場として生
まれ変わり、浸透していたことが分かる18。
前述のように消費は購買と同義ではない。消費者は必要のない商品を買ったり、使
用価値を越える金銭で「無用の」象徴的価値を獲得しようとしたりする。引き続き、
以下、1933年、台湾で百貨店が開業した後に、公的な色彩が強く、最も普及していた
『台湾日日新報』の紙面に掲載された百貨店の広告を例に、日本の百貨店の台湾にお
ける出張販売や通販、台湾百貨店の販促の広告などから、百貨店が販売していた商品
の「贅沢」または「無用」の特徴を見ていきたい。
まず、日本の百貨店が台湾に出張販売または通販を実施する際、商品は輸送が容易
で保存期間が長いものに限られていた。1933年 3 月23日に、高島屋は台北の鉄道ホテ
ルで 3 日間の出張販売を行った。新聞に掲載された商品目録によると、呉服、綿掛け
布団、婦人服、洋傘（ 1 本 2 ～10円）、ハンカチ、靴下、靴、履物、レース製品、下
着、紳士シャツ（ 1 着 1 ～ 4 円）などの商品が特価で挙げられていた。呉服は浴衣、
実用的な木綿布地、高級浴衣、銘仙、京都産の呉服生地などが販売された。同年 6 月
24日の高島屋通販の目録では、販売する商品の種類は 3 月のものとほぼ同じだった
が、価格は若干抑えられていた。1933年12月10日の『台湾日日新報夕刊』に掲載され
た三越の通販目録には、五種類の特価腕時計（ 6 ～16円）が掲載されたほか、12月12

17 世界初の百貨店、仏ボン・マルシェ百貨店が1872年に建設された新店舗は、建物面積5000平
方メートルで、建物の見取り図から推測するに 3 階建てで、売り場面積は約 1 万5000平方
メートルだった。1924年には米メイシーズ百貨店の売り場面積は100万平方フィート、約 9
万3000坪で、英ハロッズ百貨店の1910年代の建物は 5 万4500平方メートル、約 1 万6486坪
だった。日本の三越百貨店が1914年に建設した東京日本橋本店新館は、各フロアを合わせた
総面積が 1 万3210平方メートル、約四千坪、1936年時の東京三越百貨店の面積は 1 万5050坪
で、大阪阪急百貨店が1936年までに完成させた売場面積は 1 万7558坪だった。三越本社編
『株式会社三越100年の記録

1904-2004――デパートメントストア宣言から100年』東京：三

越、2005年、84頁。末田智樹解説『大阪急』東京：ゆまに書房、2013年、32頁。鹿島茂『デ
パートを発明した夫婦』東京：講談社、1991年、62―75頁。坂倉芳明『ハロッズ――伝統と
栄光の百貨店』東京：リブロポート、1982年、43頁。「Macy’s, Inc. History」（http://www.
macysinc.com/about-us/macysinc-history/overview/default.aspx）
、2014年 8 月10日最終ア
クセス。
18 李衣雲「日本統治期視覚式消費と展示概念の出現」249―275頁。
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日の阪急百貨店通販目録には当時入手困難とされていた電気コタツ（ 2 円50銭）、電
気座布団（ 4 円80銭）、ミシン（10円）、茶器セット（ 3 円）が掲載された19。
一方、台北の菊元百貨店では、1933年の販売商品には万年筆などの文房具、人形、
羽子板などの玩具、カバン、洋傘、帽子、電気機器、腕時計などの商品のほかに、主
力商品はやはり博多帯、銘仙、京染錦紗やオーバー、各種生地で作られた紳士シャツ
など服飾、布地などであった。特価のシャツの価格は 1 着 1 円50銭～ 2 円で、日本か
らの出張販売とほぼ同等となっていた。しかし、呉服生地の価格は種類や品質によっ
て大きな違いがあり、晒し木綿は30銭、銘仙は 3 円、 5 円、 7 円、10円と値引きされ
ていた。1938年 6 月の広告になると、菊元百貨店も腕時計や口紅、白粉、香水などの
化粧品を扱っていることが見て取れる20。
これらの広告から分かるのは、消費経済学の中で必需品ではない贅沢品とされる衣
料品が百貨店の主力商品となり、裕福な家庭ほど、金銭を投じて購入していたという
ことである21。広告に掲載された高価なシルクや絹地、実用性のないレース、衣料品
以外の茶器などは、いずれも生活必需品ではないものばかりである。
平均物価でみると、1932年の東京市では、洋傘 1 本が 1 円61銭だったのに対し、日
本百貨店の出張販売では前述のように特価で 1 本少なくとも 2 円、通販では10円にも
なり、中所得とされていた東京の洋裁師三日分の給料（日給 2 円70銭）に相当する。
台湾総督府官房調査課の調査によると、1933年当時の台北市の在来米は 1 斗 2 円で、
東京は中質白米が 1 斗 1 円20銭だった。同時期の物価からみると、台北であれ東京で
あれ、米 1 斗の価格は百貨店で販売される特価の男性シャツ 1 着と同価格だったとい
える22。
このことからも分かるように、1930年代の台湾では、百貨店の商品は全てが高級品
というわけではなく、一般的な商品も扱われていたが、価格は平均物価よりも高く、
少なくとも中水準以上であった。再び商品の価格差をみると、菊元百貨店はターゲッ
トの客層を中、上階級と定め、必需品と消費財、高級品と中水準の一般商品を主に販
売した。かくして、買い物をするために百貨店に来る以外に、娯楽としての「百貨店
を見て回る」概念を作り出し、本来不要の商品や憧れの贅沢品を眺めることで購買意
欲を掻き立て、不要の商品を購入させる行動に結びつけた。このような「遊び」の感

19 『台湾日日新報』1933年 3 月23日、 6 月24日、
『台湾日日新報夕刊』1933年12月10日、12日。
20 『台湾日日新報』1933年 3 月22日、 6 月15日、 9 月21日、12月10日、25日、1938年 6 月10
日、21日。
21 アンガス・ディートンやジョン・ムエルバウアーはエンゲル曲線を用いて商品を贅沢品、必
需品、劣等財などに分類した。またさらに食品、飲料、タバコの第 1 組、住居と燃料など必
需品の第 2 組、衣類や耐久財の第 3 組、交通、サービスその他などの第 4 組とし、第 3 、 4
組は贅沢品と分類した。
Angus Deaton and John Muellbauer, Economics and Consumer Behavior, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, pp.19―20.
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覚や個体の差別化、地位の顕示作用を備える消費行動の存在は、この時の台湾社会に
一定の自由があったことを意味しているのではないだろうか。
しかしながら、1937年の日中戦争勃発後、日本は経済統制体制に突入した。台湾は
戦時体制上は日本本土と目されたが、植民地であったことや帝国全体の戦略的考慮か
ら、台湾には内地と異なる特別な戦時措置が実施された。米殻の統制はその一例であ
る。その他、社会的自由の制圧は台湾では内地よりも厳格に行われた23。このような
状況下において、個体の差異化を基礎とする消費生活にはどのような変化が生じただ
ろうか。

2

戦時下における消費

1937年 7 月の日中戦争勃発後、日本政府は経済統制体制の手始めとして、皮や米穀
などの必需品に関する応急措置法案を成立させた。 9 月には「臨時資金調整法」と
「輸出入臨時措置法」が制定され、貨物の輸出入に制限が加えられた。その目的は資
金の流動に制限を加えて、国民の経済を円滑にするためで、法によって輸出入貨物を
分類し、輸出入を許可制とした。そのうち「不要不急品」とされたのは二百種類以上
の布地と西洋カミソリなど、百貨店が重点的に販売していた舶来品などだった24。こ
の輸出入臨時措置関連法は 9 月22日、勅令が出された後に台湾、朝鮮、樺太などでも施
行された25。
1938年初頭には、戦争に勝つため、物資を最大限に戦争に利用しようと、「経済
戦」をスローガンに関連法が制定された26。これらの法令が制限する項目は、戦争物
資とは関連のないものでありながら、戦時社会の精神面における全体的な傾向を反映

22

仮に1933年の物価から見ると、晒し木綿の布地は 1 反79．
3銭、タバコ、紙巻は 1 本0．
0072
銭、上質石鹸は 1 個17銭。当時の日給は専門技術を必要とする台北の洋裁師は内地人で 2
円、本島人で 1 円20銭だった。本島人の日雇いの手伝いは62銭だった。
一方、東京の1932年の平均物価は晒し木綿 1 反39銭、タバコ 1 箱＝20本15銭、和服用銘仙一
反 4 円62銭、化粧用石鹸一個 9 銭で、日雇い使用人の日給は男性1050銭、女性は86銭だった。
台湾総督官房調査課編『台湾統計摘要 第29 昭和 8 年』台北：台湾総督官房調査課、昭和
2 ― 9 年、206―208、241―244頁。吳聰敏「台灣農村地區之消費者物價指數：1902―1941」『經
濟論文叢刊』33： 4 、2004年、321―355頁。商工大臣官房統計課編『小売物価統計表 昭和 5
年』東京：東京統計協会、昭和 6 年、33、40頁。商工大臣官房統計課編『小売物価統計表．
昭和 6 年及昭和 7 年』東京：東京統計協会、昭和 8 年、116―117頁。商工大臣官房統計課編
『賃銀統計表

23

昭和 8 年』東京：東京統計協会、昭和 5 ― 9 年、40頁。

林果顯『一九五〇年代反攻大陸宣傳體制的形成』台北：國立政治大學歷史學研究所博士論
文、2009年、29、35―36頁。

24 水野祐吉『百貨店論』東京：日本評論社、1938年、345―346、443―455頁。
25 『台湾日日新報』1937年、 9 月 7 日、 9 月23日。
26 例として『台湾日日新報』1938年 2 月 1 日、 8 月21日が挙げられる。
93

李 衣雲

したといえる。1938年 3 月の「支那事変特別税法」と「台湾支那事変特別税令」で
は、一定の価格を超える貴石、貴金属、化粧品、織物やレース等の布帛、毛皮、レ
コード、蓄音機などの物品や芸妓の花代などの遊興飲食費に重税を課した27。同年の
4 月に制定された国家総動員法は、 5 月に勅令316号として台湾でも施行された。こ
の時、日本全国が正式に戦時体制に突入したのである。また、金、銀、鋼鉄、綿製
品、揮発油などの製造と販売にも制限が加えられた。同年の 6 月には物価の抑制のた
めに、中央物価委員会が繊維、木材、皮、食料品に対して最高小売価格を公布し、 7
月には「販売価格取締規則」と「暴利取締令改正令」が追加された28。一方の台湾総
督府でも、 7 月24日に府令104号を公布し、「販売価格取締規則」の適用商品として
綿、ウール、スフ、レーヨン、皮などに最高商品価格を規定した。公定価格の時代が
幕を開けたのである29。
物資統制以外にも、全体主義の流れは、国民の生活における装飾の中に見て取れ
る。浪費の抑制である。1938年11月、日本の商工省商務局長は東京の各店舗に年末年
始の特売の自粛を要請した。東京の商店は、きらびやかな電飾や消費者を刺激するイ
ラストや言葉の使用を自粛した。また、新聞の広告も紙面の 4 分の 1 以内に大きさが
制限された30。1939年には、戦時下の物資節約を奨励するイベントが行われるなど、
全面的に経済戦が推し進められたため、節約のムードが日本社会全体に広がった。大
丸百貨店が1939年 8 月 5 日に『大阪朝日新聞夕刊』に掲載した広告には「無駄なお買
31
といったキャッチコピーが書かれ、百貨店が
物を避けて、当面の御入用品のみを」

自主的に「消費」と「購買」の概念に「等号」を付け、節約と消費のバランスを保と
うと模索した様子がみてとれる。
このような経済戦を強調する雰囲気は台湾にも波及し、台湾の国民精神総動員本部
は1939年12月 1 日から、 1 ヵ月間にわたり経済戦強調運動を実施し、国民及び業者に
物価統制政策への全面的な協力を要請したほか、年末年始の祝賀行事の廃止など「生
活の刷新」を徹底し、物資の節約、戦時食糧の充実、貯蓄の増進を呼びかけた。特に
物資の節約については国防資材の確保と生産力の増強、物価高騰の抑制などが明言さ
れ、節約を維持することの重要性を通じて、消費行動が最も活発となる新年の時期に
「衣類調度の新調見合せ」、
「死蔵品、不急品、不用品の交換売買による活用」、
「年末
年始の売出、広告、装飾、福引等の自粛」が呼びかけられた32。
27 東京法制学研究会編『改正戦時税法規集』東京：東京法制学研究会、1939年。台湾総督府財
務局編『台湾租税法規提要増補』台北市：台湾総督府財務局、1938年。
28 水野祐吉『百貨店論』485―640頁。
29 『台湾日日新報』1938年 7 月24日、1938年 9 月13日。
30 向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』東京：同文館、1941年、201―202頁。
31 宮島久雄『関西モダンデザイン史――百貨店新聞広告を中心として』東京：中央公論美術出
版、2009年、59頁。
32 『台湾日日新報』1939年11月26日。
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上述のように「不要不急」のモノを使っていては、戦時中の日本政府によって、個
人が国家と一体化して共に戦う意欲を持たないと見なされた。この時には節約と実用
主義の考え方が戦前の多様性に富む生活様式を凌駕するようになっていた。しかしな
がら、1937年から1940年の間、台湾の百貨店では、貴金属や美術工芸品においてのみ
自粛運動の影響で売上が減少した一方で、食料品や綿製品の売上は増加の傾向が見ら
れた。しかし、このような状況は、個人の自由と国の戦時体制が相反していたことを
意味するものではない。向井鹿松は、百貨店の増収の原因は、軍需関係の事業で新た
な客層が現れたことや、公定価格の厳守により、混乱状態となった闇相場から顧客が
流れてきたこと、さらに自粛運動により広告費の抑制や用度費の節約、営業時間の短
縮による営業費の減少などが考えられると分析している。このことからも分かるよう
に、1940年ごろまで、戦争の節約とは反対に百貨店には好景気が訪れていたのであ
る33。菊元百貨店と同規模の吉井百貨店が、日中戦争の勃発で法律による制限が強化
されたにもかかわらず、1938年11月20日に高雄で開業した理由には、このような背景
が影響したのではないだろうか34。
百貨店や商店に大きな打撃を与えるようになったのは「七・七禁令」である。1940
年、太平洋戦争が間もなく勃発するという情勢下において、浪費と贅沢に対する統制
はいっそう強まり35、1940年 7 月 7 日には日本政府により「七七禁令：奢侈品等製造
販売制限規則」が施行され、台湾では 7 月31日に府令106号が公布、実施された36。
この七・七禁令によって大きく分けて二つの制限が施行された。一つは、 7 月 7 日以
降の戦時下において、不必要な物資を絶対に製造及び加工してはならず、10月 7 日以
後は新品、中古品を問わず、主務大臣の許可を受けた業者以外、一律に製造販売を禁
止する制限である。「商工省告示第339号」では、染絵羽模様の織物や袱紗、ビロード
縮緬、刺繍を施した織物、宝石、首飾り、銀製品、象牙製品などの基準となる商品リ
ストを列挙し、禁止する措置が採られた。宝石の項に人工宝石を含むことからも分か
るように、禁止令の真意は、モノの本質や機能を問うのではなく、外観から顕示を指
標する可能性を根絶することにあった。もう一つは生活上必要でありながら、一定の
価格を超過するものは販売してはならないという制限で、これらの商品は「商工省第
33 向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』203―209頁。
34

林惠玉「台湾の百貨店と植民地文化」115頁。
「高雄吉井百貨店的開店と鉄道部の旅行案内
所」
『華光』11期、1938年11月28日、34頁。

35 1940年 8 月 1 日には国民精神総動員本部は「贅沢は敵だ」のスローガンを打ち出す。中央標
語研究会は「贅沢品より代用品」、「身にはボロ着て心に錦」などの標語を作り出した。ま
た、1940年 8 月 1 日には娯楽面の取り締まりが強化され、ダンスホールが閉鎖、カフェーと
バーでは女給の人数、喫茶店の女性店員の人数が制限され、服装の質素化が求められたほ
か、料理店の特別メニューが廃止となり、一般の料理に制限されたほか、価格も 2 割の削減
が要求された。
「贅沢征伐！！」
『台湾実業界』昭和12年 9 月号、1940年、27頁。
36 『台湾日日新報』1940年 7 月31日。
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340号」で規定された37。価格の制限は需要と浪費の境界を設定し、物資はすべて市
場ではなく、国全体に属することとなり、個人からモノを所有する自由が失われた。
日本各地のメディアは「さよなら、贅沢」の見出しでこれらの禁止令の実施を報じ
た。1940年 9 月12日、商工省は日本の百貨店組合に対してさらに「国民奢侈生活抑制
方策ニ関スル件」の通達を出し、内覧会や商品展示会の実施のほか、贅沢品の展示や
購買意欲を刺激するような陳列を止めるように求めた38。10月31日までの猶予期間が
過ぎると、台湾を含めた日本各地の商店から高級品やダイヤモンド、金銀糸を使った
和服や毛皮などの販売禁止商品がショーウインドウや陳列棚から撤去され、実用的な
必需品や国民服に取ってかわられた39。
七・七禁令の公布と実施は、消費活動の可能性や百貨店の特徴である展示の意義を
失わせ、百貨店に深刻な打撃を与えた40。まず、前述した百貨店の販売商品からも分
かるように、七・七禁令が指定した商品はいずれも日台の百貨店で販売されている商
品で、百貨店はいわゆる指標的な商品を失くしてしまうのだった。本来禁止となる贅
沢品は、年収 1 万円以上の階級が購入する商品を対象とし、一般大衆を顧客とする商
店には大きな影響はないとしていたが、実際は消費市場全体に大きな打撃を与えた。
なぜかというと、もともと高価ではない金銀糸や刺繍などの中等商品や細部に刺繍装
飾が施された半襟などの製造と販売が困難になったからである。次に、百貨店が慣例
的に使用していた購買意欲を掻き立てる手法が使用できなくなったことも大きく影響
した。装飾および不急不要品に対する政府の圧力は付加価値という消費概念と衝突
し、物価統制は付加価値が実践される空間を根底から抑制し、消費の空間を購買の市
場へと転化させた。
また、政府は贅沢品の製造と販売を制限するだけでなく、七・七禁令を基に反贅沢
の運動と方針を打ち出した。1939年 7 月、政府は商店に対してネオンサインなどの過
大な装飾を禁じ、女性のパーマネントをはじめとする派手な化粧や服装を禁止する
「生活刷新」を求めた。男性の長髪も不適切とされ、公私にわたって戦時に対応した
生活が徹底的に求められた。1940年には、さらに「国民奢侈生活抑制方策要綱」と
「贅沢全廃運動」が制定され、国民に七・七禁令の実践を呼びかけた。
「奢侈不健全ナ
37 価格制限の商品には、銘仙（ 1 反30円以上不可）
、丸帯地（ 1 本350円以上不可）などの高級
布地やスーツ、オーダーメイドのオーバー（ 1 着130円以上不可）、シャツ（ 1 着130円以上
不可）、時計（50円以上不可）、洋傘（25円以上不可）、帽子（20円以上不可）などが含ま
れ、椅子やクッション、卓袱台、タンスなどの家具、文具や玩具などにも価格制限が設けら
れた。化粧品は香水のみ 5 円を超過してはならないとされた。内川芳美編『中国侵略と国家
総動員』東京：平凡社、1983年、106―110頁。
38 向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』210―211頁。
39 内川芳美編『中国侵略と国家総動員』111―115頁。
『台湾日日新報』1940年10月 7 日、1940年
10月30日。
40 「百貨店よ、どこへ行く？」
『台湾実業界』昭和12年 9 月号、1940年、26頁。橫山巷人「商人
の受ける七七禁止令の影響」
『台湾実業界』昭和12年 9 月号、1940年、33―34頁。
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ル生活ヲ刷新シ質実剛健ニシテ且明朗なる新生活様式」の達成に向け、新聞でも、す
でに所持している贅沢品を使用してはならない、などと呼びかけられていた41。この
ことからも分かるように、全体主義における戦争体制下では、地位や他人から尊重さ
れることを目的とした消費の概念はもはや社会から認められない。このような情勢
は、記号意義を基に理想像を販売する百貨店の客層の購買意欲に大きな影響を与えた。
このような全体主義と節約の概念は11月 2 日にさらに拡大する。日本政府は「国民
服令」を公布し、正式な場では国民服の着用が定められた42。国民服は1938年に長期
戦に備え、節約と実用性を大義名分に国民精神総動員中央連盟が衛生的でしっかりと
した作りのデザインを募集し、1940年に中央物資統制協力会が組織した服飾改善委員
会が全国民の服装の形式や品質、色彩、模様などの用途や年齢に合わせて統一規格を
制定した服装のことである43。しかし、襟が高く袖口が締まった国民服は夏の炎天下
ではかえって不衛生であったことから、実際は戦争体制が生活様式まで全面的に掌握
し、同様な服を着用することで社会の統一性を増強させることに真意があった。国民
服は男性向けに制作され、一方で女性には「もんぺ」の着用を奨励した。国民服の推
進とともに、背広は次第に街角から消えていき、モーニングカットも国民服に取って
「個
代わられた44。一元化された国民服の着用は服装の多様性をなくしただけでなく、
性＝消費」の徹底弾圧を象徴した。百貨店側でも最大の商品である服装の変化に制限
が加えられたことで、百貨店の特色である個体の特色から利益を得る手法が失われた
のである。
このような状況下、高島屋はその社史の中で、「時間、宣伝、販売する商品などを
含め、営業上の困難を感じた。これだけでなく、多くの人が徴兵され、人手不足にも
陥った」と記述している45。伊勢丹百貨店の社史にも同様の記述が見られる46。戦争
の緊張下において、百貨店は自らの存在意義を否定せざるを得なくなったのである。
1940年 9 月20日には全国の百貨店業者が声明書を発表、新体制の下で百貨店の任務
は、最も合理的な配給制度の実現を促進し、国民の新生活様式創設の推進力になり、
物価の抑制に協力し、実用的必需品の供給を主とするとした。その上で、広く海外に
進出し、物資の交易を促進するとともに日本文化の普及に努力することを明言した47。
台湾では禁令施行後、経済警察が商品定価が規定価格に合致しているかどうかを見

41

向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』210頁。「生活の戦時体制化」『大阪毎日新聞』1939年
7 月11日。
「
“奢侈”を全面抑制」
『大阪毎日新聞』1940年 8 月18日。
『海南新聞』1938年 7 月
10日。
『海南新聞』は現在の『愛媛新聞』である。

42 『台湾日日新報』1940年11月 2 日。
43 『台湾日日新報夕刊』1938年 8 月17日、1940年10月11日、1940年12月 8 日、1940年12月10日。
44 大丸二百五十年史編集委員會編『大丸二百五拾年史』大阪：大丸、1967年、373頁。
45 高島屋本店編『高島屋百年史』京都：高島屋、1941年、467頁。
46 菱山辰一『伊勢丹七十五年のあゆみ』東京：株式会社伊勢丹、1961年、136頁。
47 向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』217―218頁。
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てまわり、贅沢品の取り締まりを行った。ハヤシ百貨店などの大型商店では公定価格
などの規定が守られていた一方で48、一部の商店では経済警察の目をかいくぐって贅
沢品を販売していた。1940年11月には台北市永楽町の洋裁店で、台湾服と上海服にシ
ホンベルベットが使用されていたのが摘発され、七・七禁令違反の台湾第 1 号となっ
た49。1940年末には菊元百貨店はすでに実用的な百貨店に転向し、非必需品の商品は
上層階に移動させられた。店内の陳列は台所用品などの必需品に替えられ、華麗な呉
服などの流行品は消えた50。陳列商品の単調化で、1930年代には台湾の都市から「ウ
インドーショッピング」の楽しみが徐々になくなっていった。
本来、ショーウインドーやマネキンを使った展示で見る人の欲望を掻き立て、消費
者に理想の自我を想像させる、記号的表現を使った百貨店の販売手法は、政治、軍事
情勢が緊張する中、「個体の理想像を与える」ことから一元的な全体像の構築に変
わっていった。台湾の商店と百貨店は愛国ムードを迎え入れ、展示テーマを戦意向上
の精神に向けた。1940年 9 月には、戦時新体制により、欧米崇拝が不適切とされ、大
稲埕の商店60店は212体の紅毛碧眼の西洋人風マネキンを黒髪黒目の日本人風マネキ
ンに模様替えし、次第に自粛ムードが全台湾に広がった51。1941年 5 月 3 日からは政
府の提唱する一週間の「国策協力闇取引防止強調週間」運動に呼応し、台北市大稲埕
の商店は合同で戦時経済体制の強化と闇取引防止に合わせて店頭装飾を実施し、そこ
の織物業者は週間活動の 5 日目には宣伝隊を繰り出して、戦時経済体制の宣伝に乗り
出した。基隆商工会は闇取引防止を掲げた店頭装飾競技会を開催し、活動の最終日に
は音楽隊を呼び、街頭で統制強調宣伝行進を行った52。
「消費の殿堂」以外に、百貨店には、生活必需品の通路というもう一つの作用があ
り、1923年の関東大震災で初めて具体的に現れたこの作用は、被災により生活物資の
供給不足に陥った東京で、各百貨店は既存の流通経路を利用し、日用品販売の物資供
給源となった。百貨店自体もこの長所は理解しており、営業方針を変え、積極的に各
地に支店を開設し、大衆向け日用品の取り扱いを増やした53。日中戦争の勃発後には
百貨店は、国策に合わせて経営方針を変化させ、戦争末期には配給を請け負ったので
ある。1940年に日本百貨店業者が発表した声明書からも分かるように、百貨店は自ら
の位置付けを、多様化した消費の表現者としての役割から戦時統制経済の実行者へと
姿を変えたのである54。日本の内地の百貨店はデフレによる販売力の増加と在庫処分
48 李衣雲インタビュー「石允忠先生訪談」
、2011年 4 月 9 日インタビュー。
49 『台湾日日新報夕刊』1940年11月20日。
50 「百貨店新体制

物品配給業者たるの観念」
『台湾実業界』昭和12年12月号、1940年、18頁。

51 『台湾日日新報夕刊』1940年 9 月10日、1940年 9 月11日。
52 『台湾日日新報夕刊』1941年 5 月 3 日、1941年 5 月 8 日。
53 向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』124、215頁。堀新一『百貨店問題の研究』東京：有斐
閣、1937年、152―154、160頁。高丘季昭、小山 翢 三『現代の百貨店』東京：日本経済新聞
社、1970年、137頁。
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の方法で、七・七禁令後もしばらくは営業収入が増加した。しかし、1941年 6 月には
全体の業績が1939年と比較して 1 割減少した。これを受け、日本の百貨店組合もこの
ころから南方への進出を画策するようになる55。百貨店が戦争後期に国家の政策に対
して積極的に協力を図り、自らの位置付けを変化させた要因の一つと見なされよう。
大規模な小売業者である百貨店は、高度な流通機能を擁していたと同時に、強い宣
伝力を持ち合わせていた。そのため、ショーウインドーなどの店頭装飾で消費者の購
買意欲を引き立てる手法を国民精神の動員や戦時経済の統制の宣伝にも応用したので
ある56。1938年には、日本政府商工省が内地の百貨店に対して、中国大陸に進出し中
国大陸での物流業務に従事するよう求めた。これは当時の日本軍の策略に応じるもの
で、軍事物資と内地商品の輸送および軍需品の配給を請け負う側面があった。
これに伴い、高島屋、白木屋、大丸および松坂屋の各百貨店も中国大陸への進出を
開始する。抽選によって進出する地区が決められ、さらに蕪湖や上海などの地に「中
支那物資通済処」が設置され、配給拠点と百貨店としての役割を担うことになる。そ
して1941年、上海租界が日本軍に支配されると、百貨店四社は「中支那物資通済所」
を設立し、委託経営の形で、米英中などの敵国から接収した百貨店の経営に当たっ
た 57。大丸百貨店は「大陸との連絡、物資交流及び南方への基地」の成立のため、
1940年に台北出張所を開設し、台湾と内地における統制物資の移出入や赤糖の配給、
ハワイやサイゴン向け軍需物資の調達を行った。1943年には、高雄港の船積みも大丸
が請け負った。1945年10月に台北出張所が連合軍に接収された時、約 1 万5000円もの
遺留財産があった58。
台湾の菊元百貨店は一貫して植民地政府の支持者だった。1936年には台湾軍司部が
提唱する国防色被服統制運動に合わせて、 4 日間、国防色の男女既製服地の参考品を
陳列した。カーキ色は非美術的であるといわれていたが、綿布や羅紗など異なる質感
の布地を使うことで、色合いを変化させ、様々なコーディネートを提案した59。しか
し、このような取り組みから、この頃の菊元百貨店には均一で単調な社会の中でも百
54

実際のところ、英ハロッズ百貨店にも類似の現象が見られる。第一次世界大戦後の1914年
に、ハロッズは販路と資本力を活かし医療品など必要物資をフランスの塹壕で戦う兵士の元
へ送り届けている。また戦争による物資不足により、同百貨店は自主的に食料品配給制度を
導入している。坂倉芳明『ハロッズ――伝統と栄光の百貨店』60―64頁。

55 「南進する百貨店――行き詰つた現状の打開策でもある」
『台湾実業界』昭和13年 7 月号、
1941年、 4―5 頁。
56

向井鹿松『百貨店の過去現在及将来』214―217頁。「百貨店新体制

物品配給業者たるの観

念」
『台湾実業界』昭和12年12月号、1940年、18頁。
57

白木屋『白木屋三百年史』517―523頁。高島屋150年史編集委員会編『高島屋150年史』大
阪：高島屋、1982年、127頁。高島屋135年史編集委員会編『高島屋135年史』226、232―235
頁。菊池敏夫『民国期上海の百貨店と都市文化』東京：研文出版、2012年、21、186―196頁。

58 大丸二百五十年史編集委員會編『大丸二百五拾年史』458―459頁。
59 『台湾日日新報夕刊』1936年 2 月 1 日。
『台湾日日新報』1936年 2 月 5 日。
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貨店として個人の差異化を追求する考え方がまだ残っていたことを見て取ることがで
きる。
1940年に経済統制が次第に全面化すると、菊元は 7 月 1 日、台北商工会議に 5 階を
提供して、
「経済相談所」を開設し、督府物価調整課、商工課経済警察課、州経済統
制課などの人員が持ち回りで常駐し、市民の経済統制に関する一般法令の質疑や諸手
続物価物資の需要供給、転失業者の相談などの質問に答え、さらには生産配給の諸制
度、労務の統制などの重要問題に関する裁断を成した60。1942年11月には、 4 階を軍
報道郡府情報課に貸し、戦利品及び米英軍捕虜の作業に関するニュース写真が展示さ
れた61。菊元の重田栄治社長は、繊維品物価専門委員会委員長62、台北消防組組長、
官選台北州会議員63、台湾繊維製品配給統制株式会社社長64など複数の公的機関の重
役を兼任し、軍に対する寄付などを行っていた。1941年 3 月には、南方の戦地に赴く
陸海軍将兵を慰労するため、陸海軍にそれぞれ買い物資金を提供し、1942年 3 月に
も、再び軍人後援会台北支会に対して3000円を寄付している65。
重田栄治と日本植民地政府、日本軍との密接な関係は、菊元商行の南方進出にも影
響したとみられる。戦時中、台湾でタイに対する紙の輸出事業が拡大すると、菊元百
貨店は、1941年より、バンコクで台湾製紙類の販売に尽力した。1943年に、菊元が台
湾本島の貿易商として初めて日本政府の外事部に編入されてからは、タイの経済統制
における日本人貿易会紙部の甲部員となった66。このように経済統制の執行者として
菊元の果たした役割は、高島屋など日本の内地の百貨店業者が中国に進出した目的と
やり方に類似する点がある。
日中戦争の勃発以来、自由にモノを入手することが制限され、宣伝や思想改造に
よって個体の外面から内面にいたるまでモノを使用する自由が失われた。台湾などの
植民地を含む日本では「聖戦目的達成のために」
、
「不健全な購買心を唆り立てたり、
資源を濫費し、無駄が生じ易いような気儘な打開策が勿論許されるはずがない、この
意味に於て華がすぎる店舗装飾、流行品の頻発、景気のいい宣伝類は一応考慮をしな
くてはならぬ」のであり、
「今までは流行品を作って顧客をそれに吸引するに努力し
67
必要が
た者も、いまでは反対に実質本位の商品、実質本位の商店へと顧客を導く」

あるとされた。戦時下における「消費の倫理」とは、『台湾日日新報』に掲載された
台北州経済警察課長の言葉にあるように、最低限の生活を満たし、日常生活の勤労能
60 『台湾日日新報夕刊』1940年 6 月21日。
61 『台湾日日新報』1942年11月20日。
62 『台湾日日新報』1940年12月26日。
63 『台湾日日新報』1940年11月22日。
64 『台湾日日新報』1942年12月15日。
65 『台湾日日新報夕刊』1941年 3 月 4 日、1942年 3 月 6 日。
66 『台湾日日新報』1943年 8 月23日。
67 最上鷹太郎「小売商店の繁栄策」
『台湾実業界』昭和12年 1 月号、1940年、24―25頁。
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力を維持することで、
「贅沢行為の反国家性」、「浪費の反逆性」、「貯蓄が経済的愛国
行為たる」ことを認定するものであった68。
1941年 3 月には、「生活必需物資統制令」が交付され、その後、米穀や繊維製品に
対して配給消費統制規則が発布された69。1942年 2 月には、衣料品に配給切符制が導
入され、同年には台湾全島の繊維製品配給を統制する機関「台湾繊維製品配給統制株
式会社」が成立した。発起人のなかには、菊元百貨店の重田栄治社長や三浦正夫経
理、吉井百貨店の吉井長平社長、盛進商行の創始者である中辻基次郎などが含まれて
いた70。この時には消費だけでなく、買物の自由も配給制度に取って替わられた。広
告から街中まで、非実用的なものはすべて消え、台湾の百貨店も消費の伝統から節約
と配給の執行人へと役目が変わっていた。
1945年の終戦後、日本は GHQ の接収と社会的貧困状態をくぐり抜け、1950年に配
給制度を廃止し、生産力は次第に回復した。それに伴い、消費物資の統制も順次解除
された。1951年の綿製品の統制撤廃を最後に、商品の生産、流通が自由になり、高島
屋などの百貨店の売場体制も戦前の状態に回復した。1952年、高島屋はバラをシンボ
ルマークに制定し、包装紙もリデザインし、記号と消費の百貨店文化を蘇えらせ
た71。それでは、日本内地と同様に戦争を体験した台湾でも、節約、実用の概念を捨
て、自由に記号を運用し、個人の特徴を引き立てる消費生活方式を回復できたのだろ
うか。次節では「戦後」における台湾の百貨店と贅沢品の消費状況を見ていきたい。

3 「戦後」における戦争体制と百貨店――台北を例に
1945年 8 月15日、日本の投降により、中華民国の国民党政府が連合軍指令第一号に
基づき連合軍代表として台湾を接収した。日本人の産業は国民党政府によって引き継
がれた。三大百貨店も例外ではなく、日本の植民地政府と良好な関係を築いていた菊
元商行は重点接収の対象とされた72。1945年11月 5 日、国民党政府は日本統治時代末
期の経済統制機関「台湾重要物資営団」が設立された場所に「台湾省貿易公司」の事
務所を設立し、台湾と中国大陸間における物資輸送や物価の安定などの事務を行うと
同時に、「台湾重要物資営団」、三井物産株式会社在台機構および「日本の貿易機関や
各種日用品の製造工場と密接に結び付いて商品を販売していた」菊元商行など八つの
日本人の交易機関などの接収を開始した73。1946年 1 月25日に台湾省貿易公司は貿易
局に改名し74、1946年 3 月25日に菊元商行を接収したさい、その資産は115万円あま

68 『台湾日日新報』1942年12月11日。
69 宮島久雄『関西モダンデザイン史――百貨店新聞広告を中心として』59―60頁。
70 『台湾日日新報』1942年 7 月17日。
71 高丘季昭・小山翢三『現代の百貨店』46頁。島田比早子・石川智規・朝永久見雄『高島屋』
東京：出版文化社、2008年、72―76頁。
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りもあった。しかし、菊元商行は、貿易局の接収前に「新台公司」に水面下で引き継
ぎを果たしており、新台公司は貿易局による接収には消極的だった。結局は貿易局が
台北市政府に働きかけ、 5 月10日に商行を封鎖したことによって接収を遂行した75。
1947年末には菊元ビルを小売業の「台湾中華国貨公司」に貸し出し、内装工事後の
1948年に「国貨公司」としてオープン。当初国産商品だけを販売していたが長続きせ
ず、外国商品も販売するようになる。中華国貨公司は私営百貨店で、貿易局の建物を
賃借していたものの、1951年と1953年には 2 回にわたって国防部政治作戦部と軍人之
友総社が店舗を徴用するよう政府に陳情しており76、当時の政治統治の圧力の大きさ
が見て取れる。
中華国貨公司オープン後、台北市の博愛路から西門町の一帯にかけて、それに日本
統治時代に台湾人市街地だった延平北路一帯では、元々あった小型の小売商以外にも
多くの百貨店が開店した。1949年 1 月には、上海の商人陳仲良が台北市の博愛路に建
新百貨を開業し77、1951年 3 月には大来百貨78、1951年 9 月にも上海出身者が南洋百
貨をオープンさせた79。百貨店の出店ブームは1949年に国民党政府が中国大陸から撤
退し、多くの企業や物資、中国大陸の比較的裕福な階級が台湾に移住してきたことと

72 ハヤシ百貨店は接収後、塩務警察総隊、台南糧食局事務所、空軍司令部、警察などの公的機
関の施設として使用されたが、1986年に塩務警察総隊から改正された「台湾省保安警察第三
総隊」が移転してからは、2010年に中央の文化建設委員会（現・文化部）と台南市政府に
よって修復されるまで荒廃の一途をたどっていた。2013年 6 月30日に文化創作の新しいスタ
イルの百貨店として再びオープンしている。
「臺南市議會等函建議准將製鹽總廠及臺南糧食事務所遷讓以經營商場案」
（1955年12月15日）、
臺灣省臨時省議會。資料庫名：台灣史檔案資源系系。識別號：002_42_401_44024。
『我們的島第704集 五層樓仔傳奇』公共電視台、2013年 4 月29日放送。
73 臺灣省文獻委員會編『臺灣省通志・卷四經濟志商業篇、第二冊』台北：臺灣省文獻委員會、
1968年、119、196―197頁。
74 「臺灣省行政長官公署令」
『臺灣省行政長官公署公報』 2 ： 7 、1946年 2 月 3 日、 5 頁。
75

臺灣省文獻委員會編『臺灣省通志・卷四經濟志商業篇、第二冊』台北：臺灣省文獻委員會、
1968年）
、119、196―197頁。
「一、關於菊元商行接收後由何人使用」（1946年 5 月 1 日から 5 月15日まで）『臺灣省參議會
第一屆第一次定期大會』臺灣省議會史料總庫收藏。典藏號：001-01-01OA-00-6-3-0-00385。

76 「陳情書：臺灣中華國貨公司為公司改作國防部政治部辦公處呈請准繼續營業」臺灣省議會、
1951年 3 月 8 日。資料庫名：台灣史檔案資源系統、識別號：001_22_300_40001（http://tais.
ith.sinica.edu.tw/sinicafrsFront/search/search_detail.jsp?xmlId=0000043651）、2013 年 8 月
10日閲覧。
「臺灣中華國貨股份有限公司董事長陳萬等陳情為軍人之友總社欲再接收該公司三樓商場」臺
灣省臨時議會、1953年 6 月24日。資料庫名：臺灣省諮議會、識別號：002223044203（http://
catalog.digitalarchives.tw/item/00/17/ 3 f/21.html）
、2013年 8 月10日閲覧。
77 1955年 1 月13日の『徵信新聞』に建新百貨創業六周年の広告が載せられており、そこから開
業時間が推測できる。『徵信新聞』1955年 1 月13日。
78 『徵信新聞』1951年 3 月13日。
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も関連があるとみられる80。
戦後の台湾では、「百貨公司（百貨店）」と名乗る商店の数が増加した。中国語で
「百貨」は「多くの雑貨や日用品」を指すので、
「百貨公司」を名乗ったり、百貨業の
労働組合に属したりする店は、必ずしもすべてが前述したような「消費の殿堂」に値
するわけではない。続いて、消費の中心地区となった台北市を例に、1950年代の「百
貨公司」の状況を見ていきたい。
前述したように本稿では百貨店の定義を、 1 、一定規模の店舗の中で陳列販売を行
い81、異なる性質の商品を部門別に多数販売し、 2 、記号的意義を強調・使用する小
売業者、とした。1956年に英ハロッズ百貨店が発行した小冊子から、同店の販売品目
が衣食住、サービス、教養、文化的催し事など多岐にわたっていたことが読みとれ
る。1955年の日本の百貨店全体の商品構成は衣料品が50％を占め、次いで身の回り
品、食料品、家庭用品の順になっていた。その後、消費の個性化・多様化が進んだこ
とによって雑貨が増え、食品やサービス、文化教養の部門も拡大した。商品の種類は
「遊、休、知、美、安、健」など六つの分野に及んでいた82。1950年代の日英の百貨
店では、多くの商品を販売する以外に、直接利益につながらないサービスと文化教養
も業務に含まれていた。要するに、百貨店の持つ二つ目の定義「記号的意義の運用」
である。百貨店が贅沢品を販売するのは利益の追求だけでなく、それらを有すること
の象徴的意義の転嫁によって、自らの文化資本を増加するためでもあるのである。
本文ではこの二つの定義に合致するものを百貨店としたが、そのため多くの商品を
扱う雑貨店や小売店などはたとえ規模が大きくとも、記号を転嫁させる特性がなけれ
ば、百貨店には分類されない。それゆえに、1950年代に台湾で多く見られた舶来品の
委託販売店や単一商品を販売する専門店などを百貨店と見做すことはできない。
この角度から1950年代の百貨店を考察すると、規模の面で同年代に「百貨公司」と
名乗った商店は、大型建築物を擁する欧米の百貨店と同等とはいえない。中華国貨公
司の所在地であった日本統治時代最大のデパート菊元百貨店は、敷地面積約328平方
メートルの 6 階建てで、 1 万坪以上の売り場を持つハロッズやメイシーズ、三越など
と比較しても狭く、日本の「百貨店法」の認定基準にも達していない。規模の制約は
展示空間にも影響を及ぼすので、日本統治時代以来、台湾の百貨店が直面していた課

79 1956年 9 月13日の『徵信新聞』に南洋百貨創業五周年を祝う広告が載せられており、そこか
ら開業時間が推測できる。
『徵信新聞』1956年 9 月13日。
80 霞鴻「台北市百貨業的滄桑史」
『徵信新聞』1954年 9 月17日。
81 日本で1956年に改正された「百貨店法」は消費のためではなく、商業流通の管制のために改
正されたものだが、同法で定義する百貨店とは、店舗規模が3000平方メートル以上必要で、
82

政府が指定した特別区や地方都市、東京都23区などでは6000平方メートル以上とされた。
高丘季昭・小山翢三『現代の百貨店』46、53―62頁。前田和利「日本における百貨店の革新
性と適応性――生成・成長・成熟・危機の過程」
『駒大経営研究』第30巻第 3 ・ 4 号、1990
年、109―130頁。
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題であった83。戦後に「台湾で最も偉大な百貨公司」と自称した建新百貨博愛支店に
ついて李玉瑛は「四階建てで敷地は百坪あまり。生地や服飾品を主に取り扱ってい
た」と述べ84、また、大来百貨や金山百貨など日本統治時代の旧市街である西門町、
栄町、大稲埕などに出店した百貨店も大半が日本統治時代の建物を利用していたこと
から、依然として大規模の百貨店とは言いがたいのが実情であった。
次に、販売されていた商品をみると、1950年代における百貨店の新聞広告のほとん
どに商品品目と価格表が掲載されていた。ここでは1950年代の『徴信新聞』や『聯合
報』に掲載された広告を例に考察する。「台北市百貨商業同業公会」が主催した連合
バーゲンの広告では既製服、タオル、掛け布団、せっけん、歯ブラシ、歯磨き粉、花
露水、フェイスクリームなどがある85。一方、1951年に政府から「奢侈品特許商店」
とされた金山百貨、大来百貨、中華国貨公司と比較的規模の大きかった建新百貨の
四百貨店の広告には織物や日用品、化粧品、靴の四種が販売されていたことが分か
る。織物はさらに布地や既製服に分類され、百貨店内でのオーダーメイドも可能だっ
た86。1955年に開業した博愛路の博愛百貨では、最新流行のネックレス、高級ペン、
眼鏡、児童玩具、子供服、台湾特産品を販売していた87。全体的に言えば、1950年代の
「百貨公司」の主力商品は依然として布地や少数の既製服、日用品の販売であり、そ
の他にも「楽」に当たる児童玩具、ペン、人工ネックレスなどが取り扱われていた。
一方で、欧米日の百貨店の中で必須とされた「住」に当たる耐久家具や食品、文化教
養、サービス関連はなく、日本統治時代の百貨店と比較しても大きな落差があった。
このことから、1950年代の「すべての商品を販売する」「百貨公司」が販売してい
たのは、実用性のある商品のみだったことが分かる。しかし、モノには使用価値と記
号価値の二つの側面があり、当時取り扱われていた商品から見ると使用価値の側面が
強調されていたが、それが果たして記号価値がなかったことを意味するのだろうか。
あるいは、この時の市場には、顕示作用を有する贅沢品が流通するルートが他に出来
ていたのか。この点を分析すると、当時の台湾社会における自由度を理解することが
できるように思われる。
先の節でも触れたアンガス・ディートンやジョン・ムエルバウアーなどは布地や衣
類を贅沢品としているが、これは人の服装に対する欲求を否定するものではない。二

83 三浦正夫「むづかしい百貨店の経営」
『台湾実業界』昭和 8 年10月号、1933年、26―27頁。
84

李玉瑛「Shopping 文化：逛街與百貨公司」2005年 1 月 8 ～ 9 日、交通大學で開催された文
化研究学会主催「去國・汶化・華文祭：2005年華文文化研究會議」で発表（http://www.
srcs.nctu.edu.tw/speech_pages/CSA2005/papers/0108_A 3 _ 2 _Li. pdf）
。2013年 8 月10日閲覧。

85 『聯合報』1952年 4 月 4 日。
86 『徵信新聞』1951年 6 月24日、1951年 9 月23日、1951年 9 月29日、1955年 4 月 4 日、1952年
4 月13日、1954年 7 月11日、1954年10月 1 日、1954年12月 9 日、
『聯合報』1951年11月 2
日、1952年 9 月 3 日。
87 『徵信新聞』1955年 5 月12日。
104

戦時から戦時まで

人は裕福な人であればあるほど、衣服に保温などの基本的機能を超越する文化的・美
的感覚や社会的地位などを求め、贅沢品にかける予算が大きくなると指摘している。
記号的意義を強調する各国の百貨店で服装が主力になっていることはこのことからも
理解できる。もちろん、布地や衣服を販売している商店が必ずしも贅沢品店だという
わけではなく、布地の品質や陳列展示方法にも関係している。
1950年代の台湾の百貨公司が販売していた布地や衣服は、需要を満たす基本的なも
の以外に 88、高級な輸入生地や毛織物、チャイナドレス生地、スーツ生地、オー
バー、ナイロンストッキングなどもあった。1957年の南洋百貨を例に見ると、特価の
純毛タータンスーツが 1 セット480元で、当時の国民一人当たりの平均所得は1823元
だったことから、百貨公司は確かに高級な布地や衣服を販売していたことが分か
る89。当時の台湾の百貨公司において、布地と衣服の分類は一般品から高級品、紳士
服から婦人服、子供服など広い範囲にわたっていた。しかし、これは「百貨公司」が
生地専門店と見なされた場合において、記号的意義が有効となることを証明しただけ
で、
「百貨店」としての条件を満たしたということにはならない。
それでは、そのほかの「不要不急」の商品はどうなのだろうか。新聞広告から百貨
店で販売されていたすべての商品を把握することはできないが、当時の社会背景から
0

0

0

0

0

百貨公司が販売していなかった商品が何かを探ることは可能である。
国民党が台湾に撤退してきた際、国共内戦の激化で日中戦争時の戦時法制が復活
し、一部は強化された。その中には余暇、娯楽、服装、贅沢に対する批判と抑圧も含
まれていた。1947年下半期になると、戦局は国民党政府に不利となり、行政院は「厲
行節約消費弁法要綱」を公布し、この要綱に基づいて様々な節約に関する法制が発布
された。目的は「戡乱」、いわゆる共産党による乱時の平定であった90。
1949年 5 月20日、国民党政府は台湾で戒厳令を実施した。1950年には台湾を大陸反
攻への踏切板とみなし、戦時経済体制の実行準備に着手した。1951年 3 月 9 日、行政
院の陳誠院長は外貨金融に対する処理方針と「戦時体制の樹立に関する方針（樹立戦
時体制辦法及歩驟）」を提出した。これは物価と消費を管制して、必需品の販売と流

通・供給を掌握し、贅沢品の輸入と消費禁止を強調するものであった。この原則下で
88 台北市内の百貨店業者の競争が最も熾烈だった1951年を例にとると、建新百貨と立大祥綢布
店は漂白された綿の布は最低価格が4．5元とされた。
『聯合報』1951年11月18日。
89 1951年に中華国貨公司が販売していた最高級シャツは 1 着46元で、 5 ポンドポットは 1 個68
元、タータンスーツは 1 セット720元だった。1952年華華百貨が販売していた婦人オーバー
は 1 着650元、1957年に南洋百貨が販売していた特価のソフトシルクチャイナドレス生地は
1 着175元、ギャバジン紳士オーバーは 1 着395元だった。『徵信新聞』1951年 9 月23日、
1952年12月25日、1957年12月28日。
当時の生活水準については、1952年の国民一人あたりの平均所得は1495元、1954年時は1668
元。1954年 5 月から1955年 4 月までの間では給与所得家庭の毎月の平均支出額は868．67元
だった。
「五年來台灣的投資與消費」
『經濟參考資料』第160期、1958年、 1 ― 5 頁。
年
陸
90 林果顯『一九五〇 代反攻大 宣傳體制的形成』、117―118頁。
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最も重要だったのは、国内物資を掌握することで、外貨管制はその重要な手段とされ
た91。物資の節約と改造運動は、1950年代の国民党政府が社会に対して実施した指導
方針で、1951年元旦の蔣介石による「全国同胞に告ぐ書」にもその輪郭が見て取れ
る。蔣介石はその中で経済、社会、文化、政治の四項目で改造運動を指示し、国家総
動員で大陸への反攻を求めた。経済改革運動の目的は、戦時生活の実践を求めるもの
で、生産能力を高め、長期の戦争に備えることを要求することにあった92。
蔣介石の指示を受け、陳誠は1951年 1 月に物力動員計画と実施弁法を提出し、輸出
物資の生産や外貨収入の増加などを奨励した。この計画は増産、節約、調節の三つに
分けられ、節約ではさらに必需品と非必需品に分けて節約の方法が定められた93。
政府は、物力動員指示と計画を発布した後に、関連する運動や制限などを定めた。
1952年 3 月、陳誠は交際応酬と贅沢浪費は劣悪な現象で戦時にそぐわないとしたうえ
で「人々に浪費は恥であることを理解させなければならない」として生活の是正を求
めた94。また、政府は「戦時生活節約運動実施弁法」を制定し、服装、飲食、時間、
贈与、自動車、物の使用など、 6 項目において節約の実施を呼びかけた。この中には
贅沢品や百貨店と最も関連がある服飾の項目も含まれ、「公務員や教職員には質素な
制服の着用を提唱する」、「婦女の服装は簡単にし、奇抜なものや宝石など高価な首飾
りの着用をしてはならない」、「国民の服装はきちんと清潔感のあるものを主とし、贅
沢を戒め、古着の着用を提唱する」などとされた95。このことからも分かるように、
当時は百貨公司がたとえ高級布地や服装、装飾品などを販売していても、消費者は事
実上大きな制限を受け、服装の変化の自由はなかったのである。
世論も反浪費に呼応した。当時の政府と世論から言えば、持久戦を支援するために
は物資の使用は「適度な生活の維持」に限られ、「非常時」同様、消費を刺激する経
済発展は許されなかった96。このような方針は、日本統治時代1939年後半の戦時下物
資節約奨励運動や経済戦強調運動、生活刷新、古着着用の要求、代用品使用の規定、
浪費は「非国民」とする概念と重なる。劉進慶は、日本が残した戦時体制と資産は国
民党の台湾統治や国家資本支配体制の形成の重要な基礎になったと指摘している。
1945年に国民党政府が台湾を接収した際、台湾はすでに近代戦争への動員と国家統制
を経ていて、国民党政府が台湾でも、中国大陸で実施していたのと同様の戦時体制に

91 「匪情資料及光復大陸方案」
（民國39年 7 月 1 日）
、國家檔案局所藏、檔號：0039/019990003/00001/0005/001。「台四十財（檢）第269號」
（民國40年 3 月14日）
、總統府所藏、檔
號：0039/31304/ 5 。「臺灣外匯管理」
『經濟參考資料』第30期、1942年 3 月31日、 1 ― 3 頁。
92 「經濟改造運動」
『經濟參考資料』第30期、1942年 3 月31日、 1 ― 2 頁。
93 「經濟改造運動」
『經濟參考資料』第30期、1942年 3 月31日、 2 ― 7 頁。
94 『聯合報』1952年 3 月10日。
95 「簡訊：司法行政部動員月會研討節約運動實施辦法」
『司法專刊』第19期、1952年10月15日、
650―651頁。
96 『聯合報』1952年 3 月11日。
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よる統治を行ううえで大きな助けになったと言えるだろう97。
蔣介石は1953年11月14日に、この時の節約と全体主義のイデオロギーの代表とも言
える「民生主義育楽両篇補述」を提出した98。この文章は、反共のために戦いの精神
を培い、これと無関係な価値観や活動は無用であり排除しなければならないと主張し
たほか、商業化を社会の堕落と共産党が侵入する元凶になるとし、文芸娯楽や行楽は
政治の正しいイデオロギーの指導のもとで行うものとした99。蔣介石の論述は、商業
化と教育的意義を持たない娯楽や行楽に対して反対し、非実用性の記号意義と付加価
値についても反対するものだった。もちろん、この「実用」の評価基準も「反共建
国」への有効性が求められている。
これら一連の戦時経済体制および蔣介石の商業化と非実用性への反対からも分かる
ように、本文が定義した百貨店の消費方式、浪費と外貨流出の元となる輸入贅沢品な
どが、蔣介石の意図に反したのは疑いの余地がなく、自ずと制限の対象となった。
「気風を変え、贅沢や浪費を戒め、無用の外出を取り締まることで整った清潔な勤労
倹約的な社会を建設する」ために、台湾省政府は1953年12月15日に「奢侈浪費を戒め
浮浪を取り締る要点（戒除奢侈浪費取締遊蕩浪漫要点）」を制定し、「服飾、食品、用
具、機材などの贅沢品を財政部により禁止または輸入制限とし、根絶する」ことを定
めた。また、宴会の料理数や価格、ホステスにも制限が加えられ、外国タバコや外国
酒も外賓を接待する際だけに認められた100。これは日本統治時代末期の「奢侈生活抑
制方策要綱」、「贅沢全廃運動」などと酷似している。
これらからも分かるように、1950年代の台湾は依然として国家と個人を一体化させ
た戦争体制下にあり、個人が生活で必要とする以上の物資を使用することは、戦争で
必要とする物資を浪費することに等しく、節約の最大の目的は生存需要以上の物資を
国家に集中させ、国内物資を国外に流出させないことにあった。蔣介石の商業化に対
する反対は、利潤に向けられたものではなく、商業化がもたらす記号の多様性と個体
の差異化により、個人の全体主義への服従と帰属が弱体化するのを恐れたためであ
97 劉進慶『台灣戰後經濟分析』台北：人間、1995年、29頁。林果顯『一九五〇年代反攻大陸宣
傳體制的形成』
、23頁。
98 蔣介石「民生主義育樂兩篇補述序言」
『司法專刊』第33期、1953年12月15日、1188―1191頁。
99 蔣介石「民生主義育樂兩篇補述」
『司法專刊』第36期、民國43年 3 月15日、1354―1361頁。
100 「43府社三字第28020號（43．
04．
03）
」
『臺灣省政府公報』43：夏： 5 、1954年 4 月 6 日、650頁。
林果顯は戦後から1960年代の関係規定を整理している。1950年代の関連規定は以下のとお
り。林果顯『一九五〇年代反攻大陸宣傳體制的形成』
、123頁。
1952．7．17 反共抗俄總動員運動會報戰時生活節約運動實施辦法
1953．12．15 台灣省政府戒除奢侈浪費取締遊蕩浪漫要點
1955．5．
2 國民黨中常會推行戰時生活綱要
1955．12．5 國民黨中常會戰時生活推行重點
1955．
12．5 國民黨中常會戰時社會改進事項
1959．
9．2 內政部救災期間生活節約要項（八七水災）
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る。このような背景下で実施した贅沢品禁令は、モノをその使用価値の範疇に限定
し、社会的顕示作用である記号的価値を取り除くことになった。
1951年 4 月12日、行政院は「臺四十財

經檢字第〇二號訓令規定」で贅沢品禁令を

発布した。
「戦時生活は節約を崇める。外貨の使用は合理の範囲に収め、輸入物資は
民生日用品と重要機器の原料を最重要とする。贅沢品に対してはその売買を禁じ、源
を途絶する。遂に戦時経済体制を建設する」と定めた。訓令第二項によって贅沢品の
品目が台湾省政府で定められ、市場での販売が禁じられた。一般の商店に残っていた
在庫は 1 ヶ月以内に販売しきるよう求められ、それができなかった場合は特許商店に
販売委託するか国外へ輸送し販売することとなった。奢侈品特許商店は外国人または
海外からの観光客のみを対象とし、購入希望者は台湾銀行で特殊購買券と引き換えた
後商店で購入する必要があった101。外国人、つまり全体に属さない人々のみ贅沢品の
消費が許されたのである。
台湾省政府は、売買を禁止した贅沢品の品目を公表し、ナイロンストッキング102や
賭博用具を除き、化粧品、酒、タバコ、飲料品、アクセサリー、砂糖を用いた食品な
どは外国からの輸入品だけが禁止された103。この点から、政府の贅沢品管制における
最も重要な目的は、外貨制限、物資の集中であり、全体主義の強化はその次であった
ことが分かる。一方、販売禁止の規定に違反した者は、国家総動員妨害懲罰暫定条例
と警罰法違反で処罰された104。
また、贅沢品はすべて米ドルで値段が表記されていて、政府が許可した商店でのみ
販売が許された105。しかし、贅沢品の販売対象となる肝心の外国人客は少なく、欲す
る贅沢品もほとんど外国から持ち込まれていた。台湾省政府は、奢侈品特許商店の営
業に期待していなかったが106、販売許可は多くの商店の興味を惹きつけ、台北市では
金山百貨、大来百貨、中華国貨公司が競うように特許の申請を行い、最終的に中華国
貨公司が獲得した107。同年 5 月21日、台北市の特許商店が中華国貨公司の 3 階にオー

101 「臺四十財 （經）檢字第〇二號訓令（40．
04．
12）」『經濟參考資料』第33期、1952年 6 月10
日、 8 ― 9 頁。
102

行政院指令台40、財第4973号では、花露水を香水の類とし、販売を禁止した。日本輸入の
レーヨンを用いて台湾で製造されたストッキングは台湾の工場で製造されたことを示すマー
クがつけられることで販売が許可された。
『經濟參考資料』第30期、1942年 3 月31日、24頁。

103 「臺灣省政府公告 卯寒府經字第36062號（40．04．
14）」『臺灣省政府公報』40：夏：14、151
頁。
104 「辰真府經商字第46338號（40．05．
11）」『臺灣省政府公報』40：夏37、440頁。
105 「40辰微府員天供字第06746號（40．
05．
05）」『臺灣省政府公報』40：夏：33、1951年、367
頁。
106 『徵信新聞』1952年 2 月19日。
「抄臺灣省政府40辰微府員天供字第07147號呈」民國40年 6 月
20日、國家檔案局所藏、檔號：0040/04990―001641/00001/0003/034。
107 『徵信新聞』1951年 5 年 8 日。「40辰齊府員天供字第06839號（40．05．
08）」『臺灣省政府公
報』40：夏：42、1951年 5 年10日、516頁。
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プンした。贅沢品は品目ごとに陳列され「洋酒の販売面積は最大、マニキュアは最人
気」であった108。
しかし、政府の当初の予測通り、限られた客層とドルでの交易制限の影響により、
特許商店は経営困難に直面し、1952年 1 月14日には「売り上げが芳しくなく、特許販
売の停止を決め」、贅沢品の特許販売は終了された。残った在庫は自由に販売するこ
とができなかったので、最後は行政院命令「臺（四一）財字第（四四）號指令」と第
四二七號代電」で、一般人に対して在庫処分することが特例として認められたが、転
売は許可されなかった109。多くの商店が競うように設置を申請した特許商店は、開業
からわずか半年で撤退を余儀なくされた。
もちろん、特許商店の失敗は、贅沢品市場がないことを意味するものではない。米
日製の化粧品は依然として密輸され、アンダーグランドで舶来品の委託販売店や露店
で流通していた。中華国貨公司が特許商店を開業110したのと同時に、付近の衡陽路や
成都路では贅沢品を専門に扱う露天商が出現していた。これらの贅沢品の価格は高
かったが、売れ行きはよく、取り締まりでも密輸を食い止めることはできず、アン
ダーグランドで流通が続いた111。
このことからも分かるように、当時の台湾社会には贅沢品ないし顕示的消費の需要
がなかったわけではなく、ただ政治的かつ厳格な圧力の中、表立った場所での贅沢品
の販売や使用が禁止されていただけだった。1957年 1 月22日には、前述の販売禁止贅
沢品が税関規則の一般管制法令管制下に編入され、贅沢品禁令は事実上形骸化した
が112、奢侈品売買禁止令が正式に撤廃されたのは、1961年 7 月 7 日まで待たねばなら
なかった。行政院は、その廃止理由について「近年の経済発展により人民の生活水準
は若干向上し、国内でも贅沢品の一部が生産され、人民が普遍的に使用していること
から、これらの規定の厳格な執行が難しくなった」とした。「普遍的に使用してい
る」という言葉は、当時の台湾において、贅沢品が消えていなかった事実だけでな
く、節約や実用、反浪費を求める戦時体制に抑圧され、個体の差異化を求める欲望が
アンダーグランド化した現象を如実に語っている。
かつて百貨店の主力商品であった舶来の贅沢品は、1950年代には百貨店で販売され
108 『徵信新聞』1951年 5 年21日。
109 「肆拾臺丑銑府會天供字第01144號」
『臺灣省政府公報』41：春：39、1952年 2 月18日、404頁。
110 1958年に密輸された米ブランド Raclon のマニキュアは 1 瓶80元、ファンデーションは 1 個
90元で、日ブランド Papilio の香粉は 1 箱33元、黒龍堂のフェイスクリームは55元、Piaskala
のリキッドファンデーションは45元だった。『徵信新聞』1951年 5 月21日、1958年 9 月20
日、1958年10月 5 日。
111 『徵信新聞』1957年 1 月23日、1957年 2 月26日。
「
（肆拾陸）府財貿第141480號 奢侈品管制」
民國46年 3 月 4 日、國家檔案局所藏、檔號：0040/04990-001641/00001/0002/019。
112 「臺（50）財4120」民國50年 7 月 7 日、總統府所藏、檔號：33501/ 1 / 1 。
「臺（50）令參字
第3824號（50．07．13）廢止臺（40）、財、經檢字第 2 號令頒之 「禁止奢侈品買賣令」 司法行
政部令」
『司法專刊』第125期、1961年 8 月 5 日、543頁。
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なくなり、大型商店である百貨店が取り締まりの重点対象となったため、国産の贅沢
品も大々的に販売することができなくなっていたと推測される。
このことから当時の百貨公司の主力商品は、各種の高級布地や既製服、日用品、わ
ずかな玩具で、レストランやカフェはなく、食料品は「大都商場」などで缶詰が販売
されていただけだったことが分かる。書店や非実用的な文化イベントもなかった113。
当時の台湾の百貨店で販売されていた商品を前述のような日本と英国の百貨店の分類
に当てはめてみると、「衣」と「食」のみ合致し、
「住」に至っては金物や蚊帳、蚊取
り線香、ポットなどの生活の必需品は販売されていたものの、ラジオなどの家電、家
具などの耐久性消費財、インテリア雑貨である贅沢な装飾などの関連商品はほどんど
目にすることができなかった。つまり、1950年代の「百貨公司」は、布地や生活雑貨
を販売する小売店で、「空間」的な概念において多くの商品を陳列することがよいと
するにとどまり、商品の意義を演出する舞台と見なされるまで至らなかったのである。
このような実用的な機能に留まった考え方は、これらの「百貨公司」の価格競争に
も現れた。元来、百貨店が特価を設定するのは、顧客の興味を惹きつけ、さらには他
の商品ないし贅沢品を購買する意欲を誘発し、利益を生み出すためである。しかし、
重税は贅沢品の利益を下げ、ドル箱商品とも言える稼ぎ頭を減らした。また、「百貨
公司」での販売価格がメーカー工場からの直売価格を下回った場合114、百貨店での消
費がもたらす象徴的資本や社会的顕示作用は失われる。購買力が低く、実用価値を原
則とする当時の台湾の消費者からすれば、「百貨公司」は低価格商品を購入する場所
となり、ほかの一般商店との差異が不明瞭だった。しかも、この時の「百貨公司」に
は娯楽や文化、見てまわる楽しみなどの特徴に欠けていた。総じて、1950年代の「百
貨公司」は、節約実用主義に屈従して、百貨店としての特徴を発揮していなかったこ
とが明白であろう。
1950年代の「百貨公司」は、節約と実用のイデオロギーのもとで、戦前における台
湾の百貨店や同時期の日本や米英の百貨店と異なり、機能性が記号的意義を大きく凌
駕していた。これは国民党政府の統治方法と密接に関係し、「大陸反攻」を目的とし
た戦争体制下で、全体主義が個体の差異を抑圧し、自由消費の能力とその可能性を封
じ込んでしまったからである。日本統治時代末期の戦時体制と対比すると、1937年以
降、台湾において、記号的消費と個人の自由が受けた制限は、戦争の終焉に伴って解
放されないばかりか、いわゆる「戦後」時期まで長く引き続いたのであった。

4

ま と め

19世紀の百貨店は、衣食住に関わる商品と文化芸術的意義を兼ね備えた「消費の殿
113 『徵信新聞』1953年 8 月29日。
114 『聯合報』1958年 3 月 3 日。
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堂」として誕生し、中流階級を主とした大衆社会に記号的消費を広めた。日常生活に
おいて憧れや夢を作り出した百貨店は、欧米の百貨店が異国情緒を強調し、日本の百
貨店が舶来品を重視したように、非日常のモノやシンボルを善用して消費者の想像を
掻き立てていた。
戦前、百貨店が登場するまで、台湾には多くの洋雑貨、呉服、展示を重視する商店
がすでに存在していたが、商品を項目ごとに分けて総合的に取り揃え、一体感のある
大型建築物の中で商品を販売する百貨店は、1932年末になって漸く登場した。これら
の百貨店は、付加価値の転嫁を重視し、ショーウインドー、展示などの視覚的表現を
多分に用いていた。百貨店は欲望と遊びのある消費の空間へと変化し、単なる買い物
の場所ではなくなる。しかし、これらの特色は、戦争に突入し、輸入商品の管制と
七・七禁令関連規則の実施によって次第に失われ、百貨店の中には国産品が並び、節
約の大義名分の下、記号価値の転嫁を捨て、実用型百貨店へと変貌を遂げた。
1945年に太平洋戦争は終戦を迎えたが、台湾はそれに伴って「戦後」にはならな
かった。国民党政府が敗退し、台湾は国共内戦の大陸反攻の基地となり、「戦後」か
ら再び戦争体制の中に引き戻された。台湾と同じく戦時体制を経験した日本には、
1950年にはすでに記号的消費文化が再び出現していた。ところが、台湾では、1945年
に国民党が進める「国家総動員法」が施行され115、日本統治時代末期に施行された総
動員令、七・七禁令、自粛と節約の精神、生活刷新、贅沢全廃運動などと同様の戦時
経済体制、総動員令、奢侈品販売禁令、改造運動が1950年代に再び実施され、実用主
義を中心とした効率と戦争への貢献が最重要視された。また同時に国民党政府は、台
湾人民の自由に厳しい制圧をかけ、多様性と個体の特色を許さず、消費生活の可能性
も存在しないものとした。台湾は1937年から引き続いて戦争体制下に置かれていたの
である。消費と節約の対立する概念のコンテキストによって捉えると、「戦前」と
「戦後」は台湾では断裂した両時期ではなく、連続していたのである。
社会構造の制限と政治および軍事の掌握は、物質的にも精神的にも台湾社会に節約
と生存を最重要視させた。また、戦争体制は「外敵」に対抗するために国民の同調を
強調し、
「内部」を一体化させた。個人の特徴を表し、無用な贅沢品や憧れと理想像
の象徴である百貨店は、当時の台湾社会とは相反する存在となっていた。このような
衝突において、
「百貨公司」は国産品と日用品だけの販売を迫られ、舶来品や付加価
値を持たない店でしかなくなった。申し訳程度に高級布地や洋服は売られていたが、
販売されていた品目や記号的意義から見ても1950年代の台湾の「百貨公司」は本質的
には「たくさんのものを販売する」布地の販売店にすぎず、1937年以前の「消費の殿
堂」には到底及ばないものだった。本文で定義する百貨店が台湾に再登場するのは、
1965年まで待たなければならない。

115 『臺灣省行政長官公署公報』 1 ： 1 （1945年12月 5 日）、 7 頁。
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はじめに
日本のゴールデンタイムのテレビドラマでは、1990年代初頭に今日の形態で放送さ
れるようになって以来、「働く女性」が常に描かれてきた。ほとんどのドラマでは恋
愛がテーマであることが多いが、仕事のシーンは物語の進行や登場人物の描写に不可
欠である。刑事ドラマ、医療ドラマ、アニメや漫画を原作としたテレビドラマでも、
働く女性を主人公として描いているものが多くある。特に、主な視聴者が25歳以上の
ゴールデンタイムのドラマや、日本国外のファンが多いドラマは、東京で働く女性の
日常生活を描いている。こうしたドラマ番組は視聴者に現実の問題を提示し、また女
性に関するメディア論を体現している。ドラマは、仕事が女性の自己成長に不可欠で
あることを示しているが、これは新しい観念ではなく、1920年代の日本の急速な都市
化の中で都市部の女性のサービス労働者の増加についての議論の中で発祥したと考え
られる 1 。
これまでに様々なタイプの働く女性が登場してきたが、彼女たちを描くストーリー
は、どれも人々の基盤である家庭を支えること、結婚し、母親になることを女性の主
要な目的として奨励している。それと同時に、職業や家族のあり方により多くの選択
肢を持つ世代が増加しており、この世代の女性はテレビの中に他の視聴者とは違う理
想像を求め始めたのである。ドラマは、広告主のために多数の視聴者を得なければな
らず、テレビ局は国のネットワーク支援を維持する必要性があるため、ドラマが小
説、美術や他のメディアのように痛烈に社会を批判する媒体になることは難しい。し
かしながら、ドラマは、女性の立場から彼女らの人生の岐路と人生観を表現すること
によって、社会的変化がいかに感情的に影響をもたらすかを示すバロメーターになり
うる。
本研究では、1990年から2014年までの、ドラマの中の働く女性の描写、及びそれら
の表現の共通性についての分析を行う。時代によって変化したもの、変化していない
もの、その両方に注目し、ドラマが女性の社会的規範に影響を与えているかに焦点を

1

Elise Tipton, "Moving Up and Out: The ‘Shop Girl’ in Interwar Japan.” In Modern Girls on
the Go: Gender, Mobility, and Labor in Japan, Alisa Freedman, Laura Miller, and Christine
Yano, eds.（Palo Alto: Stanford University Press, 2013）
, pp. 21―40.
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当てながら、特に『東京ラブストーリー』（永山耕三、フジテレビ、1991年）を主軸に
して分析する。このシリーズは、テレビドラマの歴史の中でターニングポイントでも
あるが、女性のライフ・コースにおける家父長制度的な考えを支持している。同シ
リーズは視聴者が期待する女性像に合致しており、新しい観点から女性を描いたもの
であったが、このドラマは自らのキャリアを優先させる女性は性的にリベラルで、妻
や母親には向かないとのイメージを助長させた。『東京ラブストーリー』は日本にお
けるジェンダー平等を考察するための一手段を提供してくれる。『東京ラブストー
リー』と共に、過去25年以上を振り返ることによって、キャリア・ウーマンの起源
と、いかにテレビが家族を重要なものとしているかを見ることができる。

1

日本テレビ初期におけるドラマと働く女性
――ホームドラマ、朝の連続テレビ小説と大河ドラマ

現在の主要キー局六つすべてでテレビ放送が開始されて以降、日本のドラマは、安
定した家庭像を理想化している 2 。日本初のテレビドラマ『夕餉前』（1940年 4 月13
日、12分）は、三越デパートで展示の一部として放映された。比較的少数の人しかこ

のプログラムを見ることができなかったが、後に繰りかえされる二つのテーマ、 1 ）
家庭の社会的地位や心の健全さを示す食事、 2 ）強い母、が既に現れている。1950年
代後半から1960年代初頭に現れた三つのテレビドラマ、 1 ）ホームドラマ、 2 ）朝の
連続テレビ小説、 3 ）大河ドラマが、働く女性でさえも、妻と母親の役割を優先すべ
きであるという概念を提示した。
主に1960年代から80年代、ホームドラマは、アメリカ連続ドラマ（『アイ・ラブ・
ルーシー』など）や日本の現代劇（小津安二郎監督や成瀬巳喜男監督の映画）の影響を受

けている。ホームドラマは多世代の家族の日常生活を描いた。女性主人公、特に母親
は、家族経営の仕事を切り盛りする。例えば、NHK で生放送された最初の「帯ドラ
マ」である『バス通り裏』（1958～1963） では、母親は美容室の経営者である。アメ
リカのドラマと比較すると、日本のホームドラマでは女性主人公は家の外で仕事をし
ているが、日本で放送されたアメリカ連続ドラマの女性主人公は主婦や母親でいるこ
とに満足している。例を出すと、ドナ · リードが優雅に楽しそうに家事をする『ド
（1958～1966）や、何の仕事をしても失敗を繰り返すルーシーの
ナ・リード・ショー』

スラップスティック・コメディである 3 。ルーシーを演じたルシル · ボールは、テレビ
スタジオを経営して成功させた世界で最初の女性である。
「連ドラ」とも呼ばれる）
1961年の最初の放送以来、NHK 連続テレビ小説（「朝ドラ」

2

日本の主要テレビ局は NHK（1953年）、NHK 教育テレビ（E テレ、1960年）、日本テレビ
（1953年）
、TBS テレビ（1955年）、テレビ朝日（1957年）、フジテレビ（1959年）である
（
（
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）内は放送開始年）
。
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は、それまで脇役であった若い女性を主軸にして、戦争、そして都市化などからもた
らされる苦難を克服して成長していく様を描いている 4 。最初の連続テレビ小説はも
とはラジオドラマ『娘と私』（1961年 4 月 3 日から1962年 3 月31日）で、獅子文六の小
説が原作である。フランス人の先妻との間のひとり娘と日本人の父の物語である。過
去または現在のヒロインの苦難は、多くの場合、国が抱える問題をなぞらえており、
これらのドラマは、努力と忍耐が日本社会を動かしていることを暗示している。最も
有名な朝ドラは『おしん』（1983、最高視聴率62．9％）で、街に引っ越してきた貧しい
女性の一生を描いている。第二次世界大戦前と直後の日本を描いたこのドラマは、高
度成長時代に放送され、古い世代の人々の苦難を物語っている。NHK の歴史上、 2
番目に人気の連続テレビ小説は『あまちゃん』（2013）である。東京と東北を舞台に
したこの作品は、いかにして若者が東日本大震災後の日本の動力源になれるかを示し
ている 5 。『あまちゃん』から「じぇじぇじぇ」という言葉が2013年のユーキャン新
語・流行語大賞に選ばれた 6 。このように、日本の流行語のほとんどがテレビからき
ている。
伝統的な職業や男性優位の伝統芸術に従事する女の主人公を描く連続小説もある。
例として、
『心はいつもラムネ色』（1984～1985）の女性漫才と『ちりとてちん』の女
落語家（2007～2008）がある。その他に、夫の死後、シングルマザーとして子供たち
を育てた、現代のトレンドの原点となる女性を描いた朝ドラもある。例として、『あ
ぐり』（1997）は、小説家吉行淳之介と女優・エッセイストである吉行和子の母で、
1920年代に日本初の洋式美容室を開店した吉行あぐり、『カーネーション』（2011～
2012）は、ファッションデザイナーで 3 人の娘を育てた小篠綾子を描いている。

NHK 連続テレビ小説には、大学を卒業した現代的キャリア・ウーマンを描写した

3 『ドナ・リード・ショー』は、日本では『うちのママは世界一』のタイトルで1959年から63
年にかけてフジテレビジョンと TBS テレビで放送された。
『アイ・ラブ・ルーシー』はアメ
リカで1951年から57年にかけて放送された。日本では、NHK で1957年から60年、フジテレ
ビで1961年から62年にかけて放送された。
4 『おはなはん』（1966）以後、「逆境に負けず、たくましく生きる女性」を主人公とするドラ
マが流行した。
『走らんか！』（1995～1996）は NHK 朝の連続ドラマで男性が主人公である
数少ない例の一つ。TBS「ポーラテレビ小説」（1968～1986、TBS 系列で放送されていた昼
の帯ドラマシリーズ）でも、NHK と同じように女性を主人公にした物語が多く放送された。
5

最近、ほとんどのドラマが視聴率 8 ～20％にとどまっている。例えば、2013年の一番人気の
ドラマ、『ガリレオ』第 2 期は視聴率19．9％である。視聴率の調査は、通常オンラインや録
画で見た人は含まないので、実際は、もっと高いのではないかと思われる。Alisa Freedman, Train Man and the Gender Politics of Japanese ‘Otaku’ Culture: The Rise of New
Media, Nerd Heroes, and Consumer Communities,” Intersections 20（April 2009）
〈http://
intersections.anu.edu.au/issue20/freedman.htm〉
、最終検索日：2015年 1 月 1 日。

6

自由国民社「ユーキャン新語・流行語大賞第30（2013（平成25）年）
」
（http://singo.jiyu.
co.jp/）
、最終アクセス日：2015年 1 月 4 日。
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ものがまったくない。女性医師を描いた二つ、『おはなはん』（1966、視聴率45．8％）7
と『梅ちゃん先生』（2012） は人気があったが、どちらも設定が時代劇である。『梅
ちゃん先生』（視聴率20．7％）は、2003年の『こころ』以来20％以上の視聴率を持つ最
初の NHK 連続テレビ小説である 8 。『マッサン』（2014） は西洋人が主人公の最初の
NHK 連続テレビ小説である。NHK の連続テレビ小説は、そのほとんどが女性の主
人公にちなんで命名されているが、『マッサン』は、日本人男性主人公にちなんで命
名されている。
一年を通して放送される大河ドラマは、1964年の放映以来、20世紀以前に歴史的に
重要な役割を果たした人物の伝記を脚色して描いている。大河ドラマは、ホームドラ
マや NHK 連続テレビ小説とは異なり、エリート女性たちの仕事を描写する。大河ド
ラマでは、女性が権力のある男性をサポートする役目をする。例えば、『篤姫』は、
大奥から政治に関わるようになった徳川将軍の妻や愛人について描き、2008年に最も
人気のあったテレビ番組である（視聴率23．4％）9 。

2

1980年代と1990年代のテレビドラマの改革と新しい女性の主人公

ホームドラマ、NHK 連続テレビ小説、大河ドラマは、女性と仕事をテーマにする
ようになった。1980年代と1990年代のテレビドラマは、若い、未婚の働く女性を
ファッショナブルに見せるようになった。1970半ばから、日本のゴールデンタイムの
テレビドラマ人気に陰りがみえていた10。番組プロデューサーは、視聴率を取るため
に様々なプロットや主人公を試みている。若者のためのシリーズやスペシャルを多く
放送してみるなどの例があげられる（『橋の上においでよ』NHK、1987、『一九歳』
NHK、1989、第 3 話など。ともに織田裕二が主演）。1980年代半ばに、民放テレビ局が、

「トレンディドラマ」と呼ばれるジャンルを打ち出した。その一つに『男女 7 人夏物
語』（TBS、1986～1987）がある。「トレンディドラマ」は縦の、階級的な家族関係で
はなく、愛と友情という横の関係を描き、東京での「トレンド」とロマンスに焦点を
当てている。『抱きしめたい！』（フジテレビ、1988）と『愛しあってるかい！』（フジ
テレビ、1989）はどちらも女性主人公は教師である。

7

原田信男『テレビドラマ30年』
（読売新聞社、1983年）、140―141頁。

8

読売新聞社「堀北梅ちゃん先生快挙！

朝ドラ 9 年ぶりに平均視聴率20％超え」
『Yomiuri

Online』
（http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20121002-OHT 1 T00009.htm）
、最
終検索日：2013年 6 月 3 日。
9 「強 い 「篤 姫」 女 性 つ か む

大 河 ド ラ マ 高 視 聴 率」
『朝 日 新 聞 Digital』2008 年 7 月 24 日

（http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY200807240123.html）
、 最 終 検 索 日：2015 年
1 月 2 日。
10 Sata Masanori and Hirahara Hideo, eds. A History of Japanese Television Drama（Tokyo:
Japan Association of Broadcasting Art, 1991）
, p. 168.
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いくつかの失敗作の後、
『東京ラブストーリー』の大多亮などのテレビプロデュー
サーが、1990年代初めにドラマの改革を行った。大多は恋愛を多様化させ、そこによ
り重点を置いた。結果として、後で詳しく説明するが、それがドラマの型として後々
まで続いていく。夜の時間帯に約11のエピソード構成で放送されるドラマは、ある特
げっく

定の意味合いを帯びている。例えば、フジテレビ月曜 9 時枠の連続ドラマ「月 9 」
や、TBS 日曜日午後 9 時の連続ドラマ「日曜劇場」などである。こういったドラマ
の主題歌がポップ・チャートの上位になることはよくある。観光、本の出版、映画な
どとのタイアップは、日本でのいわゆる「メディア・ミックス」（さまざまな広告媒体
を組み合わせること）の例である。ほとんどのドラマは東京を舞台にしている。アメ

リカの「シットコム」（シチュエーション・コメディ）と同じように、主要人物には、
お気に入りのレストラン、バー、カフェなどがある。また、ほとんどの場合、脚本が
書かれる前にキャストがすでに決まっているが、これは女優が似たような役に配役さ
れる傾向があるからである。よく働く女性として配役される女優には、鈴木保奈美、
天海祐希、篠原涼子、観月ありさなどがいる。
もともと国内の視聴者だけを対象に放送されたドラマも、世界中からのファンを集
め、日本の女性像を形作ってきた11。他のアジアの国のドラマにも影響を与えたが、
最近では、逆に他のアジアのドラマに影響されるようになってきた。初めて海外でも
ファンを獲得したドラマは『東京ラブストーリー』（1991年 1 月～ 3 月、視聴率23％）
で、これは日本で最もよく知られたドラマでもある。『東京ラブストーリー』は、他
のアジア諸国に広がった後、日本でもさらに人気が出た12。1993年の特別編は日本の
視聴者の32．3％が見た13。これは『東京ラブストーリー』の人気を示している。

3 『東京ラブストーリー』における新しい働く女性の主人公
『東京ラブストーリー』は、様々な面で “ 最初 ” のテレビドラマである。例えば、
グローバルなファンを魅了した最初のドラマ、漫画が原作である最初のドラマ、そし
て、ハッピーエンディングでない最初のドラマである。原作は柴門ふみによる青年漫
画で、
『ビッグコミックスピリッツ』（小学館の20代の男性をターゲットにした週刊誌）
に1988年から1990年まで連載され、単行本（全 4 巻）が 250万冊以上の売り上げを記
録した。柴門ふみの漫画はフジテレビでドラマ化され、大ヒットした14。
11 See, for example, Iwabuchi Kōichi, ed. Feeling Asian Modernities: Transnational Consumption of Japanese TV Dramas. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2004.
12 1991年に最も人気のあったドラマは『101回目のプロポーズ』
（フジテレビ、視聴率36．7％）
である（小松克彦とオフィス K21編『That’s テレビドラマ90‘s』ダイヤモンド社、1999年、
33頁）
。
13 Jonathan Clements and Motoko Tamamuro, The Dorama Encyclopedia: A Guide to Japanese
TV Drama Since 1953（Berkeley: Stone Bridge Press, 2003）
, p. 323.
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『東京ラブストーリー』のように、東京育ちでなく、上京した人物を描写するドラ
マは当時なかった。ある意味、このシリーズは明治時代に多く描かれた、上京する若
者の物語を現代に置きかえて書かれたものとも言える。明治時代の物語は、夏目漱石
の『三四郎』（1908、明治40年） にも見られるように、若い男性の生活を描いたが、
1990年代のテレビドラマは若い女性の生活に焦点を当てていた。『東京ラブストー
リー』の後、ドラマは恋愛と仕事を求めて上京する女性を軸とするものが多くなっ
た。もっとも後者は前者のための手段でもあったのだが。
『東京ラブストーリー』の人気の理由は、赤名リカ（演：鈴木保奈美）という、仕事
で成功し恋に敗れた主人公にある。これまで、ヒロインが積極的に恋愛をリードし、
仕事も一生懸命にこなすことはなかった。リカの、求めてもすべてを得ることができ
ないというヒロイン像は、視聴者の心をつかんだ。リカは以前なら反感を持たれ、あ
まり好まれなかったテレビの人物像を共感できるものにした。
このシリーズのキャッチコピーは「東京では誰もがラブストーリーの主人公にな
る」であった。このキャッチコピーのイメージは、ドラマの主題歌、小田和正の「ラ
ブストーリーは突然に」でも繰り返される。この曲は258万枚以上を売り上げ、今で
も日本の音楽史上 8 番目のトップシングルとしてランクインされている15。ドラマに
は、オープニングあるいはエンディング曲があり、必ずしも主題歌とは限らないが、
主人公の考えや感情を伝えるための手段として用いられる。
物語は、三人の女性と二人の男性の 1 年にわたる恋愛模様を追う。この手法は、後
に他のドラマ（『ロングバケーション』フジテレビ、1996、『ラブジェネレーション』フジ
テレビ、1997など）でも使用されるようになった16。カメラの目を通し、リカの顔をク

ローズアップすることで、視聴者の目線を彼女に合わせ、共感を得る手法がとられて
いる。
リカはロサンゼルスでの生活経験のある帰国子女で、スポーツ用品メーカー「ハー
トスポーツ」の事業部所属の社員である。リカは、羽田空港で、彼女の新しい後輩、
永尾完治（1970年代からドラマで主演俳優として活動していた織田裕二が演じる）に挨拶
するところから物語が始まる。愛媛から出てきた「カンチ」（リカがつけた愛称）は東
京での新しい生活に戸惑うが、当初からリカは恋愛と仕事の両面で彼にアドバイスす

14

柴門ふみ『東京ラブストーリー』 1 ～ 4 （小学館）
。柴門ふみの原作ドラマ作品の例は『同
級 生』（1989）
、『あ す な ろ 白 書』（1993）、『Age 35 恋 し く て』（1996）、『お 仕 事 で す！』
（1998）など。

15 「SMAP 「世界に一つだけの花」、シングル売上歴史代 9 位に！！」
『ORICON STYLE』
2004年 8 月 3 日（http://www.oricon.co.jp/news/ranking/5139/）、最終検索日：2015年 1 月
1 日。
16

Ito Mamoru, “The Representation of Femininity in Japanese Television Dramas of the
1990s.” In Feeling Asian Modernities: Transnational Consumption of Japanese TV Dramas,
Iwabuchi Koichi, ed.（Hong Kong: Hong Kong University Press, 2004）.
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る。リカはハートスポーツの社長、和賀夏樹と不倫関係にあったが、カンチを好きに
なってしまう。しかし、カンチは、彼の高校の同級生で、東京で 3 年間保育士をして
いる関口さとみ（演：有森也実）に想いを寄せる。さとみは、最初は彼女とカンチの
同級生、三上健一（演：江口洋介）を好きになる。医学の勉強より女性をナンパする
方が得意な健一は、同じ医大生、許婚持ちのお嬢様である長崎尚子（演：千堂あきほ）
とつきあっていた。そしてこれはドラマでしかありえない話だが、登場人物がお互い
友達になると、それぞれにお互いの恋愛のアドバイスをするようになる。カンチと彼
の同級生達は、23から24歳になり、リカの年齢は公開されていないが、彼らより年上
であることが推測される。ちなみにその後のドラマでも、キャリア・ウーマンの主人
公が、意中の人より年上であることが多い（『アラウンド40～注文の多いオンナたち』
TBS、『おひとりさま』TBS、2009など）。
『東京ラブストーリー』では、物語のほとん

どが、カンチの選択、リカとさとみ、誰を恋人とし結婚するか、を軸に展開する。
ドラマと、カンチの視点から語られている漫画とは多くの違いがある。原作では、
リカは、カンチを誘惑しようとする女として描かれており、カンチに腹を立てている
場面が多く、あまり同情できるキャラクターではない。「アフリカの草原」で育った
彼女は、東京のマナーに順応できない17。リカとカンチは、和賀が社長を務める、従
業員 8 人の広告会社で働いており、リカがアメリカに留学している間に、カンチとさ
とみは恋人同士になる。
以前の恋愛ドラマでは、さとみのような女性が主人公で、ライバルがリカのような
人物だったが、プロデューサー大多が『東京ラブストーリー』ではその逆にすること
を決めた。彼は平行したシーンを撮ることによって二人の対照的な女性を強調させ
た。さとみが優柔不断でなかなか自分の意思をはっきりさせないのに対し、リカはど
んどん自立する女になっていく。両方の女性がカンチと関係をもち、カンチは二人の
間で揺れている。通常、男性ではなく女性がこの立場に立つのだが、このドラマでは
逆になっている。リカがカンチを誘う、衝撃的な誘惑のセリフは、ヘッドラインの見
18
出しにもなった。「ねえ、カンチ、SEX しよ」

『東京ラブストーリー』はいわゆる「純愛ドラマ」で、すべてのキャラクターが愛
を模索する中、皆が思い通りの相手とうまく行くわけではないということも示してい
る。大多は、リカに共感させて泣かせることで視聴者の支持を得ようとした。大多
は、1991年から96年の間の多くのドラマが、「カンチのような優柔不断な男、さとみ
のような嫌な女、そしてリカのような可哀想な女」といったキャラクター設定をして
いるという19。このようなキャラクター設定は、村上春樹の1987年のベスト・セラー
小説『ノルウェイの森』にも見られる20。

17 柴門ふみ『東京ラブストーリー』 1 （小学館、1990年）、223頁。
18 Tokyo News Mook『テレビドラマ全史

1953～1994

TV ガイド』
（東京ニュース通信社、

1994年）
、580頁。
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リカとカンチのロマンチックな関係は一緒に仕事をすることで育まれていく。キャ
リアと恋愛は別々のものではなく、女性が自分の仕事を通じて結婚相手を見つけるこ
とができるという考えが、1980年代と1990年代に主流になっていく。『東京ラブス
トーリー』ではシーンの多くがハートスポーツで撮られている。リカは視聴者が好
む、恋する女性に、男より仕事ができる有能な女性を融合させた新しい女性像であ
る。しかし、男性優位の会社では男のほうが出世していくことも示している。最終的
に、リカは会社を辞めるが、カンチは会社の重役になる。
それまでのドラマと異なり、ヒロインの恋が実らないというエンディングに働く女
性を理解する鍵がある（1991年 3 月、視聴率32．3％）21。漫画では、リカは和賀の子を
妊娠する。和賀は家族を去り、リカと一緒になろうとする。
ドラマでは、リカは、カンチが本当はさとみを好きだと気づいて、ロサンゼルス支
店への転勤を決める。そうすることによって、カンチは専業主婦になれる女性と結婚
できるようになる。1990年代のドラマでは、愛より仕事を選んだ女性の多くが米国に
行くことを選んでいる。英会話力は、1980年代頃から、スマートさを演出するために
テレビでよく使われる手法である。しかし、そういった表現はまた、そういった女性
が他の女性とは一風変わっていて差別されやすく、日本では色々な困難に直面するだ
ろうということも示している。しかし、リカはカンチから離れたくないためにアメリ
カ行きをためらう。リカはカンチに「行くな」と言ってくれないかと聞くが、カンチ
は、リカのキャリアの邪魔になりたくないと言って断る。
ほとんどのドラマでは、東京の生活が、愛と結婚の自由を得る機会を与えている。
しかし、恋人たちは、彼らの関係の命運を決める重要な転換期に東京を離れることに
なる場合が多い。リカは急に休暇を取り、カンチの小学校の倉庫に彫られているカン
チの名前の隣に彼女の名前を彫るために愛媛に行く。カンチも途中で追いつき、二人
でカンチの小さいころからの懐かしい場所をめぐるが、リカは、わざとカンチを残し
て自分だけ先に東京に戻る。彼女はハンカチに「バイバイ」と書き込み、駅のフェン
スに結んだ。これを真似るドラマファンがまだ多くいる。
エンディングでは、 3 年後を描いている。カンチは、仕事に自信を持つようにな
り、和賀は、カンチがついにリカの愛の重さを受け止めてやれるようになったと言っ
ほ

て、彼を褒める。彼らの会話で、リカが何らかの理由で、転勤のわずか 6 ヶ月後にロ
サンゼルスの事務所を辞めて以来、会社に何の連絡も取っていないことがわかる。そ
してその日の夕方、カンチとさとみは健一と直子の結婚式の後で、リカと偶然に会
19 Ōta Tōru, “Producing（Post-）Trendy Japanese TV Dramas,” Nasu Madori, trans. In Feeling Asian Modernities: Transnational Consumption of Japanese TV Dramas, Iwabuchi Koichi,
ed.（Hong Kong: Hong Kong University Press, 2004）,p. 74. Ito, pp. 29―30.
20

村上春樹『ノルウェイの森』
（講談社、2004年）。

21

Clements, p. 323.
年）
、42頁。
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う。さとみがカンチの靴ひもを結ぶため道端でかがんでいる時、カンチは都会の群衆
の中で彼らに向かって歩いているリカに気づく。リカは、「長尾くん」と彼の苗字で
呼び、彼らの関係が変わったことを匂わす。リカはカンチとさとみが結婚しているこ
とに気づくが、驚きはしない。さとみは、カンチとリカの二人だけで同窓会をすれば
いいと言って話す時間を持たせてあげるためにその場を去る。
屋上での二人きりの会話で、リカは、一人でいることに慣れているし、一緒に過ご
した時間の思い出を大切にする、と笑顔で述べ、カンチに連絡先を与えることは拒
む。東京は人々を集わせ、めぐり合わせる場所なのだから、リカはいつかまた偶然に
会うかもしれないと示唆するが、カンチはこのまま別れてしまうことをリカ以上にた
めらっている。リカは「カンチ」の愛称を最後にもう一度を呼ぶ。主題歌が流れる
中、リカは胸を張ってブリーフケースをぶらぶらさせながら東京を歩いて行く。最後
に、彼女は新宿の日本青年館の屋上から東京の街を見下ろし続ける。リカの笑顔を画
面一杯のクローズアップにした後で、建設中の西新宿金融と政府地区のパノラマをカ
メラがとらえる。これはリカが東京に色々な可能性を見出していることを示唆してい
る。
1993年のスペシャル版では、リカは、まだ独身で、後輩の男の同僚（演：筒井道
隆）と、愛媛へ出張する。カンチとの時間の思い出があふれ出すが、後悔はしていな

い。視聴者泣かせで人気があったこのドラマは、リカの自立とキャリアの面での希望
を持たせる終わり方をした。

4

ドラマ時代のための女性の主人公

日本のテレビの歴史について、より広義な意味合いに戻る前に、『東京ラブストー
リー』の影響を複合的に見るため、働く女性の現状と、いかにリカが1990年代からド
ラマを視聴している世代にとっての主人公のイメージに影響を与え続けたか検証す
る。ドラマの進化は、1960年代に生まれた世代の成長と平行している。この世代の女
性は、以前よりも教育、雇用、結婚において、より多くの機会を与えられたが、同時
に多くの前例のない問題も抱えていた。「ライフ・ワーク・バランス」は、特にこの
世代のキャッチフレーズとなっている。『東京ラブストーリー』が放送された時に、
20代であった彼女たちは、バブル経済の時代に育ち、1985年の男女雇用機会均等法お
よび関連法が通過した直後に仕事に就いている。仕事に基準を設定したことが賞賛さ
れた一方で、この世代は少子化の問題を生んだことで非難もされている。この世代の
女性たちは、ずっと重要な消費者マーケットとしてメディアのスポットライトにさら
されてきており、テレビプロデューサーや広告スポンサーはこの世代が共感できる人
物像を作り続けた。用語「アラフォー」とは、40歳前後（35～44歳）の女性を意味す
る「アラウンド・フォーティ」（around 40） の略として定着している22。1990年代初
頭以来、ドラマの進化は、特にこの世代の働く女性のメディア言説を反映している。
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企業で働くリカのような主人公は、女性の不当な扱われ方について言及し、想像以上
にプラスの形で女性が日本経済の礎となる企業の構造を支えてきたことを明らかにし
ている。
『東京ラブストーリー』以来、いくつかのカテゴリーの例をあげると、
『ショムニ』
（フジテレビ、1998、2000、2002、201323、安田弘之作の漫画が原作）のようなシリーズで

は、
「OL」が職場のヒエラルキーを皮肉り、景気後退中の企業の暗い側面を復讐の筋
書きを通してコメディータッチで暴く。そして、アンカーの座をめぐって看板キャス
ターと若いキャスターの女の戦いのストーリーで、家族や友情よりキャリアを優先さ
（フジテレビ、1998）、
（フ
『ニュースの女』
せてきたことへの後悔を描く『タブロイド』
ジテレビ、1998）
、
『ニュースキャスター霞涼子』（朝日テレビ、1999）など。『花嫁は厄

年ッ！』（TBS、2006） では、番組を降板させられ、女性新人アナウンサーに座を奪
われた東京の記者が、田舎に行って夫を見つける。『トップキャスター』（フジテレ
ビ、2006）も、同じニュースキャスターだが、キャリア上異なった立ち位置にいる女

性二人を描いている。
1950年代以降、スチュワーデスは、女性のあこがれの職業であり、また望ましい結
婚相手として理想化されてきた。ドラマでは、人助けを通して、また美貌を維持する
ことによって、自分の価値を見出す様が描かれている。このスチュワーデス像は『ス
チュワーデス物語』（1983）で特に美化されている。『やまとなでしこ』（フジテレビ、
2000）はスチュワーデス像のパロディである。

我が道を行く女性刑事や、女性または男性の社会のはみ出し者を率いる女性は、会
社外の組織で重要な役割を果たしている。しかし、男性のそれと比べると、尊敬のさ
（フ
れ方も給料も低い（刑事ドラマは長期にわたって日本で非常に人気がある）。『BOSS』
ジテレビ、2009、2011） のように、これらの女性は、他の会社になじめなかったり失

恋をきっかけにしたりして今の仕事を選んでいることが多い。
以前は、ほとんどのキャリア・ウーマンは脇役か、仕事と恋愛のどちらかの選択を
余儀なくされる主人公だった、特に2005年以降、『結婚できない男』（フジテレビ、
2006）、
『アラウンド40～注文の多いオンナたち』（TBS、2008）、『ラスト♡シンデレ

ラ』（フジテレビ、2013）などが挙げられるように、キャリア・ウーマンが恋も仕事も
追い求めていくシナリオが多くなってきている。こういった主人公は、働く女性に対
しての、企業組織、教育機関、および公共の意識の変化を表しているが、少子化、高
齢化の時代において、女性は妻や母親であることが優先されるべきであるという一般
的な考えを変えたわけではない。『東京ラブストーリー』のような1990年代のドラマ

22 See Alisa Freedman and Kristina Iwata-Weickgenannt, “Count What You Have Now. Don’t
Count What You Don’t Have”: The Japanese Television Drama Around 40 and the Politics
of Women’s Happiness,” Asian Studies Review 35: 3 （2011）: 295―313.
23 『ショムニ2013』は現在のトレンドである長期シリーズ化とリメイクの一例である。
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では、主人公が結婚するかどうかが争点だったが、最近では、女性の主人公の年齢が
高くなっており、子供をつくるかどうかの方が差し迫った問題になっている。このよ
うなキャリア・ウーマンの主人公は、40歳になる独身女性を、社会的にも医学的にも出
産のリミットを迎えたために社会的問題として見るメディアの言説に影響されている24。
こういったドラマはさらに多くの女性が高学歴、長時間労働を要するキャリアを選
ぶようになってきていることに影響されている。以前の主人公とは異なり、これらの
働く女性は会社にとってはなくてはならない存在である。しかし、会社や組織のリー
ダーではなく、その代わりにアート関連やフリーランスのキャリアを選ぶ傾向にあ
る。チームリーダーとしてなら、教師や医療関係者など、女性にもずっと以前から雇
用の機会が多かった職種についていることが多い。
キャリア・ウーマンの労働力の増加を示したことに加えて、ドラマは、日本の雇用
システムの様々な変化に敏感に反応している。新しいパートタイムの職種、派遣労働
者がその一例だ。女性が派遣社員として企業に勤めることができるようになった一
方、男性はかつて女性の仕事とされたパートの仕事もせざるをえなくなってきてい
る。例えば、
『ハケンの品格』（日本テレビ、2007）は2006年の政府の報告書を受けて
作成された。報告書は、就労者に占めるパートタイム労働者の比率が 8 年間で倍増し
たと述べている。主人公は何でもできるスーパー派遣社員である。この架空のストー
リーは実際にある問題を提示しているが、解決策を与えてはいない。その代わりに、
現状にうまく対処していかなければならないことを示唆する。このドラマは仕事が女
性の生活に意味を与えること、また企業国日本の生存のため、派遣が正社員と協力し
なければならないことを唱えている。派遣社員は、以前より受け入れられるようには
なったが、いまだに使い捨てと見られている。
自分のキャリアを優先させる女性の主人公には他の類似点も見られる。例えば、彼
女らは、あまり仕事に熱心ではない若い女性の脇役とペアになって仕事をすることが
多く、彼女たちによくアドバイスを与える。意中の男性は彼女たちより若く、この男
性のキャリアアップの手助けをする。それと引き換えに、男性は仕事以外の生活の中
でもっと重要なものがあることを彼女たちに教える。結婚は常にこれらの女性たちの
最終目標か、そうでなくとも彼女たちの将来の夢の一つとして重要な部分を占める
が、多くの場合、到達されない。これまで見てきたように、これらのポイントは、す
べて『東京ラブストーリー』に当てはまる。

24 Freedman and Iwata-Weickgenannt. 2011年に TBS が社会問題を取り上げるドラマのスロッ
トとしていた金曜日の22時に放送された『生まれる』は、51歳で出産する女性とその家族を
描いている。
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5

結論――『働きマン』とテレビの変化

結論として、『東京ラブストーリー』と『働きマン』25（日本テレビ、2007、視聴率
12％）のエンディングを対比したい。多くの点において、
『働きマン』は『東京ラブ

ストーリー』のアップデートだと言え、『東京ラブストーリー』から10年間で、いか
に女性の社会進出が受け入れられているかを量る尺度として見ることができる。『働
きマン』は、最新のキャリア・ウーマンのドラマではないが、ドラマの歴史における
メッセージである。安野モヨコの漫画作品（2004）26で、フジテレビ系ノイタミナ枠で
アニメ化（2006） もされたこの物語は、「豪胆社」（講談社の駄洒落） の28歳の女性編
集者、松方弘子（演：菅野美穂）が恋愛と仕事のバランスをとろうと日夜奮闘する姿
を描いている。彼女の恋人山城新二（28歳、演：吉沢悠）は大手ゼネコンのエンジニ
アだが、自分の仕事に熱意を持てない。弘子が忙しい時に、仕事にのめりこむと、彼
女の同僚は、「仕事モードオン。男スイッチ入ります」と言う。仕事をしながら男ら
しい行動をする分、女性ホルモンを補給するために納豆巻きをよく食べている。こう
いった女性の主人公は、女性の手本として、若い視聴者に働く女性の新しいライフス
タイルを提案する。しかしその一方で、彼女らのピンチには、男性の同僚の助けが必
要なものとして描かれる。さらに、仕事を優先し続けると、結婚して自分の家族を持
つことができないことが暗示されている。弘子の同僚は、常に側でアドバイスをして
彼女を支える「家族」のようなものになっていくが、これは弘子の29歳の誕生日の最
終エピソードで確固たるものになる。
弘子にはいくつかの選択肢があった。働く女性のための新しい雑誌の編集長の引き
抜きの話が舞い込むし、九州に転勤になり、やっと彼自身仕事を楽しみ始めた新二を
追っていくこともできた（日本のドラマでは男性はめったに海外転勤にならない）。しか
し、弘子は彼女が二十代前半以降ずっとそうであったように、タブロイド誌にとどま
ることにした。弘子は新二にさようならを言うために羽田空港へと走ったが、仕事の
テキストを受信し、新二とのお別れを切り上げて仕事に戻らなければいけなくなる。
新二は「行けよ」と弘子を励まして笑い、弘子はいつものように、仕事に走って戻
る。最後のナレーションでは、弘子が仕事中毒であることは孤独なライフスタイルで
あり、彼女自身と日本の将来を駄目にしてしまう可能性があることを伝えるが、彼女
は今の彼女の生き方を棄てようとは思わない。このシリーズは、自分のキャリアを愛
し、自分の生活に満足することを女性視聴者に伝えている。仕事に意味を見つけるこ
とができるというメッセージである。
リカとは異なり、弘子は、会社にとって重要な存在であり続ける。両方の主人公
25 南雲聖一・佐久間紀佳『働きマン』
（日本テレビ、2007年）。
26 安野モヨコ『働きマン』 1 ～ 4 （講談社、2007年）。
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は、リカはカンチに、弘子は視聴者に、現在の自分の生き方のままだと、ずっと独身
でいるだろうという現実を認めている。二人とも、すべて手を入れなくても満足で、
その気持ちは広がる東京の街並みとともに伝えられる。
最も初期のものから最近のものまで、ドラマは、女性が望むものすべてを手に入れ
ることは不可能であるから、自分で選んだライフ・コースで満足すべきであると伝え
ている。
『東京ラブストーリー』の視聴者は、リカの仕事の悩みよりも、実らぬ恋の
方に同情している。しかし、重要なのは、
『東京ラブストーリー』の希望が持てる
メッセージは、恋愛でも結婚でも家族でもなく、仕事だということだ。『働きマン』
の結末と同じように、ドラマの結末では、男性が一人前の大人になっていく物語であ
ることを示し、いかに女性が男性が家族や職場での役割を担う手助けをしているか明
らかにする。
ホームドラマの働く母親、NHK 連続小説の若い労働者、大河ドラマの歴史上の女
性とは異なり、ゴールデンタイムのドラマの女性はキャリアと結婚とどちらかを選ば
なくてはならない。共感できるキャラクターでい続け、そして女性の現実についての
代弁者であるため、両方得ることはかなわない。多くの場合、男性の同僚より優秀だ
としても、女性社員は、より成功したと見ることができない。最も肯定的な変化はド
ラマ上での女性ができる職種の多様化だ。現在、特に終身雇用が崩壊して、雇用パ
ターンがより分化している時代において、働く女性が日本の企業に不可欠として描か
れている。ドラマは男女の役割分担に与えるテレビの継続的な影響の例となり、ドラ
マは、マスメディアで行われている女性についての議論に感情的な面を与える。バラ
エティ番組が増え、ドラマ数の減少している現在においてもこれは事実である。
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「世界史のなかの文明開化」
共同企画者：佐野真由子／ハラルド・フース

日本の政治外交史あるいは文化交流の歴史を、日本に特有の対外関係のあり方として探
るのではなく、同時代の世界の動きのなかに位置づけ直し、相対化を試みようとする方向
が、各国の次世代を担う歴史研究者――日本史専門家か、日本をテーマの一角に持つ国際
関係史研究者かを問わず――の間で、急速に台頭しつつある。本セッションは、とくに日
本独特の文化変容過程を映し出す言葉として受け止められてきた「文明開化」とその時代
を取り上げ、各研究者の「世界史的視野」を提示し合うとともに、今後に向けた研究ネッ
トワーク構築の一助とすることを目的に構成した。
日本と欧米諸国との間の茶貿易（ロバート・ヘリヤー氏）、ならびに陶磁器貿易（黄栄
光氏）を取り上げ、近隣諸国の関与を重視してその展開を見直した二本の発表、当時の文
脈における明治憲法の国際的な評価を史料から説き直した発表（瀧井一博氏）、ハンセン
病対策を国際衛生政策の展開のなかに位置づけ直した発表（スーザン・バーンズ氏）は、
いずれも明治維新後の日本社会の動きを「世界史のなか」に置いて論じながら、国際的文
脈との関係の取り方は少しずつ異なり、今後の研究の多様な可能性が示された。また、こ
れらの発表に続き、コメンテーターとしては日本美術史のメラニー・トレーデ氏、東アジ
ア外交史の川島真氏にご登壇いただき、さらに多角的な視点が提供された。
ここでの研究交流の成果はすでに、明治維新150年を一つの契機として世界各地で開催
されつつある、類似の方向性を持った国際会議等の計画に引き継がれていることを付記し
ておきたい。

（佐野真由子）

Session 3

Bunmeikaika in Global History
Joint Organizer: SANO Mayuko, Harald FUESS

The trend of relocating Japanese political and diplomatic history or the history of cultural exchange in the global movements of their contemporaries and trying to relativize
them, instead of seeing them as foreign relations unique to Japan, is rapidly emerging
among historians who are expected to lead the next generation in each country, regardless of whether they are experts in the history of Japan or in International Relations
with Japan as one of their study subjects. This session discussed “bunmeikaika”, which
had been received as the term reflecting Japan’s unique cultural transformation process
and its time, with each researcher presenting his or her “world historic views”. It was
also aimed to help build a future research network among them.
Two presentations discussed tea trading（Robert Hellyer）and pottery trading
（Huang Rongguang）between Japan and Western countries, and reviewed their developments while focusing on the involvement of Japan’s neighboring countries. One presentation reexamined the international evaluation of the Meiji Constitution in the context of
its time, based on historical materials（Takii Kazuhiro）
. Another presentation（Susan
Barnes）relocated the measure for Hansen’s disease in the context of the development
of international health policies. While all of these developed discussions locating the
movement of Japanese society after the Meiji Restoration in the context of global history, they had a slightly different take from each other on Japan in international contexts, and demonstrated various possibilities for future studies. In addition, subsequent
to these presentations, Melanie Trede, an expert in the history of Japanese fine arts, and
Kawashima Shin, an expert in the diplomatic history of East Asia, appeared on stage
and provided further multi-faceted perspectives.
I would like to mention that the outcomes of this study exchange have already
been adapted to plan for international conferences, etc., with similar motives to this one,
that have been and will be held in various places globally, with the 150th anniversary of
the Meiji Restoration as momentum.

（SANO Mayuko）

中国から学び、西洋に売り込む

中国から学び、西洋に売り込む

――文明開化における中国のノウハウ――
ロバート・ヘリヤー

明治初期、指導者および知識人等は、日本に「文明と開化」をもたらし、現代国家
を形成するにあたり、「西洋から学ぶ」という中核的な目標を掲げた。西洋の技術お
よび教育分野の専門家が果たした役割は広く知られており、日本各地に銅像や記念碑
などが設置されている。1876年、後に北海道大学となった札幌農学校の設立に携わっ
たウィリアム・S・クラークの胸像（北海道大学）はその一例だ。しかし、文明開化に
貢献した専門家という点では、日本茶輸出業界の発展において中心的な役割を果たし
た中国人技術者を記念する余地があるかもしれない。1859年から1890年代にかけて日
本茶の輸出業が始まっていった時期、西洋人の貿易商、日本茶生産者、明治政府高官
らは皆、中国人の専門知識に頼った。当時、緑茶の輸出先はほぼアメリカとカナダに
限定されていたものの、生糸に続く輸出量第 2 位に浮上したのは、中国人の力添えの
おかげである。その意味で、茶貿易は文明開化および19世紀後期の世界市場における
日本の地位に、興味深い、国際的な観点をもたらす。すなわち、日本は中国からの教
えがあったからこそ、北米との新たな貿易関係を築きあげることができたのである。

1

イギリス人貿易商、中国人専門家、そして日本茶輸出業の始まり

17世紀初頭にヨーロッパ人が茶を消費し始めて以来、茶の輸出の面では中国が世界
市場を独占していた。1830年代後半、イギリスおよびオランダ植民地の高官達は、ア
ジアの植民地で茶の生産に着手するべく、中国に茶樹と種を求めたのみならず、茶の
栽培と精製の経験を持つ中国人に、インドとジャバへの移住を奨励した 1 。後にイギ
リス人は中国の茶樹を使うようになったが、その多くを秘密裏に入手したのはスコッ
トランド人植物学者のロバート・フォーチュンで、これは1850年代にインドで開園し
た茶園で重要な役割を果たした 2 。これらの茶園は1860年代を通じてイギリスの国内
市場に茶を供給し始め、それに伴い、イギリス人のあいだでは中国茶の消費が減少し
1

“Description of the Tea Plant; Its Name; Cultivation; Mode of Curing the Leaves; Transportation to Canton; Sale and Foreign Consumption; Endeavors to Raise the Shrub in Other
Countries,” Chinese Repository 8 （1839―1840）
: 162.

2

フォーチュンの事績に関する最近の研究として、Sarah Rose, For All the Tea in China:
How England Stole the World’s Favorite Drink and Changed History（New York: Viking,
2010）.
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た。とはいえ、1865年にイギリスで消費された茶のうち、インド産はわずか 3 ％のみ
であり、それ以外は中国産であったことを考えれば、この変化は急激なものではな
かった 3 。この輸出市場への日本の進出は、19世紀後半に徐々に進行した、茶の世界
市場の大規模な多様化の一端を担ったといえる。
1859年、長崎が開港された時期に同地に到着したイギリス人貿易商は、ほどなく輸
出品としての茶の可能性を見出した。開港直後、上海と香港に送られた日本茶はごく
少量であった。その日本茶は両地で精製され、イギリスやアメリカの市場に出荷され
る前に中国茶と混合された。1861年、イギリスの大手貿易商社、ジャーディン・マセ
ソン（以下ジャーディン）の長崎代理人を務めたトーマス・グラバーは、輸出に大幅
なテコ入れをすべく、ジャーディンから融資を受けて、長崎に茶の焙煎工場を建設す
ることにした。
西洋人の貿易商らは日本人の仲介人から、酸化過程を防止するため摘み取り直後に
蒸された茶葉を買っていた。日本国内市場向けの場合、茶葉を数ヶ月間新鮮に保つた
めには、この工程を施すだけで十分であった。しかし、海外輸送中に鮮度を保つには、
茶箱に詰める前に茶葉を「焙煎」して加熱し、余計な水分を除去する必要があった。
グラバーが建設を監督した茶葉焙煎工場は、1862年に長崎に開場した。作業員は、
茶葉を鋼製の大きな釜の中で30分から40分かき混ぜることで、余分な水分を除去し
た。グラバーが建設したこの焙煎工場には、レンガを積み上げて数百の釜を埋め込ん
だ枠があり、それらが小さな火鉢で加熱されていた。焙煎の他の方法として、火鉢の
上に竹製の丈夫な籠を乗せて行う籠焙煎という手法もあった。熱伝導性に優れるこの
籠は、その中に受け皿を置いて蒸すことができ、作業員はしばらくの間、立ったまま
皿の中の茶葉を繰り返しかき混ぜることにより、余分な水分を除去した。
この工場を稼働させるにあたって、グラバーは中国人作業員を大いに頼った。彼ら
は自身の専門知識に高い価値があり、日本人作業員よりも高い給料が得られることを
認識していた。グラバーは1862年 7 月25日のジャーディン宛の手紙で、焙煎をさせる
だけではなく、日本人作業員に精製工程を教えさせるため、ただでさえ高給取りの中
国人をさらに雇い入れなければならないことに不平を漏らしている 4 。ここからは、
3

J. Berry White, “The Indian Tea Industry: Its Rise, Progress During Fifty Years, and Prospects Considered from a Commercial Point of View,” in Foochow Chamber of Commerce,
Correspondence Relating to the Decline of the China Tea Trade, and Suggested Remedies
（Foochow: Foochow Printing Press, 1887）,p.18.

4

Jardine Matheson In-correspondence, “Business Letters: Nagasaki, 1859―1886,” B10― 4 . Jardine, Matheson & Company Archives, University Library, Cambridge University. アーカイ
ブ資料の研究を許可し、引用を許可して下さったマセソン社に対し、謝意を表する。私はま
ず、以下の通り、グラバーが中国人の専門知識に依存していたことに言及した。Robert
Hellyer, “1874: Tea and Japan’s New Trading Regime,” in Eric Tagliacozzo, Helen F. Siu,
and Peter C. Perdue, eds., Asia Inside Out: Changing Times（Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2015）
, pp.190―191.
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長崎貿易で中国人が果たした重要な役割が浮き彫りになる。実際、1860年代、長崎お
ける中国人の数は西洋人の数を上回っていた。1862年、西洋人コミュニティには84人
のメンバーが登録されており、そのうちの31人はイギリス人、37人はアメリカ人だっ
た。1868年には、公式記録によると184人の西洋人が登録されていた。そのうち、72
人がイギリス人、40人がアメリカ人で、その他はイギリスを除くヨーロッパ諸国の出
身だった。同じ記録に登録されている中国人は、1862年に98人、1868年には296人で
あった 5 。
グラバーは、精製工程において重要な着色作業を補佐させる上でも、中国人専門家
を必要とした。とりわけ釜焙煎の場合、黄色い茶ができたが、これはアメリカ市場で
の販売には不適当と判断された。そこで、中国の技術に倣い、茶の色をアメリカ人消
費者の好みに合わせて緑色にするために、プルシアンブルー（フェロシアン化鉄、紺
青としても知られる）が添加された 6 。初出荷された茶について、香港と上海に拠点を

置いていたジャーディンの役員達は、着色料の使いすぎと判断した。そこで、彼らは
グラバーに対し、中国人に着色に関するノウハウを請うよう指示したのである。中国
では茶の着色技術が開発されてから数十年の経験が蓄積されていた。1862年 3 月19
日、グラバーは香港宛の書簡にこう記した。「茶葉の着色に関して貴殿が表明した懸
念を真摯に受け止め、貴方〔筆者注：香港支社〕の茶葉の価値を損ねるほどまで着色
しすぎないよう、最良のバランスを実現すべく、取り組みます。私達は、日常的に上
海出身の経験豊富な男性使用人に焙煎施設の監督をさせています」。加えてグラバー
は、
「着色に関しては彼〔中国人専門家〕 の監督に委ねている」ことを強調した 7 。
1880年代後期には、横浜にあった茶の輸出工場では、茶葉の着色に携わる責任者およ
び技術者全員が中国人だった 8 。中国人熟練技術者の多さは、日本茶を輸出したアメ
リカの商社、ジョージ・H・メイシー社で1900年ごろに撮影された写真を見ても明ら
かである。彼らの服装を見る限り、横浜の工場における24人の「熟練作業員」のう
ち、22人が中国人であったと推測される 9 。

2

多田元吉――武家から茶農家へ

江戸幕府が薩摩藩と長州藩に度重なる軍事的敗北を喫した後の1868年 6 月、当時 6
5

長崎県史編集委員会『長崎県史

対外交涉編』
（吉川弘文館、1985年）、849―850頁。

6

“Description of the Tea Plant,” p.157.

7

Jardine Matheson In-correspondence, “Business Letters: Nagasaki, 1859―1886,” B10― 4 .

8

Noriko Kamachi, “The Chinese in Meiji Japan: Their Interaction with the Japanese before
the Sino-Japanese War,” in Michael Weiner, ed., Race, Ethnicity and Migration in Modern
Japan: Imagined and Imaginary Minorities（New York: Routledge/Curzon）
, p.203.

9 「Geo. H. Macy & Co. photo album」横浜開港資料館所蔵。このコレクションの存在につい
て教えて下さった平野正裕氏に対し、謝意を表する。
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歳だった徳川家達は徳川家当主となり、翌月駿府の城下町を取り囲む土地を含む70万
石の駿府藩主に就任した。徳川家の収入が大幅に減ったため、家達はほとんどの家臣
やその家族に給料を支払うことが不可能になった。今後乏しくなる収入源、またおそ
らく、江戸の支配を進めていた薩摩と長州の一味からの報復を恐れ、1868年の夏の終
わり、主に幕臣とその家族から成る推定 6 千人が陸路、または海路、駿府に移住し
た10。
多田元吉はそのうちの一人であった。徳川家に長年仕えた下級武士の家に生まれた
多田は、江戸の東部で育ち、十代の頃は江戸で剣術を学んだ。1860年、31歳の時、彼
は幕府が設置した護衛要員の職を得た。彼の職務は、横浜に住む西洋人貿易商の自宅
や事務所を警護することだった。当時、横浜のような開港地は、外国人を日本から排
斥しようと目論む武士たちの標的となりつつあった11。多田は横浜で 5 年間過ごした
後、幕命により長州征伐に参加することになり、1866年の始め、洋式軍制で新たに編
成された幕府歩兵隊に加わった。彼はまず上方に派遣され、後に芸州で第二次長州征
伐の戦闘に加わった。小規模ながらも戦闘能力に長けていた長州藩は士気が高い上に
軍備に優れていたため、幕府は彼らを打破するに至らず、1866年10月にこの作戦を断
念した。多田は再び異動することになり、1867年 9 月、蝦夷地の防衛強化にあたるた
め、箱館に派遣された。その 2 ヶ月後、彼は上役の命令で江戸に戻り、慶喜の政権返
上後は、江戸の治安を維持する部隊に配属された。1868年 1 月には 1 ヶ月にわたって
砲術訓練を受け、1868年 5 月に江戸城が明け渡された際には同地にいた12。
その後の生計を立てていく上で、多田のような武士達には複数の選択肢があった。
彼らの多くは明治新政府で役職を得ることを希望したが、その一方で、学校の教師に
なることを希望した者もいた。事業を始めようと試みる者もあった。都会の江戸でし
か生活経験のない彼らにとって、農業は明らかに魅力に欠ける選択肢であった。農業
に伴う開墾は重労働であり、また茶樹の植え付けをするにあたっては、茶葉が収穫で
きるほどの栄養分を土地に与えるため、事前準備として数年の労働を要するという要
因も二の足を踏ませた。それでも、多田はあえて帰農することを決意し、駿府近くの
丸子に家族を呼び寄せ、定住した。多田が茶の栽培と加工について学んだのは、駿府
に到着後、40歳を迎えて間もなくのことである13。

3

中国人のノウハウを工場で活かし、紅茶生産に取り掛かる

1872年、アメリカは自国の海運業を発展させるべく、茶とコーヒーの輸出にかかる

10 大石貞男『牧之原開拓史考――明治維新と茶業」
（静岡県茶業会議所、1974年）10頁。
11 川口国昭『茶業開化――明治発展史と多田元吉』
（全貌社、1989年）18―19、28―29頁。
12 同上、28―35頁。
13 同上、37―38、47―48頁。
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関税を完全に撤廃した。その結果、1873年に157万ポンドだった日本からの茶の輸出
量（465万円相当）が、翌年には232万ポンド（725万円強相当）にまで急増した。アメ
リカ人の間で主要な飲み物が日本の緑茶となり、アメリカは日本にとって最大の茶輸
出市場となった14。
茶の輸出は1874年以降更に伸び、茶の生産やその他の新興産業を拡大する目的で、
明治政府は内務省内に勧業寮農務課を設立した。同課の開設を発表した文書は、野生
の植物および家畜化された動物の試験を皮切りに、日本のすべての生産品の商業的可
能性に関する評価に着手することを強調した。同課は、試験結果に加え、その他の関
連知識を取りまとめ、定期刊行物『勧業報告』を通じて普及を図ることにした。同誌
はその第 1 号で、
「富国強兵」のスローガンのもと政府と国民が協力すれば、利益が
向上すると同時に損失は最小限に留まり、日本の将来は繁栄を極めると保証した15。
日本の生産者は緑茶の輸出拡大を目指してはいたものの、大規模な製茶技術につい
てのノウハウが大幅に不足していた。川口国昭が詳細に記しているが、京都府庁は
1874年 3 月、大蔵省に対して、中国から「赤茶」の樹の種を入手するための援助を依
頼した。というのも、彼らはイギリス人とその他の欧州人は、今後、紅茶を今まで以
上に多く消費すると確信していたからである。府庁高官らは、「赤茶」を京都で栽培
し、新たな輸出分野を開拓することができると結論づけた。大蔵省はこの依頼を上海
駐在の外交官に送り、彼は港に務める中国人の高官にこれを伝えた。中国人高官は、
「赤茶」は存在しない、そして、緑茶と紅茶の木は同じものであって、精製法が異な
るだけであると答えた16。
政府は、アメリカ市場向けに緑茶を輸出するだけでなく、紅茶の輸出を発展させる
ことで日本の取り扱い品目を多様化させるという目的を掲げ、農務課内に製茶掛を設
けた。その第一歩として同掛は『紅茶製法書』を編集した。以下は、同書から引用し
た一節である。
紅茶ノ製法タルヤ独リ支那国ノミ之レヲ秘ツ

莫太ノ斤数ヲ製シ各国ニ輸出スル

ヲ以テ其ノ益ヲ得ル頗ル大イナリトス 然面メ其製法漸ク伝習シ既ニ製法書ノ如ク
明瞭ニ伝ハル上ハ片時モ早ク現品ヲ製シ海外ノ各国ヘ盛大ニ輸出スルヲ急務トスヘ
シ17。

14 大蔵省編『大日本外國貿易三十二年對照表（自明治元年至同三十二年）
』
（鳳陽堂、1901年）
43―45頁。
15

内務省勧業寮『勧業報告』第 1 号（1874年12月）i―ii 頁。Hellyer 前掲書（“1874: Tea and
Japan’s New Trading Regime,”pp.192―194, 196―197）では、明治政府が茶の生産を拡大する
ために行った活動、および中国のノウハウを活かして茶の輸出を増加する試みについて概略
を述べた。

16 前掲『茶業開化――明治発展史と多田元吉』65―66頁。
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政府はこの『紅茶製法書』を各府県に配布して日本人農家に紅茶の生産を奨励し始
めたが、同時に、彼らのあいだで紅茶に対する誤解を解かなくてはならないという課
題を抱えていた。
明治政府の官僚らも、『紅茶製法書』のような出版物を配るだけではなく、中国人
専門家から助言を得ることが得策であると判断した。そして1875年 3 月、製茶掛は上
海駐在の領事に連絡し、中国人の茶専門家を日本に呼び寄せるよう依頼した。彼らは
熊本県山鹿に招聘され、 3 週間にわたり10人の茶農家に対して栽培と精製の技術を指
導した。彼らは大分県にも出向き、紅茶生産を希望していた生産者らを 3 週間指導し
た。さらに宮崎、福岡、四国、中国地方にも立ち寄り、岐阜県と浜田県（後の島根
県）の茶園でも指導し、その後、10月に東京に到着した18。

11月初め、製茶掛は新たに下級公務員として任命された多田元吉に対し、中国人専
門家と共に中国に渡り、 4 ヶ月をかけて茶の栽培と生産方法を学ぶよう指示した。多
田の茶農家としての経験が買われたのは確かだが、この任命には、労働慣行、茶への
課税、中国の茶製造会社がいかにして西洋の輸出会社に茶を販売しているか等につい
ての情報を収集する目的もあった19。
多田が中国で情報収集に携わっていた間、製茶掛に勤務していた富田冬三というも
う一人の役人が、英領インドにおいて紅茶の生産が拡大していることを偶然知るに
至った。そこで富田はインドに展開するイギリスのプランテーションでアッサム原産
の樹が栽培され、最新の機械を使って紅茶が製造されており、イギリスへの出荷が増
加していることを上司に復命した。これを受けて、製茶掛は急遽方針を変更し、多田
をインドに 6 ヶ月派遣することによって、同地における紅茶製造方法を学ばせること
を決めた。帰国前、彼は今一度中国の紅茶生産地を訪れた20。
その後の数年間、明治政府と複数の都道府県政府は、インドと中国の紅茶製造技術
を教えるための伝習所の開設を奨励した。1877年の 3 月から 8 月までの間、多田は静
岡において40人の生徒に対し、インド式の製造技術を指導した21。翌年には、彼はコ
ロネル・エドワード・マネー（Colonel Edward Money）著『紅茶説』の翻訳者として
名を連ねることになった22。

17

東京で配布されたコピーは東京大学経済部デジタルアーカイブにて閲覧可能。
『紅茶製法
書』
（東京：日本橋須原屋茂兵衛、1874年 5 月）附録、11頁。

18

全日本紅茶振興会編『紅茶百年史』（寺本益英編集「日本茶業史資料集成」第19冊、文生書
院、2003年）16―17頁。

19 同上、82―83頁。
20 静岡県茶業組合聯合会議所『静岡県茶業史』第一巻（静岡県茶業組合聯合会議所、1926年）
（再版 東京：国書刊行会、1981年）1192―1194頁。
21 同上、1196―1197頁。
22 哥羅尼爾摩尼（コロネル・マネー）著、多田元吉訳『紅茶說』The Cultivation & Manufacture of Tea（勸農局、1878年）。
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中国南部嶺南省出身の胡秉枢は、静岡県の有渡郡小鹿村周辺に住んでいた20人の農
民に対し、同地の伝習所にて紅茶製造技術を指導した23。また、1877年、勧農局は胡
が執筆した手引書を翻訳し、刊行した。同著の中で胡は、さまざまな土壌に関する情
報に加え、紅茶のみならず、緑茶の製造技術についても教えた。緑茶と紅茶の精製と
梱包についても解説している。さらに、釜焙煎方法を図解と共に紹介した。訳者によ
るまえがきの中で、内務官僚の織田完之は、本書がいかに茶の生産者の役に立つか、
また、中国が数世紀にわたってしてきたように、日本がどれほどその自然資源である
茶を活用することができるか、ということを強調している24。さらに、多田は中国視
たんちゃ

察中に学んだ、磚茶製造に必要な機械や加工技術に関する情報を伝えた。その後、静
岡の茶業界はロシア向けに磚茶の輸出を試みた25。
製茶掛は、日本製の紅茶の売り込み先としてオーストラリア市場にターゲットをし
ぼった。というのも、当時、イギリス植民地であった同地では一人当たり一年平均約
6．
6ポンドの茶を消費しており、その数字は4．4ポンドというイギリス人の消費量を上
回っていたからである26。1880年、日本人の貿易商は、オーストラリア人の間で関心
を高めてもらおうと、メルボルン万国博覧会で紅茶を展示した。実際、茶を紹介した
9 つの貿易商グループのなかで、 7 つは紅茶のみを販売していた27。ところが、日本
製の紅茶は外国製品と比較すると品質的に劣るという評判が広まったため、マーケッ
トシェアを獲得するには至らなかった。1883年 5 月に発行されたオーストラリアの新
聞記事で、J.O. ムーディーは、「ほとんどの日本茶サンプルは焙煎され過ぎていたた
め、満足の行く品質ではなかった」と結論付けた。彼は、「現在、インド産の茶は全
ての製品の中で最高レベルにある」と強調した。第二に、ムーディーは、インドから
オーストラリアへの茶の輸入量がわずか 3 年で驚異的に伸びていることを示す統計を
明らかにした。1880年にはわずか3000ポンドから、1881年には70万ポンド、1882年に
は100万ポンド、そして1883年の終わりには230万ポンドに急増したというのであ
る28。日本産の紅茶は到底そのような製造規模に追い付くことができず、結果、輸出
貿易に大幅に食い込むことはできなかった。
このように苦境を強いられていたにもかかわらず、その後も中国で採用されている
製法を利用して紅茶製造にテコ入れする試みが何度もなされた。例えば、1890年、静

23 前掲『静岡県茶業史』1195―1196頁。
24 胡秉樞著、竹添光鴻（進一郎）訳『茶務僉載』
（内務省観農局、1877年） 1―4 頁。
25 前掲『静岡県茶業史』1242―1243頁。
26 J.O. Moody, “Tea,” Williamstown Chronicle（Victoria, Australia）
, 26 May 1883, supplement,
page 2 . Trove Digitized Newspaper Database.〈http://trove.nla.gov.au/newspaper〉
27 International Exhibition, The Official Catalogue of the Exhibits: With Introductory Notices
of the Countries Exhibiting, volume II（Melbourne: Mason, Firth & M’Cutcheon, 1880）,
p.172.
28 J.O. Moody, “Tea,” op.cit.
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岡県三方原の伝習所は、中国で紅茶製造を学んだ茶農家を招聘し、数週間にわたって
講義をさせた29。にもかかわらず、日本の茶農家は世界市場で競争する上で欠かせな
い、大規模の安定した紅茶生産を実現することができなかった。そのため1930年代後
期まで、日本茶の輸出業の大部分を占めたのは、アメリカ向けの緑茶であった。

4

結

論

文明開化というと、往々にして新たに建設された橋を縦横無尽に走る蒸気機関車と
いった西洋の高度技術や、ガス灯に照らされた横浜の通りを洋服で着飾った日本人の
男女が闊歩する様子が彷彿とし、日本が西洋から学び、その様式を模倣したというイ
メージが定着している。ジョン・ダワーは、文明開化という運動は、日本人による「ア
ジアを放棄する」試みの一環とみなすこともできる、と分析した30。本稿で取り上げ
た日本茶輸出業の発展は、文明開化はひとえに「西洋から学び」、「アジアを破棄す
る」ものであったという理解を超えたプロセスとして考察する必要性を示唆している。
上述の通り、日本産茶業界に携わった人々、すなわちイギリス人貿易商、茶農家、
明治政府高官らは皆、それぞれのやり方で中国人のノウハウを追求した。さらに、大
きなマーケットシェアを占めていた西洋の輸出会社は早くから中国人の専門家を技術
者や責任者として雇い入れており、これらの中国人らは明治時代の日本でも重要な役
割を果たし続けた。茶業界にまつわるストーリーは、文明開化、ひいては日本国家の
形成に、多角的かつ国際的な側面が備わっていたことを浮き彫りにするものである。
中国から得た知識こそが、日本の通商関係を築き上げる上で必要不可欠であったのだ。

29 前掲『静岡県茶業史』1209―1210頁。
30 John Dower 氏 は 明 治 時 代 の 興 味 深 い 瓦 版 を 編 纂 し、“Throwing off Asia I: Woodblock
Prints of Domestic ‘Westernization’（1868―1912）
”（MIT Visualizing Cultures.〈http://ocw.
mit.edu/ans7870/21f/21f.027/home/index.html〉
）として紹介した。
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明治期における輸出陶磁器産業の変遷
――起立工商会社と森村組の比較を通して――

黄 栄光

はじめに
日本の輸出陶磁器といえば、「古伊万里」という名がすぐに思い出される。
17世紀末、ヨーロッパ人は日本の色絵磁器に魅せられ、王侯の邸宅ではガラスと
棚のケースを設けた部屋に磁器が集められた。中国の磁器と日本の磁器とを同時に
見ることができたとしても、日本の磁器はその比類なき装飾効果の点で勝ってい
る1。
明治政府の下では、
「雑貨」の一つとして陶磁器の輸出が試みられ、上海には佐賀
き りゅう

藩の田代屋が出向き、欧米向けには起 立 工商会社（1874―91）による直輸出が試みら
れた。そして1875年、政府の保護を受けない森村組が直輸出商として誕生し、ニュー
ヨーク支店を開設した。素地品質の向上、絵付け意匠の保護、市場動向の把握と先進
技術の導入などにより、ジャポニスム・ブームの終焉した後にも柔軟に米国市場への
対応に成功した。「ノリタケ」などは日本を代表する磁器の銘柄として、今日でも国
際市場でそれなりのウェイトを保っている。日本の陶磁器輸出総額も1886年に100万
円を超え、以後順調に右肩上がりの成長を遂げた。産業革命が進むにつれて、工業
用、衛生陶器なども生産・輸出の内容に加わった。
明治期の陶磁器輸出に関しては、『日本輸出陶磁器史』2 が各産地の大まかな動向と
輸出量の変動を把握した、一番重要な先行研究である。そして、江戸時代における陶
磁器の流通を論じる山形万里子氏の『藩陶器専売制と中央市場』3 の内容によって幕
末から明治への関連人脈の転移がよく分かる。宮地英敏氏の『近代日本の陶磁器
業』4 は産業の発展に必要な技術の進歩と生産組織の多様性に注目し、輸出に関する
内容にも言及された。近年の新しい動きとしては、樋田豊郎「明治工藝論――国民国

1

大野芳材、矢野陽子、日本経済新聞社文化事業部編『華麗なる宮廷

ベルサイユ展――太陽

王ルイ14世からマリー＝アントワネットまで』日本経済新聞社、2002年、166頁。
2

日本輸出陶磁器史編纂委員会編『日本輸出陶磁器史』名古屋陶磁器会館、1967年。

3

山形万里子『藩陶器専売制と中央市場』日本経済評論社、2008年。

4

宮地英敏『近代日本の陶磁器業――産業発展と生産組織の複層性』名古屋大学出版会、2008年。
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家における職人的『技藝』の役割」5 があり、また『世紀の祭典

万国博覧会の美

6

術』 は明治工芸史の概論のほかに、起立工商会社などの出品作の画像などを掲載し
た。そして以下で取り上げる『明治・大正時代の日本陶磁――産業と工芸美術』7 に
掲載された諸論文は美術史と産業技術史の両方に注目し、産地・作家についてケー
ス・スタディーしたものである。
ここで注意したい点は、産業史と美術史の縦割りを超えた一番新しい研究成果であ
る『明治・大正時代の日本陶磁』のなかでも、研究対象である陶磁器の概念は美術品
から日用食器類までと限定されたように見えることである。しかし、後に触れる森村
組の経営内容からもわかるように、ひと口に陶磁器といっても、現在重要文化財に認
定されている美術品であるものから、より低廉な工芸品、日常用の碗、皿、衛生陶
がい し

器、そして近代産業に用いられる碍子などが含まれている。明治時代に、陶磁器業界
がこれらのものをすべて生産できるようになった、否、むしろ近代産業用のものをも
含むすべての種類をバランスよく提供できるようになったからこそ、日本の陶磁器産
業は競争力を強め、世界市場における競争に打ち勝ったのである。陶磁器作家を観察
すると、単に美術品の製作だけでなく、実際、日常用品の生産にも取り組み、産業全
体の発展に関わっていくのが普通であった 8 。
よって、小論では先行研究の成果を踏まえて、工芸美術と産業全体の発展が不可分
であるという視点から、明治期における典型的な企業――国策会社として設立された
起立工商会社と政府の保護を受けない森村組――の比較を通して輸出陶磁器産業の発
展の一面を描き出したい。

1

幕末より継続された磁器輸出関係の人脈

1 ．幕末における磁器の輸出
17世紀の初頭に肥前の有田で磁器の製造が始まり、1659年頃から、オランダ人はオ
ランダ連合東インド会社を通じてヨーロッパで日本の磁器を本格的に商品化した 9 。
中国における王朝の更迭（明から清朝へ）に伴う海禁（対外貿易の禁止）により、中国
5

樋田豊郎「明治工藝論――国民国家における職人的『技藝』の役割」、稲賀繁美編『伝統工
芸再考京のうちそと――過去発掘・現状分析・将来展望』思文閣出版、2007年所収。

6 「万国博覧会の美術
会の美術

日本工芸編の歩き方」
、東京国立博物館ほか編『世紀の祭典

万国博覧

2005年日本国際博覧会開催記念展――パリ・ウィーン・シカゴ万博に見る東西の

名品』NHK、NHK プロモーション、日本経済新聞社、2004年。
7 『明治・大正時代の日本陶磁――産業と工芸美術』明治・大正時代の日本陶磁展実行委員
会、2012年。
8

拙著「日本伝統工芸的生態――基于对有田陶磁器産業的調査」、蘇州大学非物質文化遺産研
究センター編『東呉文化遺産』第三輯、上海三聯書店、2010年。

9

大橋康二「肥前磁器における柿右衛門窯の位置付け――考古学的見地から」
、
『柿右衛門
け継がれる技と美』九州国立博物館、2015年 3 月、67頁。
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製磁器の輸出が滞り、1660年から、日本磁器は輸出分野において中国磁器を抜いて第
一位を占めるようになり、18世紀半ばまでその地位を維持した。輸出量は1720年前後
に最高を記録したが、その後1740年頃から中国が競争力を取り戻したため後退して
いった10。この場合、肥前磁器の問題点は値段の高さ、品質の劣悪さ、供給が不安定
であること、荷渡しの遅延が多いことなどであった11。
幕末になっても、茶陶と実用陶器が二大勢力をなしていたなかで、輸出磁器の最大
生産地は佐賀藩であった。佐賀藩の横浜出店肥前屋は高島嘉右衛門（実家は江戸瀬戸
物問屋遠州屋嘉兵衛）から陶商の取引実務を習得し、領内有田の陶商、例えば田代市

郎治、深川栄左衛門（香蘭社） などは明治以降、横浜で有力陶器輸出商になってお
り、横浜出店という佐賀藩の海外貿易積極策は明治以降、有田陶磁器の海外への販路
開拓につながった12。目的は輸入武器代価の獲得であり、つまり強兵のための富国策
であった13。
1867（慶応 3 ）年、佐賀藩はパリ万国博覧会へ出品し、他藩に率先して有田磁器を
はじめとする国産の直接販売を企図し、藩士佐野常民を主幹として陶商野中元右衛
門、深川長右衛門を従えて渡航させ、販売に務めた。この時、欧州人の嗜好に合わ
ず、予期の結果は得られなかったが、今後貿易品として改良するべき形状・文様につ
いて知ることができた。これよりさきに長崎の豪商グラバーのはからいにより英国へ
密航していた石丸虎五郎14が通訳として働いた。
一方、中国向け輸出については、前藩主鍋島閑叟が長崎佐嘉商会の主任松村源蔵に
海外進出の意を伝え、松村は久富与平と田代紋左衛門と語らい、直接輸出の意図の下
に上海に佐嘉商会の支店を設置し、漸次発展を図っていこうとした 15。1867年 6 月
に、佐賀藩は中国大陸での陶器・石炭の販売を目指して佐嘉商会上海支店を開設する
と決めた。陶器輸出鑑札は遡って1856（安政 3 ）年 3 月に田代紋左衛門へ移譲された
から、1868年、上海において、
「新大橋畔蘇州路三松屋田代屋慶右衛門店」という名
で実際に開業した。有田陶磁器販売と旅館の兼営であった。この田代屋は1871年領事
館を開設するために上海に赴いた品川忠道を迎えている16。
藩主導の産業振興策は明治初期の佐賀の産業近代化の礎になって、人材の輩出は藩
の海外貿易積極策の成果であったといえよう。陶磁器についていえば、佐賀の人物、

10 前掲『華麗なる宮廷 ベルサイユ展』166頁。
11 熊寰「中日古瓷国际竞市研究――以景德镇和肥前瓷器为例」
『中山大学学报（社会科学版）
』
2012年第 1 期。
12 前掲山形万里子『藩陶器専売制と中央市場』131頁。
13 同書、156頁。
14

山田博則「近代窯業との遭遇――有田の名工

深海墨之助・竹治兄弟」、前掲『明治・大正

時代の日本陶磁』160頁。
15 前掲『日本輸出陶磁器史』23頁。
16 拙著『近代日中貿易成立史論』比較文化研究所、2008年、20頁。
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具体的には石丸虎五郎が実際に体験し見聞きした西欧の生活習慣や陶磁器の好みを久
富や有田の陶業者に直接助言したことの意義は大きい。また佐賀では、1869～70年に
鉱山技師モリスやドイツの窯業技師ワグネルを有田に招聘して、絵付の改良を行い、
長崎外商アベンやホーム・リンガル商会と有田陶商の間の為替送金代行を担うなど、
外国人の技術指導を受け入れるとともに、国際的な取引実務への関与を積み重ね
た17。このことは、明治以降の有田皿山の近代的陶磁器業としての発展、さらには輸
出拡大へつながっていった。
2 ．博覧会を通じて得たもの
幕末の諸使節団のメンバーは欧米で博物館というものに注目した。「博物館は世界
中の物産、古物、珍物を集めて人に示し、見聞を博くするために設けるもの」である
という福沢諭吉の概念規定とともに、人々の意識に浸透していった18。1867年に幕府
のパリ万国博覧会ミッションに加わった田中芳男が西欧の博物館施設を視察し、また
標本類を将来した19。蕃書調所における物産学の伝統を引き受けて、維新後の1870年
に大学南校に物産局がおかれると、田中芳男は文部大丞の町田久成とともにここに勤
務し、博物館の建設にあたることとなった。そして、1871（明治 4 ）年 5 月14日に、
物産局は招魂社で日本初の博覧会を開催し、植物部、動物部、測量究理器械部、内外
医科器械部、古物部と並列して「陶器の部」を設け、そこでは官品・個人によって、
日本及び中国、ベトナム、イギリス、フランス、アメリカなど内外諸窯の陶磁が出品
された20。
成立して間もない明治政府が財政の困窮を救い、富国強兵の資金を得ようとしたと
き、最初に思い浮かんだのもやはり万国博覧会への出品であった。1873年のウィーン
万国博覧会に参加する際、副総裁佐野常民が下記五つの目的をあげた。①日本の国産
を紹介すること、②西洋の風土物産を学び「機械妙用の工術」を習得する、③博物館
を設立すること、④西洋向けの日用品の輸出の増大を図ること、⑤外国の有名品を知
り、原価・売価や各国での需要調査により輸出の増大を図ることであった。
陶磁器に限っていえば、優れた出品作の製作を目指して、博覧会事務局付属磁器製
造所（東京錦窯）が設立された。服部杏圃が陶器製造絵付所工場長となり、陶画工に
よる絵付けを行い、日本的な絵画で陶磁器を飾った。この磁器製造所はウィーン万博
の閉幕とともに閉鎖となり、河原徳立による瓢池園へと移行したが、その主要な取引
先が起立工商会社であった。また、政府は窯業、漆工、染織など西洋の技術を学ぶた

17 前掲山形万里子『藩陶器専売制と中央市場』159頁注 1 。
18 東京国立博物館編『東京国立博物館百年史』東京国立博物館、1973年、12頁。
19 『東京国立博物館百年史』 7 頁。
20 『東京国立博物館百年史』29―33頁、以下特別注記しない限り、博物館関係の内容の典拠は同
書からとする。
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めに6000円の予算で伝習生を派遣した。陶磁器関係者としては納富介次郎（陶画）、
服部杏圃、丹山陸朗（陶工）らが渡欧し、近代的な磁器製造技術を身につけたのち、
『陶器製造図説』を博覧会報告書として提出した21。のちに触れる森村組の森村市左
衛門が注文する平らな薄手の皿を作ることに成功した瀬戸の川本枡吉は、石膏型とい
うウィーン万国博覧会での伝習の成果を、直接伝習生から教わった人物だった22。
もう一つ重要なことがあった。技術だけでなく、博覧会を通じて、日本人は「応用
美術」（applied art）という概念を受け入れた。佐野常民をはじめとする政府関係者ら
が、万国博覧会を通して19世紀後半に西欧各国で製作されていた「応用美術」という
名の美術品を知ったのだが、それは「産業」として日本の工芸製作を振興する上での
手本となった23。
1871年 9 月に設立された博物館はウィーン万博の準備で飛躍的に充実し、「天造と
人工物」の蒐集にあたった。博物館は1874年度まで文部省に帰属し、正倉院宝物をそ
の管轄下に置いて、古器旧物の保護を図ったが、1875年 4 月以降は内務省に移管さ
れ、殖産興業を目的とする「博物科、考証科、工業科、翻訳掛」が設けられた。
ウィーンの万国博覧会で大成功をおさめたのを受けて、佐野常民の主導により、起
立工商会社が設立された。

2

起立商工会社の輸出体制

1 ．経営の概要
先行研究によれば、その概要は次の通りであった。
起立工商会社は大久保利通による「殖産興業の議」の精神を受けて、広業商会と同
じように、産業振興と直輸出振興を目的とした、国から補助金を受ける国策会社で
あったが、その輸出活動の枠組みは博覧会事務局との関係の中で設定され、また博覧
会とともにその事業の拡大が為されたものである24。「外国市場」へ日本の「工芸品
ノ声価ヲ揚ケ販路ヲ広メテ、内地ノ製作品ノ改良」25につとめるという主旨の下、廃
藩置県のため、顧客を失った工芸品製作家や画家を集めて、第一および第二工場で工
芸美術品を生産し、パリとニューヨークの支店を通して直接輸出を行った26。金工・

21

伊藤嘉章、土井久美子、小川幹生「万国博覧会の美術『日本工芸編』の歩き方」
、前掲『世
紀の祭典

万国博覧会の美術』10頁。『澳国博覧会報告書

第十五

陶器製造図説自一至

三』国立公文書館 2 A―010―00（公01987100）。
22

東春日井郡役所編『東春日井郡誌』1923年、401頁、宮地英敏『近代日本の陶磁器業』名古
屋大学出版会、2008年、149頁より引用。

23

樋田豊郎「明治工藝論――国民国家における職人的『技藝』の役割」、前掲稲賀繁美編『伝
統工藝再考

京のうちそと』131頁。

24 宮地英敏「起立工商会社と政府融資」
『経済学論集』第71巻第 4 号（2006年 1 月）、67頁。
25 「松尾儀助特旨叙位ノ件

履歴書」国立公文書館本館 2 A―016―00（叙00118100）。
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漆工・陶磁工などを集めたかなり活発な工芸品製造会社であり、意匠家と製作者とが
明確に分離した、組織的で大規模な量産体制をもっていた。同時に「旧物」つまり骨
9％、扇16．6％、漆
董品も販売していた27。1884年の取扱品は、陶磁器26％、銅器17．
器14％、団扇傘 8 ％、その他17．
7％であった28。
1882年以降、大隈財政からの政策転換が行われ、勧業政策の担い手がそれまでの工
部省および内務省から農商務省に変更され、従来の直接勧業から間接勧業へと政府の
方針が次第に転換し始めたことで、起立工商会社に対する政府融資が見直され、同社
に対する荷為替金返済に関する処分案が相談され始めた。社長の松尾儀助は経営の失
敗要因をアメリカとフランスの市場のニーズの差に対応していないこと、流行の変遷
に対応できなかったこと、資金不足の三点を上げている。大蔵省の政策が松方の正貨
獲得政策へと転換していく中、起立工商会社は1891年に閉店された。
美術史的には、起立工商会社は以下のような評価を受けている。
工芸の用と美とを関連させる生活空間的な意識はないながら、内外の博覧会の出
品や海外での需要に応えるために、ともかくデザイナーと製作者とを分離専業化さ
せて、明治もごく初期の維新後の動揺期に力強く量産を進め、離散した工芸技術の
保存と、日本工芸の海外進出に積極的に働きかけた会社であった29。
実際、起立工商会社の枠組によって、陶工の視野は世界に開かれ、世界を市場とし、
世界の美意識を考慮に入れた製陶活動が展開されたのである30。
しかし、起立工商会社は貿易品となる工芸品の製造と輸出を行うだけの会社ではな
かった。少なくとも、その責任者である松尾儀助は直輸出商人の枠を超えた活動家で
あった。
2 ．人材の養成
具体的な事業よりも、松尾儀助が誇りとしたのは輸出に必要な人材の養成であっ
た。その履歴書には誇らかに次のように書かれている。
外国ニ於テ養成シタル人名ハ
26

長谷川栄「起立工商会社――明治初期工芸職人団の組織と活動」『Museum 国立博物館美術
誌』1970年 7 月号、26―27頁。樋田豊次郎『明治の輸出工芸図案――起立工商会社工芸下図
集』京都書院、1987年、
『明治の輸出工芸図案――起立工商会社の歴史』京都書院、2008年
など、経済史、工芸史の研究が行われている。

27 「新約克支店商売高壹ケ年見積勘定書」早稲田大学図書館所蔵。
28

宮地英敏「起立工商会社と政府融資」
『経済学論集』第71巻第 4 号、60頁。

29

前掲長谷川栄「起立工商会社」22―23頁。

30

矢部良明『日本陶磁の一万二千年』平凡社、1994年、471頁。
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執行弘道

今紐育ニ在留シ、該府ニテ美術家ト称セラレ、日本美術誌ヲ著シ、日本
美術ノ紹介ヲ為シツツアリ

林忠正 今仏国巴里へ商店ヲ開キ日本美術品ノ売買ヲ為シツツアリ
西尾喜三郎
大塚琢造

今仏国巴里西林忠正ノ店ニ在リ製作品ノ考案ニ熟達ス
最初仏国巴里ニ遊学シ、該府ノ支店長ト為シ、今東京京橋区竹川町ニ洋

酒店ヲ開ク、博覧会業務ニ熟達ス
山田拽養

今横浜本町二丁目ニ美術工芸品ノ店ヲ開ク、英語ニ熟達シ、西洋・印度
美術ヲ熟知ス

渡辺省亭

今東京浅草、鳥越ニ住居ス、十年仏蘭西へ出張セシメ、該府博物館其他
製造品ヲ見聞シ、外国人ノ嗜好ヲ悟リ、画ク所ノ図案彩色等外国人ノ望ニ
適シ、絶へス注文アリタリ（中略）31

右等ノ人物ヲ養成スルニハ約定ノ給料ノ外ニ、少カラス費用ヲ要シ、其人ニ因リテハ
借用金ト称シテ巨額ノ金員ヲ費シタリトイヘトモ、元来国家ノタメニ勧商ノ主義ナレ
ハ其精神ニテ外国商業者ト見做シテ打捨タリ32
上記の人材のうちに、日本美術の紹介と宣伝、製作品の考案つまりデザイン、博覧
会業務の執行、西洋美術を熟知し、外国人の嗜好を理解できる多方面の才能が含まれ
ていた。具体的な工芸の進歩への貢献以前に、「国家のために勧商の主義」を養おう
としたところが松尾の考え方をよく反映しており、興味深い。そして「〔明治〕十七
年〔1884〕仏蘭西ヨリ帰朝後ニ工芸品改良ノ要旨ヲ見本品ヲ示シテ製造家ニ演説シ、
33
とある
現ニ流行スルアンチモニー器ノ製作ノ如キハ、其時余カ演説ノ効ナルヘシ」

ように、製品自体の改良のほかに、製作者の技術進歩、資本の貸与、市場の新しい動
向を示す演説を行うなど、明治初期の直接勧業政策を一身に背負う活躍ぶりであった。
たとえば、1885年に、松尾儀助はその欧米市場に対する認識を講演で次のように説
明した。フランスにおけるジャポニスム・ブームは底堅く、今後も継続するが、1876
年のフィラデルフィア万国博覧会を契機に増加し始めた対アメリカ輸出は、早くも
1882年には減少傾向をみせている34。アメリカ市場の動向は「一八七六年費府万国博

31 「渡辺省亭は、菊池容斎に学び輸出工芸品を生産した起立工商会社に入社。工芸図案を描い
た。1878年のパリ万博に際して同社の派遣によりパリに 1 年ほど滞在した経験をもつ。省亭
はパリ万博出品作品が評判となっただけでなく、ジャポニスムの火付け役である批評家のゴ
ンクールや、ドガの前で席画をする機会を与えられた。省亭の得意とした瀟洒な花鳥画は、
西洋人に大変喜ばれた。今日、省亭の主要な作品が海外にあるのはそのためである」
（
「ジャ
ポニスムの画家たち」、名古屋ボストン美術館、東京藝術大学美術館編『ダブル・インパク
ト

明治ニッポンの美』六文舎、2005年、48頁）。このような記述は起立工商会社の出費を

裏付けるであろう。
32 「松尾儀助特旨叙位ノ件」国立公文書館本館 2 A―016―00（叙00118100）。
33 同上。
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覧会以後、一時は珍奇のため非常に売り捌き高を増し、都鄙を問はず苟も中等社会以
上に立つものは、我陶磁の花瓶及び皿鉢置物など、一、二品を室内に具へざるものな
きが如きの模様」であった。ところが、「我品は年々同形同様のものを製出輸送する
を以て、最初一時は珍奇のため需要者あるが如きも、その次回よりは同形同様のもの
を好ま」ないために、頭うちをみせていた。さらに、「欧米商品のありさまたる、何
品に限らず大抵毎年その形状と模様を換え、その国人の嗜好をおひ、新を競ひ、奇を
衒ひ、いわゆる流行物を製出するを勉」35めなくてはいけないという消費習慣につい
て具体的に説明した。
3 ．陶磁器産業に対する寄与
1902年 1 月16日付で松尾儀助が従五位に叙された。その辞令には下記の内容があった。
佐賀県士族松尾儀助ハ夙ニ製茶及ヒ貿易業ニ尽力シ、我邦ノ美術工芸品ヲ外国ニ
直輸シ、其貿易業今日発達ヲ致スモノハ儀助ノ力多キニ居ル。又東京美術学校商議
委員、第三内国勧業博覧会審査官、貿易品陳列館商議委員、臨時博覧会評議員等ト
為リ、能ク其職任ヲ尽セリ。商工業上ニ於テ功労実ニ没ス可カラサルモノアリ〔後
36
略〕

言い換えれば、服部文孝氏が提起した明治期陶磁産業を支えた諸要素――「万国博覧
会の参加、内国博覧会の開催、上絵付業の成立、実業教育の開始と研究機関の設立、
大日本窯業協会の設立、第一回全国窯業品共進会の開催」37のうち、半分以上の項目
に関わったことになる。
主要な事業として、のちに帝室技芸員になった銅器鋳作家の鈴木長吉、東京美術学
校教員になった名人蒔絵師白山福松、内務省勧業寮の『温知図録』の編纂にかかわっ
た図案部長の画工鈴木華村（1860―1919）、立体的なモニュメントの意匠を担当した山
本光一38などを雇用して博覧会向け「新古日本風」の大型出品作の製作をさせた。輸
出された陶磁器も、
形は大小あって、小品もなかなか技巧的で、透彫りの工夫などは入念精緻を絵に
34 松尾儀助「陶漆器貿易説」
『農商工公報』第 6 号（1885年 8 月 1 日）
、前掲宮地英敏『近代日
本の陶磁器業』52頁より引用。
35 「米国への陶磁器輸出」
『農商工公報』第 4 号（1885年 6 月 1 日）。
36 「松尾儀助特旨叙位ノ件」国立公文書館本館 2 A―016―00（叙00118100）。角山幸洋「起立工
商会社と松尾儀助」
『経済論集』
（関西大学）第47巻第 2 号（1997年 8 月）で言及された。
37

服部文孝「明治時代の日本陶磁」、前掲『明治・大正時代の日本陶磁』明治・大正時代の日
本陶磁展実行委員会、2012年。

38 前掲長谷川栄「起立工商会社――明治初期工芸職人団の組織と活動」24頁。
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描いたような出来栄えであるが、やはり大作に力が注がれている。その形は花瓶が
主役であり、はじめから西洋館の広間の飾り具足を目指している。しかも、その形
のモデルをなんと清朝の陶芸の花瓶に求めているのである。西洋とはちがった東洋
趣味をセールス・ポイントにしなくてはならないから、勢い中国の景徳鎮窯やその
他の窯がつくった大作を巧妙に利用しているあたりが、日本らしい。そして、その
大作の大画面には多くは日本固有の模様、とりわけ物語絵をはじめとする風俗人物
図が好んで描かれた。これに山水図などの日本の風景図が加わっている。その絵具
は中国渡来の十錦手（粉彩）が一部つかわれて、大胆な図をこれでもかといわんば
かりの入念な細描で、目もくらむような金襴手につくりあげた39。
という、技巧主義を極めたものであった。
会社として、このような美術品を作り上げるために多大なる労力と資金を費やして
いたようである。例えば、「真葛香山〔宮川香山〕 ヘハ陶器製作ノ退歩ヲ責メテ、其
困難ヲ補助シ、今戸陶器師井上良斎ヘハ技芸ノ不発達ヲ責メ、製作品ノ買揚法ヲ示シ
テ不出来ノ品ヲ眼前ニテ破却シ、技芸ノ発達ヲ補助シ」たほか、雲州陶器、粟田焼の
錦光山の資金難をたすけたりした40。
さらに、
「岡山陶器所、江戸川製陶器所ノ如キハ、資本ヲ貸与シ、考案ヲ与ヘタレ
トモ、新設ノ製造ナルカ為メニ、物品買揚ヲナシタル向ハ数フルニ遑アラス」とある
が、ここに出る「岡山陶器所」は「専ラ士族ノ子弟ヲ使役」する、つまり士族授産の
ために1876年に新設されたもので、1878年の統計では起立工商会社はその売上高の10
分の 1 を占める取引先であった41。この企業との関わりは起立工商会社の国策的な面
を表しているといえよう。
時代の変化に応じて、会社の取扱品目も変化していった。1878年、パリ万博におい
ては、前田正名の指導に従い、実用品として日本の美術工芸をアピールするように
なった42。以降、逐次日常用品をも取り扱うようになった。1881年のニューヨーク支
店の取扱品目には「相馬焼並ニ萬古焼安直ノ土瓶、尾州焼染付画土瓶、会津焼急須、
粟田焼二人具、尾州焼茶碗並ニコーヒー碗、三河内焼茶碗並ニコーヒー碗、加賀焼二
人具、加賀焼土瓶、加賀焼丼、有田焼茶碗並ニコーヒー碗、有田焼乳入水入、有田焼
丼皿類、京石焼土瓶酒次、京石焼皿、尾州焼バタ皿、石焼壺類但シランフ台並飾置ノ
茶壺類」43などがあった。
39 前掲矢部良明『日本陶磁の一万二千年』473―474頁。
40 「松尾儀助特旨叙位ノ件

履歴書」国立公文書館本館 2 A―016―00（叙00118100）。

41 「岡山県士族授産陶器製造資金貸与」明治十三年六月（国立公文書館本館 2 A―009―00・太
00733100―005）。
42

安永幸史「起立工商会社の輸出工芸品製造事業に関する考察」
『美術史論集』第12号（2012
年 2 月）59頁。

43 前掲「新約克支店商売高壹ケ年見積勘定書」
。
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有田においては日用品の製造拡大を試みた。「精磁会社ヲ助力シ、該社製作品ヲ三
ケ年尽ク買揚ケ、尚日用品ノ製造ヲ開カント米国波士敦ノ商人フレンチ氏ヲ呼寄セ、
西洋食卓飲食等什器ノ寸法、数量、模様、器形ノ教習ヲ受ケシメ、試製品ヲ同フレン
チ氏へ試買委託シタ」にもかかわらず、
「製造不熟ニシテ、販路ヲ広ムル能ハス、金貳
万円ノ損失ヲ来シタリ」という結果になった44。1879―89年に存在した精磁会社は西洋
顔料や技術を実用に応用し、特注に応じて鹿鳴館の食器をおさめたが、新しく導入さ
れたリモージュの機械設備を使いこなせず、工場製工業への転換が不成功に終わった45。
このように、起立工商会社は設立の初期において「内国製造ノ輸出品兎角粗製乱造
ニ流レ、御国産ノ名誉ヲ失シ候ニ就テハ、之カ挽回ヲ目的トシ、製造ヲ堅牢ニシ、且
ツ固有ノ美術ヲ尽シ海外ニ声価ヲ得候様トノ御勧奨ヲ出候〔中略〕利益ノ事ハ暫ク不
46
という国威の発揚につ
問ニ置、只頗製品ヲ改良シ、美術ヲ尽シ、手堅ク営業シ候」

ながる日本美術の宣伝を主要業務とした。そのため、社長の松尾儀助は塩田真47・納
富介次郎などが担当する『温知図録』の編纂と、日本固有の美術の保護と輸出拡大に
務める龍池会の活動に関わった。また市場の動向を察知して、日常品の製造レベルの
向上を図った。しかし次節で見る森村組のように、「米状神聖」をモットーとし、徹
底的にアメリカ市場の動向を尊重して、「日本」のイメージを少しも持たない製品を
作り出すことは到底、無理であったろう。

3

森村組の輸出磁器とその時代

1 ．純白の磁器を大量に――森村組の研究開発
1875年、ジャポニスムの大流行の中、森村市左衛門は義弟大倉孫兵衛とともに森村
組を組織し雑貨の輸出業を始めた。森村組のニューヨーク支店は「生糸、陶磁器、雑
貨」などの輸出に務めた。
1893年、日本がまたもや大成功を収めたシカゴ万博を視察した大倉孫兵衛が輸出陶
磁器には洋風絵付けが必要であると痛感し48、同年より陶磁器の西洋風上絵付事業を
開始した。1894年、ニューヨーク支店の責任者である村井保固が現地のデパート経営

44 前掲「松尾儀助特旨叙位ノ件
45

履歴書」。

菅井正史「近代日本の陶芸――技巧主義から個性の発露へ」
、宮内庁三の丸尚蔵館編『近代
日本の陶磁――技巧主義から個性の発露へ』展覧会図録、菊葉文化協会、1997年、 5 頁。

46 「起立工商会社へ荷為替金トシテ貸与セシ金額十七年以降無利子ニテ十五ケ年賦ニ返納ス」
『公文類聚』第七編、明治十六年第四十四巻、財政、収支五所収、ここは国立公文書館本館
2 A―011―00・類0012700より引用。
47 塩田真は産地の歴史を再発見する『府県陶器沿革陶工伝統誌』の編纂者で、詳細は花井久穂
「
『美術』と『産業』の分かれ道――産地主義の芽生えとワグネルの『美術の要用』
」
（前掲
『明治・大正時代の日本陶磁』所収）を参照。
48
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者から、
「一、さらなる経営拡大のためには装飾品から日用品への転換が不可欠。
二、日用品は全面に彩色を施さないので、現在の素地では灰色で不潔に見える」とい
う二点をアドバイスされた49。
1896年、純白磁器の製出に向けて、森村市左衛門は東京工業学校校長手島精一に相
談したところ、窯業科卒業で金沢工業学校の教師をしている飛鳥井孝太郎を紹介され
た。翌1897年に、飛鳥井は農商務省が募集した海外貿易練習生に選ばれて渡欧する。
森村組からの資金援助も受け、原料改良、釉薬調合、窯改良について学んだ。他方、
大倉孫兵衛は1902年、イギリス人ローゼンフェルト兄弟と、懇意になる機会を得た。
ローゼンフェルト家がロンドンに日本雑貨店を出店する協力を行う見返りに、オース
トリアのカルルスバートにあるローゼンフェルト家の親戚の工場（ヴィクトリア製陶
工場）を見学させてもらう約束を取り付けたのである。1903年に、大倉孫兵衛・和親

父子と村井保固、飛鳥井孝太郎の四人は渡欧している。またその足でベルリンの粘土
工業化学研究所（Chemischen Laboratorium fur Tonindustrie） へ向かい、日本の各種
原料の分析を依頼した。持参した原料のなかで、天草陶石が非常に優れていることが
確認され、とくに天草陶石：蛙目粘土：長石を54：23：23の割合で混ぜると純白磁器
製造が可能になることが分かった。一行は帰国に際して、ドイツのチューリンゲンで
製陶機械を買い付けている。そして1904年正月、チューリンゲンで買い付けた製土工
程用のトロンミルや土練り機、撹拌機、フィルタープレス、本焼工程用の石炭窯であ
る欧式二段丸窯などを用いる日本陶器合名会社の設立が高らかに謳われたのである。
しかし、1909年までは純白の素地生産は生産性が低く、実際、会社は1905年に開始
した特別高圧碍子の利益で企業の存続を保っていた。そして1910年に、東京高等工業
学校卒業生の江副孫右衛門が技術責任者になり、飛鳥井孝太郎が固執した天草石と蛙
目粘土と長石の配分に、アルミ分の不足を補うために欧州から輸入するカオリンを混
入することを提唱した。ほかにいくつかの点で改良を加え、1913年にはディナーセッ
トを作るうえでのネックとなっていた八寸皿という大皿の製作を遂に成功させた。翌
1914年からは販売向けの生産が開始され、アメリカ向け陶磁器輸出で森村ブラザーズ
とノリタケチャイナの名を不動のものにしたのである50。
これをもって、日本の陶磁器産業は西欧や米国と同じく、動力を導入した機械製造
型の構造へと脱皮した。陶磁器は職人の工房仕事としてではなく、合理化された大規
模工場のなかで作られるようになり、近代の大量生産・大量販売のシステムに組み込
まれて51、近代的な産業に到達したのである。

49 前掲宮地英敏『近代日本の陶磁器業』242頁。
50 同書、第八章参照。
51 前掲矢部良明『日本陶磁の一万二千年』471―472頁。
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2 ．日本輸出陶磁器の概況
1873年以降、日本の陶磁器輸出額の生産額に占める割合は基本的に 2 割以上であっ
た。さらに1889年からの松方デフレ下で輸出比率を高めた日本陶磁器業では、生産額
のおおよそ 3 割台後半から 6 割弱前後を、常に輸出に振り向ける構造が定着した52。
1879年に陶磁器の輸出税を免除したのも有効な輸出奨励策であった53。
表 1 、 2 の統計から分かるように、明治初期には欧州向け輸出比率が高かった。当
時ヨーロッパでは唯美主義運動の真っ最中であり、日本製の精巧な美術品はそれと同
一視されて、ジャポニスム・ブームが訪れたことはよく知られている。自国に陶磁器
産地を抱える、イギリス、フランス、ドイツでは、日常的に使用される陶磁器は自足
していたので、徹底的な日本的デザインでジャポニスムの流行に乗れる高級装飾品の
みが好まれ、デザイン以外の強度、耐熱性、絵具の溶出などは余り問題とされなかっ
た。この傾向は1893年まで持続した。
これに対し、1880年代から1890年代前半にかけての「中国高―日本安」の物価体系
の中で、日本製陶磁器が中国市場へも進出し始めた。輸出品目はおもに湯呑、茶碗、
表1

陶磁器輸出統計（1873―88年）
香
港

中
国

1873年

43

1874年

33

朝
鮮

英
印

2

英

（単位：千円）
独

仏

米

豪

総額

38

0

10

6

0

116

29

1

9

10

0

108

1875年

56

1

29

0

6

12

0

113

1876年

31

1

18

0

5

6

2

73

1877年

3

22

1

45

1

24

37

0

145

1878年

7

25

2

55

1

39

51

0

190

1879年

52

24

2

104

7

68

133

1

78

167

1880年

73

130

410
475

1881年

72

11

201

7

113

282

6

715

1882年

76

15

165

11

125

166

6

581

1883年

102

35

165

13

81

118

1884年

103

14

155

25

76

125

3

425

543

1885年

170

15

203

27

124

127

4

695
1002

1886年

336

22

225

33

123

209

8

1887年

385

35

31

259

52

181

295

15 1311

1888年

323

14

24

264

77

148

326

17 1295

出典：宮 地 英 敏『近 代 日 本 の 陶 磁 器 業』 名 古 屋 大 学 出 版 会、
2008年、付表 1

52 前掲宮地英敏『近代日本の陶磁器業』名古屋大学出版会、2008年、49頁。
53

明治十二年六月十三日「絹木綿織物陶器等及紙扇傘類無税輸出」
（外務省外交史料館 B―3―1―
4―7）
。
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表2

陶磁器輸出統計（1889―1912年）
香
港

中
国

関
東
州

韓
国

台
湾

蘭
印

（単位：千円）
英
印

英
海
峡

比
律
賓

英

独

仏

蘭

伊

米

豪

総額

1889年

164

46

17

35

348

102

213

399

21 1450

1890年

134

43

23

32

310

74

118

400

18 1246

1891年

173

55

38

37

267

63

108

448

19 1287

1892年

238

58

28

61

243

67

89

605

16 1480

1893年

301

76

23

95

198

53

90

614

27 1577

1894年

285

71

23

105

165

67

106

11

463

48 1485

1895年

402

34

48

148

179

86

92

13

723

65 1955

1896年

318

63

42

1897年

374

74

87

1898年

328

83

1899年

340

113

1900年

329

1901年
1902年

143

199

82

90

30

803

59 1975

7

108

237

45

50

19

620

77 1826

106

3

100

323

51

75

29

644

60 1994

96

22

147

249

65

77

686

87 2203

101

151

41

146

332

57

100

1028

78 2513

292

145

219

45

13

133

226

71

50

34

1027

69 2536

248

221

221

39

10

64

69

263

64

45

57

913

84 2501

1903年

317

243

238

54

18

62

108

288

58

73

41

1375

103 3223

1904年

424

194

259

31

27

95

85

290

89

63

36

1931

102 3904

1905年

287

507

421

44

43

105

79

253

142

74

42

2827

140 5369

1906年

287

833

74

465

64

51

96

75

10

443

162

116

69

4333

129 8007

1907年

263

443

306

522

81

56

98

87

10

475

271

107

48

3816

136 7297

1908年

192

216

216

452

136

52

110

65

15

277

147

82

35

2655

119 5214

1909年

241

180

122

369

146

72

137

61

17

314

169

78

23

30 2897

108 5404

1910年

261

237

165

259

207

79

146

77

23

319

196

118

42

23 2782

163 5721

1911年

245

253

166

600

191

92

216

74

46

334

248

128

39

44 2737

204 5569

1912年

245

295

179

702

226

83

243

80

45

376

271

149

41

21 2586

185 5678

出典：前掲宮地英敏 2008付表 2 より、小数点以降を四捨五入した。

小皿、飯碗の類であり、中国人の嗜好に適合しないものも混じっていたが、神戸、大
阪に在留する清国商人が既製品のなかから特に中国向けの物品を見立てたり、特別に
注文製造したりした製品であり、日本国内で流通していた陶磁器と同程度の品質で
あった54。
対アメリカ輸出は1880年代後半になると、ジャポニスムの終息により伸び悩んだ。
米国市場にはイギリス、フランス、ドイツをはじめとする欧州各国より、様々な陶磁
器製品が輸入されていた。堅牢な欧州陶磁器は高価であり、上流階級に使用されてい
た。これに対して、農商務省商工局の調査報告によると、熱湯を入れると破損しやす
く、糸底あるいは縁の釉薬が剝離して机上を傷つけ、縁がざらざらして不愉快な日本
54 前掲宮地英敏『近代日本の陶磁器業』53―54頁
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製の、ヨーロッパ製品を模造した陶磁器は大部分が中流以下の装飾品に使用されてい
たという 55。だが、中下流階級向けの装飾品生産では、輸出の伸びは限定的であっ
た。1908年の領事報告では工業組織を改良し、機械を応用して、日用品、すなわち日
常食器、寝室用陶器などの製造を主とし、装飾品、玩弄品等の製造は第二とするべき
だと提案された56。上記の市場動向に対応して、日本陶器合名会社は欧州名窯品に学
んだ付加価値の高い食器や置物をもって国際市場に参入し、19世紀末には欧米の流行
に呼応してアールヌーボー風の意匠を持つ花瓶やポットをつくりだした。これによっ
て、1900年以降の対米輸出は急成長を遂げることになった。
3 ．陶磁器産業の進歩
明治20年代以降、日本は産業革命を達成し、万国博覧会に対する心構えも変化し
た。時代の変化を象徴するのは1893年に開催されたシカゴ万国博覧会であり、明治前
期の万国博覧会では目的の第一に殖産興業があったが、ここでは「日本美術を美術館
に」ということが大きな目標として掲げられた。各産地では、産地ごとの特徴を活か
した作品作りが行われ、それらの作品が内国勧業博覧会や共進会などに出品されるこ
とにより、競争が生まれ、その結果、特色ある陶磁器が一層制作されていくように
なった。シカゴ博覧会では日本の陶磁器も多大なる注目を集めた。「濤川惣助の工房
の作品で、百個の単色の磁器のコレクションは、中国と日本の失われた芸術の一つを
再現しようと試みた彼の十年間の労力と無数の実験の成果である」と評されてい
る57。これは清朝の単色釉技における絶技に刺激されての製作でありながら、酸化コ
バルトを始めとする西洋顔料を用いて、銅版転写などより効率のよい絵付方法を取り
入れ、ワグネルが将来した石炭窯で焼成したものであった。
1890年代には、すでに日本の工芸界も安定していた。巨匠も輩出し、公募展・研究
会も頻繁に行われ、美術学校の開校も相次いで行われた。帝室技芸員制度も敷かれ、
美術批評が始まりつつあった時代である。1898年 6 月の『大日本窯業協会雑誌』第70
号で藤井縁七は「輸出工芸品における意匠の変遷」と題して、第一期を「珍奇時代」
、
第二期を「欧化時代」
、第三期を「模擬時代」と呼び、西欧の好みに迎合してきたこ
とに反省して、第四期は、欧風の真味を咀嚼し、消化し、独創しなければならないと
提唱した。輸出が順調に拡大される一方、東京美術学校彫刻科から陶芸の世界に入っ
た板谷波山が象徴するように、明治の終わりから大正にかけての時代、陶芸以外の美
術分野から出発した人々によって近代の個性的な陶芸が確立されていったのである。

55

農商務省商工局「小山佐多二郎報告」1908年、49―53頁、前掲宮地英敏『近代日本の陶磁器
産業』140頁より引用。

56 農商務省商工局「在シカゴ帝国総領事館報告」1908年、53頁、同上、140頁。
57 「The book of the fair」、
『海を渡った明治の芸術――再見！
界博覧会』東京国立博物館、1997年、83頁所収。
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この時代の流通システムに、
「来京外国人向け」輸出というものがあることにも注
目したい。京都には、作家、製作者の直営、また販売部門として、製造と販売を兼業
する「上等品」をメインにあつかう、昔ながらの売り方をしている店舗があった。こ
の輸出振興システムは、地域社会に自生的に根付いたかたちで、しかも長期的に存続
した。これは国家や地方の行政が主導した振興策や、一過性のイベントである博覧会
など、これまでの輸出工芸研究が扱ってきた振興策とは、本質的に異なる次元で展開
したシステムであった58。
工業製品の分野では、1904年よりノリタケでは純白の洋食器を焼くために二つの工
夫を始めた。一つは原土から鉄分を取り除くのに磁石を用いて脱鉄をしたことであ
すい ひ

る。伝統的な脱鉄技術は水簸というもので、溜池で沈澱を繰り返すことによって、鉄
分をできるだけ取り除こうとしていたが、限界があった。二つ目は、規格の寸法に仕
でいしょう

上げるために、型を使ったことである。型に流し込む土を液状に溶かした泥漿にした
のである。これは伝統的な陶磁器製造とは完全に別な手法である。土を泥漿にするた
めにはミルによる徹底的な粉砕が必要とされ、機械化が不可欠である。そして、型の
使用は手轆轤による製品の誤差をなくし、テーブルウェアのセットの寸法を精密に統
一できる。これらの技術はやがて衛生陶器や碍子など、特殊で高度な窯業へと発展す
る。現代の清潔な生活、電気のある暮らしなどを支える技術がこのときに実用化され
たのである。

おわりに
上記の内容から簡単に明治期の輸出陶磁器産業の変遷をまとめたい。
明治前半期には「輸出振興・外貨獲得」という政策目的に合った陶磁器の生産がな
された。1886年まで、政府は『温知図録』に基づいて、生産者に対する図案の指導を
行い、伝統模様の絵付がなされた器物を西洋へ輸出していた。起立工商会社の下図は
円山四条派風、狩野派風、琳派風など、いずれも常套的な花鳥などの自然主義的な題
材と表現で、工芸品の文様というより、平面的な絵画をそのまま立体の工芸品の上に
適合させた、デザイン以前のアレジメント段階の意匠であった。ここで注意したいの
は江戸時代の「模様」から「下図」への進歩である。この時期において、万国博覧会
と内国博覧会は外国市場が必要な商品に関する情報を収集・提供する場となってお
り、常設の博物館は産業情報の発信機関としての役割を果たした。
『東京国立博物館百年史』が示すように、陶磁器を含む美術工芸品の振興ないし輸
出に努めた人々は、中上級の武士出身がほとんどである。大隈重信、佐野常民、田中
芳男、町田久成などがまさにそうであった。美術工芸品が産業であると同時に一国の
58 太田智己「近代京都における美術工芸品の『来京外国人向け』輸出」
、
『美術史』第59巻第 2
号（2010年）
、419頁。
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文化の象徴でもあると考えれば、このことは極めて意味深い。つまり、文化政策を構
想し、制定したのは、江戸時代の豊かで地位のあった人々だったのである。政治家と
しての才能のあるなし以前に、彼らの家庭における金銭の使用経験は、お金を使う能
力を身につける過程であり、どのようにすれば人のポケットからお金を出させること
ができるかについてのコツの学習過程でもあったと考えられる。出自が豊かであった
からこそ、裕福な国の人々の精神世界を想像し、その構築に自国の陶磁器産業を位置
付けることができたのであろう。「ずさんな経営」と指摘された起立工商会社の資産
運用は、江戸時代の製作慣習の延長線にあって、パトロンとして図案家や作家を援助
したとみれば自然な成り行きと読めないわけでもない。
1893年、日本がシカゴ万博に参加する際、最大の目的は「日本美術を美術館に」置
くことに変化した。日本国内における博物館と博覧会の位置付けもこのような変化に
呼応した。宮内省図書寮の所管（1886年）になり、帝室博物館（1890年）になったこ
の機関はいわゆる産業の振興からだんだん遠ざかっていった。帝室技芸員や国宝の制
度によって保護され、奨励された明治後半期の工芸は国粋主義の思想を帯びていた
が、佐野常民、河瀬秀治、九鬼隆一らにとっては、美術によってアジアにおける日本
の優位を確保することよりも、日本美術は「万世一系ノ国体ニ伴随シテ実ニ万邦其比
ヲ見サル」ことを示し、明治維新によって日本の古美術と近代美術が分断されていな
いことを国の内外に立証することのほうが先決要件だったのである59。
上記の国粋主義の動向とまったく関連しない方向で、森村組はニューヨーク支店に
おいて現地のデザイナーを雇い、ゲームセット（狩猟用のテーブルウェア） やジョ
ニー・アップルシード（Johnny Appleseed）に代表されるアメリカ合衆国西部開拓期
の伝説的人物をモチーフにした花瓶など、米国市場に適合した製品を作り出し、産業
の発展を促した60。納富介次郎が1883年から提唱した美術品・応用美術品・普通雑品
の生産が1913年、つまり明治期が終わりを告げた翌年より、日本で実現されように
なったのである。
森村組の歴史が実証したように、最終消費財である陶磁器の輸出総額が飛躍的に成
長するには、生産技術の進歩と市場の動向に呼応できる製品の意匠の変化が必要不可
欠であった。後者には西洋に対抗して日本の近代美術を生み出そうとして設立された
東京美術学校61の果たした役割が大きい――デザイナーの育成、そしてそれより先に
博覧会を通して得た、製品にデザインが必要であるという意識の浸透という意味で
――。このほかに、健全な産業が育成される環境――例えば、外国為替を扱う横浜正
59

樋田豊郎「明治工藝論――国民国家における職人的『技藝』の役割」、前掲稲賀繁美編『伝
統工藝再考

京のうちそと』147―48頁。

60 名古屋市にあるノリタケの森・ノリタケ美術館にある展示の内容。2015年 4 月25日の所見に
よる。
61 「はじめに」
、前掲東京芸術大学大学美術館・名古屋ボストン美術館編『ダブル・インパクト
明治日本の美』 5 頁。
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金銀行の設立、海運業に対するサポート、領事報告制度の確立など――の構築がその
背景にあったことは言うまでもない。
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グローバル・コンテキストのなかの明治憲法
瀧井一博

1

問題の所在

明治憲法には多くの虚飾が付きまとっている。曰く、天皇絶対主義を定めた憲法で
ある。曰く、ドイツ流の似非立憲主義の憲法である。曰く、自由民権運動のような国
民全体の意向を無視した憲法である。
しかし、現実の憲法の制定過程や発布時の様子をみた時、また、当時の憲法や立憲
主義に関するグローバルな議論の状況を考え合せた時、上のような捉え方は必ずしも
的を射ていないように思われる。
本報告では、明治憲法の制定者たちの考えていたことを掘り起こし、彼らが憲法を
通じて何をもたらそうとしていたのかを再検討し、出来上がった憲法が国の内外でど
のように受け止められたのかを考察する。そうすることで、明治憲法が、当時の国際
的なコンテキストに照らしてみても、「進歩的」な憲法だったことを提示したい。そ
のうえで、そのように「進歩的」だった憲法に欠けていたものは何だったのかを考え
てみたい。

2

保守反動的な明治憲法

戦後、歴史学を牽引してきた家永三郎氏は、明治憲法について次のように概括して
いる。
この憲法は〔中略〕僅少の専制官僚とドイツ人との合作に成る、国民大衆の意志を全
く無視して制定された憲法というだけではなく、その内容は、さきに明治十年代の
国民の最大公約数的憲法構想といちじるしくかけはなれた、当時においては少数例外
の君権主義の線をさらに極端にまで推し進めた非民主的な憲法であったのである。1
明治憲法の負の側面が簡約されている。あえてこちらで説明するまでもない。この
ようなものとして、明治憲法は非民主的、軍国主義的、保守反動的なものと評価され
てきた。これは、戦後、明治憲法の改正によって成立した日本国憲法を高く持ち上げ
1

家永三郎ほか編『新編

明治前期の憲法構想』福村出版、2005年、 4 頁。
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る姿勢と表裏をなしている。悪法である明治憲法を否定して出来上がった日本国憲法
は、民主的、平和主義的、進歩的な憲法だという評価であり、その裏返しとして明治
憲法は戦後の言論空間のなかで語られてきたといえる。
しかし、歴史や現実の実相をきちんと認識しようとする立場に立った時、そのよう
な語り口は妨げとなる。前述のような戦後思想の空気のなかで、にもかかわらず明治
憲法研究を推し進めた憲法学者の小嶋和司氏は、新憲法が公布された頃、「明治憲法
の欠陥・不当を述べて、新憲法はこうなったと讃える」論調が支配していたことを指
摘し、
「明治憲法の欠陥・不当は、過去半世紀間に蓄積された運営法令や事実からも
採集されるが、新憲法として語られるのは未施行の憲法典の規定だけ。一方は事実で
あり、他方は理想主義的な規範」にしかすぎず、後者にはまだ比較すべき素材はない
ことを論じている。その後も、「新憲法を讃えるために旧憲法を不当におとしめる風
潮」ははびこり、その余波は現在にまで及んでいると小嶋氏は述べている 2 。傾聴す
べき批判であろう。理念で現実を処断するのは簡単である。しかし、それは社会科学
的な姿勢とはいえない。日本国憲法のもとで、どのような統治上の事実が積み重ねら
れてきたのか。事実と事実の比較でなければ意味をなさない。
本報告は、日本の新旧両憲法下での憲法的現実を比較照合するものではないが、明
治憲法下でのいくつかの重大な事実を引きながら、日本憲法史の特質を考えてみたい。

3

歓呼の声のなかの憲法発布

明治22（1889）年 2 月11日の大日本帝国憲法発布の日の国民の狂騒については、す
でに様々なことが言われている。著名なものとして、お雇い外国人の医師エルヴィ
ン・ベルツのものが挙げられよう。ベルツは、賜与された憲法の内容も知らずに祝賀
する日本国民の滑稽さを日記に記している 3 。
ここでは、そのような喧騒のなかにいた当事者の声をひとつ拾っておこう。明治生
まれのある市井の職人が、戦後、当時を回想して次のように語っている。
なにしろあたしは憲法発ポをこの目で見てんですからねえ。ありゃアまアえらい
騒ぎでした。さアーあたしのたしか九ツ位の時だと思うけど、いたる所の商店で四
斗樽の鏡を抜いてまるでお祭り。酔っぱらいは出放題で、それが日本国中ってんだ
から。そのあとの凱旋祝いもたいしたもんだったけどとても追っ付くもんじゃな
かったね。4

2

小嶋和司『憲法学講和』有斐閣、1982年、246頁。

3

トク・ベルツ編『ベルツの日記』上、菅沼竜太郎訳、岩波文庫、1979年、134頁。

4 「地蔵の富さん聞き書抄」
、斎藤隆介『職人衆昔ばなし』文藝春秋、1967年、36頁。
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他方で、この日の国民的祝祭については、その作為性を指摘することもできる。ベ
ルツと同様、帝国大学教授のお雇いドイツ人だったカール・ラートゲンは、当初市民
は憲法発布に全く無関心、否それどころかこの日は祝日となるので休業しなければな
らないとのお達しが下って、かえって市中の人々は迷惑気味だったことを書簡で報じ
ている 5 。
永井荷風も小説「花火」のなかで、この祝祭の欺瞞性を指摘している。荷風は発布
式の日の思い出を次のように素っ気なく記している。
明治二十三年の二月に憲法発布の祝賀祭があつた。おそらく此れがわたしの記憶
する社会的祭日の最初のものであらう。数へて見ると十二歳の春。小石川の家にゐ
た時である。寒いので何処へも外へは出なかつたが然し提灯行列といふものゝ始ま
りは此の祭日からであることをわたしは知つてゐる。又国民が国家に対して「万
歳」と呼ぶ言葉を覚えたのも確か此の時から始つたやうに記憶してゐる。6
少年荷風は、帝国大学に勤めていた父から、この日父が学生たちを連れて、二重橋
へ繰り出し、万歳を三呼したと聞かされたうえで、「学者や書生が行列して何かする
のは西洋にはよくある事だと遠い国の話をされた」のを聞き、「何となく可笑しいや
うな気」がしたと書いている。鋭敏な文明批評家荷風は、この祝典が「西洋から模倣
して新に作り出した現象の一」であり、江戸時代から民衆が伝承してきた氏神の祭礼
などとは外形も精神も異にしたものであることを嗅ぎ取っていたのである。新しい形
式の祭にしばしば潜んでいる「政治的策略」を、である。
民衆の身体を祝祭空間のなかに動員して均一化することによる国民化の“策略”に
ついては、民衆史家の牧原憲夫氏の綿密な考証がある 7 。本稿ではその点には立ち入
らず、この祝典がもっていたもうひとつの“策略”に目を向けてみたい。筆者の考え
るところ、憲法発布式の目指したものは、何も国民感化だけだったのではない。そこ
には外へ向けての効果も計算されていた。すなわち、発布式は、西洋列強に対する新
築なった明治国家の竣工の式でもあったのである。
そのことを十二分に意識して行動したのが、他ならぬ明治天皇だった。天皇は発布
式に先立つ紀元節御親祭こそ日本古来の「古代服」を身にまとい、皇祖皇宗に対して
憲法発布の御告文を奏するという復古的儀礼を守ったものの、それが終わるや洋式の
軍服に着替えて皇居正殿へと移動し、発布式に臨んだ。御親祭とは対照的に、それは
徹底して洋風を意識して構成された。

5
6

拙著『文明史のなかの明治憲法』講談社選書メチエ、2003年、150頁以下。
永井荷風『花火・雨瀟瀟

他二篇』岩波文庫、1956年、 8 頁。引用に際して、旧字体は新字

体に改めた。以下同。
7

ここでは特に『客分と国民のあいだ』吉川弘文館、1998年、159頁以下を挙げておく。
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重要なことは、そのような場に在日の各国外交官やお雇い外国人が大挙して招待さ
れていたことである。彼らは、言わば新生日本の誕生を見届ける立会人としての役割
を期待されていたのだと考えられる。そのために、日本側としては、西洋各国の代表
に漏れなく参列してもらうことを要請していた。例えば、オーストリア・ハンガリー
帝国の公使館は発布式直前の 1 月30日に愛人と心中事件を起こして死去した同国皇太
子の喪中であることを慮って、式に出ることを躊躇していた。しかし、大隈重信外相
より出席を懇請する天皇の言葉を伝えられ、参列を決めた 8 。
すべての条約締結国代表団の列席。それは、天皇の強く所望するところだったとい
う。その胸の内は、アメリカ公使ハバードが伝える次のようなエピソードにうかがえる。
当日の晩餐の席で天皇に直接本国からの祝意を伝えたハバードは、それへの謝意を
告げられた後、
「朕の臣民に自由主義的な意味で政治的宗教的自由を保障したこの憲
法の発布を機に、貴国の政府と国民がわが国のために長きにわたって温めてこられた
共感と友情のさらなる増進がもたらされることを願っている」との言葉をかけられた
という 9 。先のオーストリア公使への対応とあわせ考えれば、憲法発布式がいかに外
交的にシンボリックな意味合いを帯びていたかが了解されるだろう。それは、自由主
義を掲げる文明国への参入のための政治的祝祭だったのである。
そのような願いを込めて発布された憲法であるから、それは西洋諸国によって認知
されることを必要とした。駐日外交団は概ね好意的な評価を本国に向けて発してい
る。最も熱烈な賛辞を送ったのは、前述のハバード・アメリカ公使である。
私が――一八八五年〔の着任〕以来この宮廷で、そしてこの国民に囲まれて私的
かつ公的に――観察し経験したところ、非常に多く記され語られてきたこの国の進
歩のすべて、すなわちこの憲法が最高度にそして最も格調高く証している賢明で自
由な政府への進歩は、短命ないしかりそめのものなのではなく、薄っぺらな西洋文
明の化粧飾りであって本体は相変わらず猛々しい東洋的政治システムに乗っかって
いるものでもないことを確信させます。むしろ、それはこの国の歴史的過去に対す
る揺るぎない永続的な勝利の証であり、これによって日本は諸国家とともに新しい
時代へと導かれるのです。
日本で要路にあった者が読んだならば、もって瞑すべしの感慨をもったことだろう。
当時の民権派の新聞・雑誌も総じて、憲法の発布を歓迎している。「余は大日本帝
国憲法を良憲法と思ふなり、聞しに優る良憲法と思ふなり」とは、改進党の論客高田
早苗の評である。これは改進党の共通見解といってよいもので、毎日新聞の記者をし

8

1889年 2 月11日付外相宛通信（Haus- Hof- u. Staatsarchiv 所蔵）
。

9

1889年 2 月14日付国務長官宛通信（Despatsches from Unites States ministers to Japan,
Vol.59、the National Archives at College Park, Maryland 所蔵）
。
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ていた肥塚龍も新聞紙上で「大体に於いては実に称賛すべきの憲法なり」と記してい
たほか、ある党員は憲法を一覧して「満腔の歓喜の情を催した」と述べながら、「私
共ばかりぢやない、全国の国民中一人として不満を称へるやうなものはなかつたやう
に思ひます」との談話を残している10。
改進党の人々の好意的な評価の背景には、前年 2 月における大隈重信の入閣という
事態があったであろう。だがそれにとどまらず、彼らの示す歓迎には、もっと実質的
な感激も込められていた。例えば、後に衆議院議長を務めることになる大岡育造（当
時東京府会議員）は、憲法発布時を振り返って次のように回顧している。

憲法発布の当日。一県会議員に至る迄宮中の御式に参列さしたと云ふ事を聞いた
時。どんなに私は驚いたらう。今迄身分ある相当の人々でさへも。宮中に入る事が
出来ずに遥かに皇居を伏拝んで御門の砂を押戴いて来たと云ふ話を屡聴いた。然る
に其当日一平民たる県会議員迄が宮中に参内する光栄を得た、何と云ふ著しい変化
であらう。11
実際に式に参列することのできたのは府県会議長までであったが、広く県会議員ま
でが参列を許されたとの風聞が巷間に広がり、民心を捉えていたということは重要で
ある。この日宮中は政治に携わる者に広く公開され、政府と敵対していた者でさえ議
員であれば招き入れられたと観念されたのである。新装の宮中正殿は、憲法の下賜を
通じて、これまでの政治的対立を宥和する場としてお披露目を遂げたといえよう。憲
こぞ

法発布と同時に、政治犯として獄にあった民権派の壮士たちが挙って大赦を得て釈放
されているが、それも憲法が宮中から発する政治的宥和のメッセージと見なすことが
できる。
このように憲法の制定によって民権派は、自分たちの存在が体制によって認知さ
れ、国政にあずかる道が切り開かれたという実感を抱いた。その意味で、彼らも憲法
を政治的なシンボルとして受容することに吝かではなかったのである。植木枝盛の筆
になると伝えられるある新聞記事が、「噫憲法よ汝已に生れたり、吾之を祝す、已に
ねがわ

汝の生れたるを祝すれば随つて又汝の成長するを祈らざるべからず、汝 尚くば健食
せよ」12と記すように、憲法ができ議会は開設される、とにもかくにも闘いの舞台は
揃った、というのが彼らの偽らざる感慨だったであろう。
以上のように、宮中での憲法発布式ならびにそこから発信されたイメージは、疑い
もなく政治の新しいあり方を告げるものだった。政治を目的として築かれる私人たち
のネットワークや結社、そしてそれらを通じて人々が構築し、あるいは動員されてい

10 加藤政之助談、尾佐竹猛『日本憲法史大綱』下巻、宗高書房、1939年、797頁。
11 尾佐竹、前掲『日本憲法史大綱』796頁。
12 稲田正次『明治憲法成立史』下巻、有斐閣、1962年、921頁。
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く政治の空間を、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマスにならって「公共圏（Öffent
lichkeit）
」と呼ぶならば、明治憲法の発布はまさに国民国家としての公共圏が明治日

本にもたらされたことを告げる一大イベントだったのである。もっともそれはハー
バーマスがいうような下からの市民的公共圏というよりも、宮中を発信源とする欽定
的公共圏と呼ばれるものなのであろうが。

4

憲法制定者の意図

憲法の作成者たちはどのような思いで、憲法を制定したのだろうか。ここでは、そ
れを考えるよすがとして、憲法起草にリーダーシップをとった伊藤博文が憲法発布後
に行った演説を検討したい。それは、国立国会図書館憲政資料室所蔵『伊東巳代治関
係文書』に収められている1889年 2 月27日付の「各親王殿下及貴族ニ対シ」と題され
た演説である（書類の部104）。読んで字の如く親王や貴族を集めてなされたこの講演
は、伊藤が皇族やかつての主君層を中心とした華族に対して、腹蔵なく憲法政治のあ
るべき姿を開陳しているものとして注目に値する。その内容は、同じ時期に彼が新聞
紙上で公にしてきた演説のように、議会や裁判所による掣肘から超然とした自由な行
政活動を弁証するものとは趣を異にしている。逆にそこで展開されているのは、国民
主体の民主政治の弁なのである。従来、取り上げられることのなかった史料なので、
以下、その内容を詳しくたどってみよう13。
まず伊藤は、日本の国体の特質を称揚することから始める。
日本に於ては、今日まで歴史の伝えることに於て開闢以来主権者は万世一系の皇統
によって統治されて居り、人種も亦斯の如く続いて居ります。尤も中古の歴史など
を繙いてみますと、或は朝鮮の人種なども這入った様なことも有りまするけれど
も、先ず大数の部分に於ては開闢以来の人種のひろがりと云わなければなりませ
ぬ。
かいびゃく

日本国は開 闢 以来、大体において単一民族によって構成され、万世一系の皇統が
これを統治してきたという皇国史観である。そしてこのような国家は世界のなかでも
比類がないと説かれる。その他の国々のなかで王家の交代や民族的な変容を経ていな
い国はないからである。
このような典型的な国体論を伊藤も掲げるが、注目すべきなのは、これに続けて彼
が次のように述べて、この日本の国体（彼は「国柄」という言葉を用いる）を同時代史
的な視座のうえで相対化していることである。

13 以下、引用は、瀧井編『伊藤博文演説集』2011年、講談社学術文庫、41―51頁による。
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今日の如く外国と交通の無い時分の、日本の学者が只日本独り貴くして、外は野蛮
の様に言って居りましたものも段々ありまするが、其の外が野蛮であって我が国の
み開けて居ると云うことを以て貴しとするよりは、自国は生れて来た以来今日に存
続したものが一つものであると云うことの方が世界に誇るに足りるものと考えま
す。
ここに表れているのは、万世一系という国体を掲げつつも、その卓越性に閉じこも
るのではなく、むしろ国際社会との関係性を意識したうえでその特質を捉え直そうと
の姿勢である。伊藤は幕末期の神国論的な攘夷思想やこの時期まだ一定の力を有して
いた儒教的保守主義とは一線を画し、諸外国と開かれた関係を構築していける近代的
独立国家の像を前提としている。伊藤の国体論とは、そのような国際社会のなかでの
主体的かつ協調的なアクターたりうる独立国家を弁証するための方便だったのではな
いかとすら考えられるが、次の伊藤の発言を味読すれば、そういった発想も是認され
得るだろう。
日本は箇様に世界に比類なき国柄であります。此の世界に比類なき国柄の国が今日
世界万国と交通を開くと云うことになって参りまして、其交通上から関係を及ぼし
て来ると云うことは種々様々のことが有りますが、併し何れにしましても、此の関
係より皆我れに取って利することが無ければなりませぬ。己れを保護し、己れを進
めて行くと云うことと見なければなりませぬ。
いずれにせよ、伊藤は国際社会と広く関係を結び、それを通じて国の利益を高めて
いくことを標榜している。そのようにして海外との全面的な交通を行えば、やがては
日本の国体の変容が生じるのではないかとの懸念が聞かれるが、それに対しては次の
ように述べて反駁している。
仮令い変ずるにしても、変ずる事柄は定って居ることで、皆我れを保護し我れを進
めて他に侵されず、外と競争をして、以て己れの独立の位置を保って行くと云う便
宜上だけで有りますから、我れの「からだ」を変ずると云うことでは有りませぬ。
其の改良よりして又内部の改良進歩も必要を感じて来たすものと考えなければなり
ませぬ。
ここには、伊藤の進化論的発想が読み込める。つまり、伊藤の立場とは、国家の
「体」は外界との接触によって全く別のものに変身するというのではなく、むしろそ
れとの相互作用を通じて自生的に改良されていくのであり、またそうあるべきだとの
漸進的な進化論のそれだと見なすことができよう。さらに付言すれば、伊藤は身体と
いう外面以上にその内部の変容を問題としている。その内部とは何か。伊藤がここで
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強調しているのが、国民の精神状態である。国民をより一層文明的に導いていくこ
と、それが国家の進化を決定づける重要なファクターとされる。曰く、
他国と競争して、以て独立の地位を保ち、国威を損せぬ様にしなければならぬと云
うには、人民の学力を進め、人民の智識を進めなければなりませぬ。其結果は一国
の力の上に於て大いなる国力の発達を顕すと云うことは、自然の結果で有りましょ
う。
広く諸外国に国を開くことになった今、日本の国際競争力を決するのは国民の民度
だという。「人民を暗愚にして置いては国力を増進することに於て妨げが有るゆえ
に、人民の智徳並び進ましめて、学問の土台を上げて国力を増進する基としなければ
なら」ないのである。従前の論旨と繫げれば、国民の知力の向上を図れば、国家は自
生的に進化の方向を辿っていけるということであろう。
では、伊藤は進化の方向にどのような政治体制を構想しているのか。この点に関す
る彼の言明を聞いてみよう。
人民の学力、智識を進歩さして、文化に誘導さして参りますと、人民も己れの国家
何物である、己れの政治何物である、他国の政治何物である、他国の国力何物であ
る、他国の兵力何物であると云うことを、学問をする結果に就て知って来るので、
其れが知って来る様になれば知って来るに就て、支配をしなければなりませぬ。若
し其の支配の仕方が善く無いと云うと、其の人民は是非善悪の見分けを付けること
の出来る人民で有るから、黙って居れと言って一国は治まるもので無い。
支配者にとって人民の開化とは両刃の剣である。開かれた知は国力の増強をもたら
すのみならず、現実の統治を批判する精神をももたらすからである。しかし伊藤は、
あくまでそのような人民を礎とする政治のあり方を唱える。なぜならば、人民の開化
は文明諸国にとって「普通の道理」だからである。
では、開かれた知性を有し批判精神をも兼ね備えた国民を前にして、支配の方法は
どのように変わるべきなのか。伊藤はそれを「曖昧模糊の間に物を置くことが出来ま
せぬ」と前置きして、次のように述べる。
君主は則ち君主の位置に在って、君主の権を有って一国を統治しなければならぬ。
臣民は臣民の尽すべき義務が明かにならなければならぬ。是れが憲法政治上に於て
必要なることで有ります。
このように治者と被治者の権限と義務を画定することが必要とされる。それを実現
するのが憲法に他ならない。さらに語を継いで次のように説かれる。
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支配す可きものは君主、即ち一国の主権者で有る。其の働きは何に依て動作を為す
かと云うと、其の権力と云うものは各種の政府の機関に由って働かなければなりま
せぬ。然らば其の組織構造は如何と云うに、其の組織構造に依って権力の働きの度
合い、働く方法を規定するのが憲法の妙所で有りましょう。
憲法のもと、治者の支配は決して恣意的になされるのではなく、その権力の発動と
運用には憲法の規定による規制が課される。曖昧模糊でない支配とは以上のように説
明される。すなわちそれは、憲法によって権力が制約され、その運用が規律されてい
る政治なのである。
以上のように、皇族華族を前にしてのこの講演において伊藤が展開したことは、国
家の国際競争力の強化のために国民の文明的成熟が不可欠であり、その結果として立
憲政治が不可避だというロジックである。政治的特権層たる彼らにノブレス・オブ
リージュを説くというにとどまらず、被治者たる臣民の政治的地位の向上があるべき
政治の姿として諭され、それに対する譲歩が強く要請されているのである。
ここには巷間通用しているような超然主義者伊藤の姿は片鱗も見出せない。むしろ
主張されているのは、国民中心の政治である。教育ある国民が政治的意識を高め、国
家の統治のあり方に関心を寄せるのは当然と捉えられ、そして理想視されている。そ
のような国民の政治的活力を吸い上げ、国家の全体的な統治構造のなかに秩序づける
枠組みが立憲制度なのである。
このような定式化に対して、上に見られた伊藤の主張は啓蒙専制主義的な「国民の
ための政治」にとどまっており、彼は国民の一定の政治参加を認めてはいるが、他方
しきい

で天皇や藩閥政府の政治的支配権を保障するための国民に対する閾として立憲制度を
設けたに過ぎないのではないかとの疑問が起こるかもしれない。だが、ここで無視す
べきでないのは、伊藤の説く「国民」の内実である。繰り返すが、伊藤は国民の絶え
ざる開明を国力増強の基礎としていた。そしてそれに合わせて支配の様式も変容して
いくべきことを認めていた。そのことを勘案すれば、「国民のための政治」がやがて
は「国民の国民による政治」へと進展していく可能性も当然彼の視野には入っていた
であろう。そのことは、これから十年後に彼が立憲政友会を創設し、政党政治の刷新
を試みる政治実践のなかに看取できる14。

5

日本憲法史の光と影

上述のように、明治憲法の制定過程のなかには、一定の民主的要素も含有されてい
た。日本国民は、（その内容を知らなかったとはいえ）その成立を祝い、支持した。そ
して、起草者のなかには、国民の政治参加に基づいた国家運営を樹立していくための
14 拙著『伊藤博文』中公新書、2010年参照。
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第一歩として、憲法の制定が明確に位置づけられていた。明治憲法を頭から保守反動
的な非民主的憲法と裁断することは、当たっていない。重要なのは、その後の政治実
践のなかで、この憲法にどのような肉付けが与えられ、それが結果として日本の立憲
主義に何をもたらしたか、また何が欠けていたのかを具体的かつ全体的に考察するこ
とである。それは、明治憲法史と戦後の憲法史を異質なものとしてではなく、日本憲
法史という一貫性のなかで把握する歴史学的な視野を養うものとなろう。
明治憲法史は日本の立憲主義に何をもたらし、何が欠けていたのか。本稿の最後に
この点について若干の私見を述べておきたい。その際に導きの糸としたいのが、ワル
ター・バジョットの名著『イギリス憲政論（The English Constitution）』（1867） であ
る。バジョットはこのなかで、憲法の二つの機能を腑分けしている。ひとつは憲法に
、もうひとつは「威厳をもった部分（dignified
おける「機能する部分（efficient parts）」
parts）
」である。これに対応して、次の二種の憲法概念が提起できるように考えられ

る。まず前者から「効率的憲法」（efficient constitution）、さらに後者から「演劇的憲
法」（theatrical constitution）である。
効率的憲法とは、国家統治を円滑に運営するための制度的仕組みを指して使われて
いる。バジョットのこの書は、イギリスの国制における効率的憲法の全体像を描出し
たものにほかならない。
それでは、演劇的憲法とは何か。この概念を提示しながら、バジョットはその内実
について黙して語っていない。筆者は、これを次のように推し量る。およそ国家が政
治的共同体として成り立つためには、その成員たる国民の間に大なり小なりの一体性
が意識されていなくてはなるまい。その一体性たる国民意識は言語や歴史の共有に
よってもたらされるのであろうが、そのようにして――教育によって――日常的に国
民意識を涵養する一方で、祝典のような儀礼や選挙などの運動を通じて、国家的一体
性を可視化し顕現する営みも必要とされる。動員による一体化であり、それが高じる
とファシズムのような全体主義が導かれ、立憲主義は瓦解する。しかし、そのような
一体性の演出は、国民参加によって立憲主義を成り立たせ、活性化するための前提と
もいえる。演劇的憲法とはこの点を指しているといえるのではないか。つまり、国家
による統治の民主的正統性を目に見えるかたちで示し、支配の権威化と合理化をもた
らすための作用としての憲法である。ここで憲法とは、国家権力の効率的運用のため
のシステムとしてではなく、国家権力そのものの正統化作用、国民的統合の機能とし
オーソライズ

て理解される。国家権力を権威化する働きと言い換えてもよい。
筆者は、このような効率的憲法と演劇的憲法の識別は、日本憲法史を考えるにあ
たって非常に示唆に富むと考えている。明治憲法とは、発布時の国民的祝典や――本
稿では論及できなかったが――立憲君主としての天皇の創出15という点において、演
劇性による国民統合に長けた憲法であった。それによって、国家権力は国民的基盤を
15 拙著『明治国家をつくった人々』講談社現代新書、2013年、219頁以下参照。
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得ることに成功し、権威として自立することができた。しかしその一方で、統治過程
の効率化という点にはやがて綻びが生じ、内閣による権力の発動や統制の一元化に失
敗し、軍部の独立のような権力の割拠化を招いた。
日本国憲法とそのもとでの政治的実践は、その反動として、国家権力の効率化・合
理化＝法治化に精力を傾けてきたといえる。その反面、憲法の演劇的側面はないがし
ろにされてきたといえまいか。それは確かに、国民性を作為的に演出し、創られた伝
統を醸成するものとの指摘が可能であるが、政治的公共性の前提となる国民的一体化
を継起的に発現することは、国家権力を単なる暴力から正統化された権威に転換する
ために必要な“儀式”だと考えられる。国民主権が謳われている憲法であれば、なお
さら国民が憲法を作り、国家を権威化したという“政治神話”を思い返し反芻する機
会が必要だろう。必要なのは、国民的一体化の顕現を放埓なものとするのではなく、
演劇というかたちで秩序化する働きなのである。それもまた、国民の政治的成熟と無
縁ではない。
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――1897年および1909年の国際ハンセン病会議を中心に――
スーザン・バーンズ

日本の「らい予防法」の廃止問題が報道や政治的議論の俎上にあげられていた1994
年、澤野雅樹氏が『癩者の生――文明開化の条件としての』を発表し、そこにおいて
氏が述べたことによれば、近代日本のハンセン病政策は国家主義的な懸念に促された
ものであった。つまり、ハンセン病の拡大は、その病が日常的に発生していた「後
進」的であるアジアやアフリカ諸国との連想において「非文明的」とされ、ハンセン
病が稀であった欧州や北米などの「先進」国との格差を生じさせてしまう恐れがあっ
たとしている。この観点は、当該著作の出版から20年経過した現在に至るまで、日本
のハンセン病に関する公衆衛生政策を扱った文献に幅広く浸透している。
しかしながら、こうした日本中心主義的なハンセン病に関する著作は、19世紀後半
に形成されつつあったハンセン病に関する公衆衛生の国際的な言説の枠組みにおい
て、日本の事例がいかにして構築されたかという問題を分析の視野に入れていない。
最終的には世界保健機関（WHO）や他の世界的な保健機関の創設につながった「医
学国際主義」は、19世紀後半にもたらされたものである。まさにこの時期において、
最初の国際的な医学学会や会議が催され、明らかにトランスナショナルな医学雑誌が
刊行されるようになり、国境をまたいだ科学と政策を議論する試みが明確になったの
である。国際衛生学会に関する著作において、W. F. Bynum はこれらの会議を、同
時期における国際博覧会になぞらえている。国際博覧会と同様、国際的な医学会議も
また、ナショナリズムとグローバリゼーションの間の緊張関係が作用した空間であ
り、関連づけが可能であると論じている。
そこで、この発表では、1880年代から1910年頃にかけての時期に着目し、ハンセン
病に関する国際的な言説において「日本」がいかに表象され、その表象は誰によっ
て、どのような趣旨においてなされたかを議論する。この時期、日本の医師や、ドイ
ツ人医師であるエルヴィン・ベルツのような代理人が、国際的に展開しつつあるハン
セン病の病因や治療に関する討論に積極的な役割を果たすようになり、この流れは、
1897年と1907年に開催された国際癩病学会への日本の参加へと結実した。実際、新た
な国際的ハンセン病言説の枠組みにおいて、日本はハンセン病の高い発生率にもかか
わらず、アジアやアフリカ諸国と並べられることなく、西洋の「端」、とりわけハン
セン病研究の中心でありながら疾病管理に苦労していたノルウェーのようなスカンジ
ナビア半島の国々と同じ位置に置かれることになったのである。
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スケジュール
シンポジウム・プログラム

１１月１１日（火）
小松和彦（Komatsu Kazuhiko）

１３：００～１３：１０

主催者挨拶

１３：１０～１６：３０

第 1 セッション「日本映画史の再検討」
Session 1 Reappraising Japanese film
共同企画者：細川周平（Hosokawa Shuhei）、Dick Stegewerns

１３：１５～１３：４０
Dick Stegewerns

戦後から現在に至る日本の戦争映画
Japanese War Films from the Postwar Period until the Present

１３：４０～１４：０５
Michael Raine

歌謡映画とメディア・ミックス
Popular Song Films and the Media Mix

１４：０５～１４：３０
Roland Domenig

映画館と都市空間の相互関係 アートシアター新宿文化を事例に
About the Interrelation between Cinema Space and Urban Space ?
The Art Theatre Shinjuku Bunka and the Culture of Shinjuku

１４：３０～１４：４０

休憩

１４：４０～１５：０５
木下千花

内務省の映画検閲－『祇園の姉妹』
（1936）の場合－

（Kinoshita Chika）

The Taming of Sisters of the Gion (1936):
A Case Study of the Home Ministry's Film Censorship

１５：０５～１５：３０
宜野座菜央見

戦時日本映画における継続と断絶

（Ginoza Naomi）

Continuity and Discontinuity in Wartime Japanese Cinema

１５：３０～１５：４５
コメント

Johan Nordstrom、韓燕麗（Han Yanli）

１５：４５～１５：５５

休憩

１５：５５～１６：４０

ディスカッション

１７：００～１８：３０

「映画史のなかの太秦」講演会（於：日文研講堂）
上野隆三（Ueno Ryuzo）
大野裕之 （Ono Hiroyuki）
小川順子（Ogawa Naoko）

１９：００～２０：３０

ウェルカム・パーティ（於：赤おに）
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１１月１２日（水）
１０：００～１２：３０

第２セッション「ポピュラー・カルチャー研究の新展開」
Session 2 New developments in the study of popular culture
共同企画者：山田奨治（Yamada Shoji）、呉咏梅（Wu Yongmei）

１０：０５～１０：３０
李衣雲（Lee I Yun） 戦時から戦時へ：台湾における国家統制とデパートの発展について
From War to War:
State Control in Taiwan and the Development of Department Stores
１０：３０～１０：５５
Alisa Freedman

日本のテレビドラマに見る女性のライフコース
Studying Japanese Women’s Life Courses through Television Dramas

１０：５５～１１：２０
秋菊姫

北米の日本研究をポピュラー化する

（Choo Kukhee）

Popularizing Japan Studies in North America

１１：２０～１１：４０
コメント

谷川建司（Tanikawa Takeshi）、 秦剛（Qin Gang）

１１：４０～１１：５０

休憩

１１：５０～１３：００

ディスカッション

１３：００～１４：３０

昼食

１４：３０～１７：３０

第３セッション「世界史のなかの文明開化」
Session 3 Bunmeikaika in Global History
共同企画者：佐野真由子（Sano Mayuko）、Harald Fuess

１４：３５～１５：００
Robert Hellyer

明治時代における、茶の輸出国家としての日本の成り立ち：
文明開化の中で中国のノウハウが果たした役割
Making Meiji Japan a Tea Exporting State:
Chinese Knowhow in Bunmei Kaika

１５：００～１５：２５
黄栄光

明治期における輸出陶磁器産業の変遷

（Huang Rongguang）

Changes in the Export Ceramics Industry in the Meiji Period

１５：２５～１５：５０
瀧井一博

グローバル・コンテキストのなかの明治憲法

（Takii Kazuhiro）

Meiji Kenpo in a Global Context
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1897 年および 1909 年の国際ハンセン病会議を中心に
Japan, Leprosy, and the Discourse of Civilization:



With a focus on the International Leprosy Conferences of 1897 and
1907
１６：１５～１６：２５

休憩

１６：２５～１６：４０
コメント
川島真（Kawashima Shin）、 Melanie Trede
１５：５０～１６：１５
１６：４０～１７：３０
ディスカッション
Susan L. Burns
日本、ハンセン病、文明の言説―
1897 年および 1909 年の国際ハンセン病会議を中心に
Japan, Leprosy, and the Discourse of Civilization:
１１月１３日（木）

With a focus on the International Leprosy Conferences of 1897 and

1907
１０：００～１２：００
総合討論「今後の日本研究」
１６：１５～１６：２５
休憩
General discussion: The future of Japanese studies
１６：２５～１６：４０
司会：劉建輝（Liu Jianhui）

コメント
川島真（Kawashima Shin）、 Melanie Trede
１２：００～１３：２０
昼食
１６：４０～１７：３０
ディスカッション
１３：２０～
桂離宮に移動
１４：００～１５：００

桂離宮参観※

１６：００～１７：００

嵐山自由散策

１１月１３日（木）
１７：３０～１９：００

フェアウェル・パーティ（於：渡月亭（嵐山）
）※

１０：００～１２：００

総合討論「今後の日本研究」

General discussion: The future of Japanese studies
※エクスカーションとフェアウェル・パーティについては、会場等の都合上、事前申し込み無し
司会：劉建輝（Liu Jianhui）
の当日参加は受け付けかねますので、ご了承願います。
１２：００～１３：２０

昼食

１３：２０～

桂離宮に移動

１４：００～１５：００

桂離宮参観※

１６：００～１７：００

嵐山自由散策

１７：３０～１９：００

フェアウェル・パーティ（於：渡月亭（嵐山）
）※

※エクスカーションとフェアウェル・パーティについては、会場等の都合上、事前申し込み無し
の当日参加は受け付けかねますので、ご了承願います。
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