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はじ め に

標題の「道具学」なる一語をみて，けげんに思われる向きが多いであろう。え／ 道具学？

いつのまにそんなのが出来たのか。商品学なら知っているが・・ー。そうい う疑問符ならまだい

い。そんな学はまだ認知した覚えはないぞ。断りなしに勝手な学をつくってもらっては困る。

そういうご批判となれば，動向，展望を云々するまえに，道具学とは何なのかをご説明して，

認知を受ける手続きがし、る。

生物を対象にするのが生物学，植物を対象とすれば植物学。そういう言い方において，道具

があるから， 道具学はありうる。まずはそんなふうに， 気楽にうけとっておいていただきた

し、。

ただし問題はそう簡単ではない。さきに商品という語が出たが，商品と道具とはどうちがう

のか。学の対象である「道具」のディフィニ ションカ旬、る。道具の何を研究するのか，どう研

究するのか。その方法論をいわなければならない。道具学と， 他の諸学との区別もたてなけれ

ばならない。

その辺をさっと触れるなら，およそこんなことである。現代の生活は，異様なまでにものに
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技術と文明 3巻2号制

囲まれ， ものに左右されている。そのものは工業製品であり，商品である。ものがすべからく

工業的につくられるようになって数が増え， 商品としてつくられるようになって種類が増え

た。そういう状況をふまえたものの学がし、る。工業製品，商品は生活用品であり，文房具であ

り乗りものであり － ー日本ではそうしたものを総称する， もっとも包括的なことばとして「道

具」の語がある。道具が生活をとり囲み，さまざまな作用を与えている 三との異様は，研究に

価しよう。

道具とは何か。技術と生活を結ぶものである。技術を物質に作用させて人聞に供するものに

仕立てられたのが，道具である。産業技術と生活文化の媒介項として道具という存在がある。

道具をつくり，使う， という人の手の営みにどれだけ， どういうかたちで‘産業技術が介入して

いったかは， ことに近代以後の壮大なテーマであった。この意味で産業技術史学にとって，道

具学，その一部としての道具史学，道具生活史，道具社会学などなどの視点は，存在しなけれ

ばならなし、。

このぐらいのことわり書きではまだまだ道具学のアイデンティファ イには足りないけれど

も，すくなくとも道具学を標傍して話をすすめることは可能になったかと思う。さて，一応道

具学は存在しうる，となったとしてその研究展望ないし研究の動向を述べるには， さらに道具

学の範囲，枠組や方法論，学の体系，関連諸学との関係をもうすこしあきらかにしてかからね

ばならない。 しかも，道具に視点をおく学的研究はすでに多岐多端におこなわれており，学的

立場にはなくとも実用的な研究となれば，メ ーカー， 商社，マーケッタ ーなど現実的に道具を

扱っている人々のあいだで，それこそほとんどの人が研究心をもって事にあたっている。

ここでは，そうした動きや研究の存在にできるだけ体系的に触れつつ，道具の定義，研究す

べき視点、など「道具学の自己証明」に必要な議論に言及し，研究動向，研究展望を語ることを

つう じて道具学の枠組を描き出してしまう，とし、うやや異例，かつかなり面倒な記述の方法を

試みてみたい。

1. 道具学は可能か

道具学は，道具そのものの機構や成分を研究するのではなく，道具に視点をおいて，道具の

ありょうを見ることをつうじて生活のありかたをかんがえ， 産業技術のありかた，あったか

たを見ょうとする，視点のおき方，視点のすえ方に意義を見いだしている。 この意味での総合

学の立てかたをとっている総合的包括的な学に生活学がある。生活学は既存の多様な学的視点

による研究成果を生活の視点から再統合する学際研究のかたちをとっている。道具学もそうい

う意味で、の再統合の視点を立てたものである。

日本生活学会編『生活学会報』〈創刊号，日本生活学会刊，1974）には，「生活のシステム」と し

てM Mシステムなるものを挙げている。

「生活者を主体として，生活をカテゴリゼーションしてみると四つの表現がある。真中に主
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体としての人があり，その人に対して人とのかかわりあい，物とのかかわり 3 心そして事がら

と，人と人， 人と心，人と事，人と物という四つの関係が考えられる。

すなわち，

man man syst巴m

man-mind syst巴m

man-matter syst巴町1

man-material system 

となり，この最後のもののなかに moneyが部分的に入ってきて，

man -monay system 

となる。 これらはいずれもMを頭文字としているのでM- Mシステムと呼びたい。」

同会報にはこれにつづく「生活学の輪郭」に次のような記述がある。

「生活は，個別的であり，それぞれの人々によって異なり，きわめて多様である。そこでど

のような生活学がありうるかを考えてみることも必要だろう。たとえば右の man-matt巴r

system の基礎としてことばを，man-material system のひとつとして道具をとりあげ，言語

生活学， 道具生活学というものも可能であろう。 〈中略〉道具の面から生活を考察するのが道

具生活学であり，ある人が一日のうちにどんな道具をつぎつぎに使ったかを追跡し，その脈絡

から生活をとらえていくことなどが考えられよう」

筆者は現在，日本生活学会理事であり，道具（生活学〉研究部会を担当し，同学会発足以来，

生活学の中での道具生活学派を標傍して，研究活動プロモーションをおこなってきた経緯があ

り，道具学は，ひとつの言い方として， 1972年に生活学会からその存立を保証されていた，と

いえるのである。

上記 man-materialsystem を道具学の起点とする も，material＝ものには人工のもの， と

いう限定がいる。 この意味をふまえて，道具はもの，工業製品，商品， 日用品，乗りもの等々
ひろ

の総称である，と言ってきたが，ここで想起されるのは「博くいろいろの物」としての博J物，

博物学とし寸言葉である。 ここで博物学と道具学の関係から，道具学の可能性を浮きあがらせ

てみたし、。

博物学は本草にはじまる。木草学は天然自然の産物のなかから役に立つものを抽き出す学で

ある。ここに， 「何に役立つかわからんもの」も視野に収めるときはじめて，横物学なり生物

学なりの，学としての体系がととのい，植物学なら薬用をこえた，昆虫学ならマニア ・コレク

ターの歓びをこえた，社会的により大きな功利をもたらしうる学となる。

これを人工のものにあてはめて本草に対応するのが商品とみると，本草学に対して商品学が

ある（商品学の実体は，ほとんど素材の原料と機能目的による商品の非体系的分類列挙に終始して，本草の

古書をみるの観がある〉。 この，いわば有用人工物の枠をこえて 「何に役立つかわからんもの」を

ふくみこんでいくとき，道具学へと，その枠組は拡大される。さて，博物学は日本の学的伝統
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にのっとっていえば天産有用植物学だったのだが，博物館には人工物が陳列されて，博物学は

ほとんどここにいう道具学に真近かなものである。その辺の経緯にすこし触れておこう。

筆者は近代に至って異常に種類とヴァリエーションを増した人工物＝道具を一堂に進めて博

物館をつくりたい，と夢想している。夢想のほどはともかくとして，人工物を博物と称する こ

とは，これも また近代に入ってからの博物概念である。その博物概念にある偏りがある。いわ

ゆる官製の博物館に，日用品生活雑器はほとんど置かれていない。 しいて庶民の 日常生活にも

ちいたものを収容するとすれば，それは考古学的発掘品でなければならない。発掘品以外で置

かれているのは美術工芸品で‘あって，工業製品は入っていない。自治体型，あるいは地域型の

歴史民俗資料館，郷土資料館，収蔵庫の類にも，工業製品の収蔵量はきわめてすくない。いわ

ゆる民具，および骨諜価値を生じたもの，が収められるという偏りがある。 こうした有用人工

物へのこだわり，博物的偏向は，どこから生じたので、あろうか。さきにものに関する学は有用

のものの研究から無用のものに及んだとき，はじめて学としての体系が完成すると述べたが，

それ以前に道具学一一博物学の成立する要因として，人工物一般への道具学的関心の成立過程

をたしかめておかねばならない。

杉本っとむ 『江戸の博物学者たち』 （青土社，1985刊〉 の登場人物のほとんどは本草学， 動植

物（鉱物〉誌にかかわった人 で々ある。 同書の冒頭に「博物」の君、が詳しく述べられているが，

近代日本の博物局，博物館の語に，中国の木草中心の博物ではなく，19世紀の後半，在中国宣

教師 R.Hobsonの「博物新編』が淵師、になっている，と している（p.25）。

上野益三『日本博物学史』（平凡社， 1973刊〉は， まさに人工物を含まない博物学〈そして対象

の内部構造に至らない外見の学〉の総括の書と して重要である。序にいう。 F博物学は古くから受

け継がれてきた学問で、ある。その対象は，伝統的には鉱物をも含むけれども，植物と動物が主

体であるから，生物学の大きい部分を占める0 ＇ただ，近代的な生物学とはその意義や内容が異

るだけである」 「人類が自然を愛し天産物を好み，それらの研究によろこびを見出す限り，

博物学は衰える ことなくつづくにちがし、なし、」。上野は「功利にかかわらない動植物の研究，

すなわち，博物学」（p.357）と学の成立理由を挙げているが， その博物学が「天産物」 から人

工物を含むようになる経緯の片鱗を次のように述べている。

「明治四（一八九一〉年九月に，文部省博物局が開設された。 （中略〉明治十 （一八七七〉年

に，東京大学理学部に生物学科ができるまでの日本の博物学は，博物局が中心になって推進さ

れ，その中心指導者は田中芳男であった」田中は「嘉永四（一八五一〉年，名古屋の伊藤圭介に

入門して，医術，関学，本草学などを学んだ。（中略〉文久元〈一八六一〉年に，伊藤圭介が幕府

の蕃所調所出役となって江戸に下ったので，田中も同所に雇われて物産（傍点筆者，以下同様〉

調査に従事した。そのころ物産学を進め殖産興業をもって国を富まさねばならぬとL、う議論が

盛んになった。これがやがて芳男の一生の方針となり，博物局での活動も初期は純粋博物学で

あったが，次第に“応用博物学”に移っていった」。「その田中も，さきに触れたように，初期
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には純粋の博物学者で慶応二〈一八六六〉年十一月には，自ら採集製作した昆虫標本五十六箱

を携えてフランスに渡り，パリの万国博覧会に出品している。田中が博物館や博覧会に興味を

もつようになったのは，この時からである。 「↑事物館」の名は明治五年に定めたと， 自ら述べ

ているが，この語は福沢諭吉がすでにその著『西洋事情」（慶応三年〉の中に使っているのであ

る。 明治五〈一八七二〉年に， 田中の企画で， 神田の聖堂大成殿で博覧会という名の博物展示

会を隠れ、た。 田中自 らも，“私の一生涯は博覧会とか博物館とかいふやうな品物を人に見せる

といふことの方に精神を注いだものであります。”と， 七十六歳のときに述懐している」 〔pp.

145～6）つまり殖産興業とし寸功利の視点から人工物を相手にする応用博物学が生じ， 人工

物＝品物をふくむ博物の館や，展覧会がおこなわれるようになった。ここに，商品価値の高さ

としての有用度を基準とした有用人工物＝博物の概念が形成される根があったのである。 この

博物 ・品物を「功利にかかわりない人工物の研究」にひろげよう， というのが冒頭道具学認知

への， ひとつのし、し、かたである。なお近代日本の博物館の成立の経緯は古賀他監修『博物館学

講座 2, 日本と世界の博物館史』（雄山閣出版，1981刊〉 に詳しい。

対象があれば学が成る。そうし、う乱暴な言い方によって道具学を可能といわしめてきたが，

対象のたて方によってはどうにも枠組が組めな くてにっちも さっちも いかなくなる場合があ

り，対象のたて方はたいへんな危険をはらんでいる。 道具学は可能である， というに同じ言い

方で， 「不可能である」のではないかとうたがわれている近接学に，たとえば民具学がある。

対象の定義に価値観が入ったところに，「民具学の失敗」はあった。民具学会における民具の定

義は渋沢敬三を中心としたアチック ・ミュ ーゼアム「民具蒐集調査要目』（1936）によれば「我

々同胞が日常生活の必要から技術的にっくり出した身辺卑近の道具」とある。この文面を見る

かぎり，何の不思議もなく生活用品一般が対象となりうるのであるが，この同胞から都市民が

除外され，技術的にっく り出した， そのっくり 出しかたから「近代的民族社会に於ける，近代

的機械文明の影響を蒙らない，民族的，伝統的な生活用具」（岡正雄， 1968）と機械が排除され

て，対象は「消滅してし、く民具」に集約されていった。

消滅していくもの，ことを惜しむ気持は同感だが，ために民具を調査し保存する ことと，民

具学とは別ものでなければならなかった。

この伝でいくと， たとえば麓などの天産（正確にはそうでなし、が〉の植物繊維だけで編んだわ

らじは民具であるが，ビニーノレ紐で編んだものは素材が工業製品で、あるから，民具ではない，

ということになる。私は芭蕪の「奥の細道」を トレースする旅の途上，関東平野黒羽のあたり

の禅寺で，荷造り用のビニールテープを紐状にして編んだまっ白なわらじならぬビニーノレじを

目撃して， 「我々同胞」の知恵に感嘆したことがあった（ビニーノレじの語法は名古屋の岡本信也に

よる〉。 じつにフカフカと して， 履き心地がよく ，丈夫で，履きものとして申しぶんないもので

あり， これが民具ではないとされることがひじように惜しまれた。もっとも民具一一伝承的生

活用具の研究者のなかには「一般民衆が日常生活の必要から製作してきた伝承的な器具，造型
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物の一切を包含し国民文化の本質と変遷のために欠く ことのできぬ資料」 （宮本馨太郎， 1969)

とみる立場もある。この文面から，民衆が一一製作してきた，とし、う民衆 ・製作関係へのこだ

わりをぬき去れば誰がつくってもよく ，機械を使おうが使うまいがかまわぬ「民衆が日常生活

にもちいる道具」へと視点が移動できる。吉田光邦が「工業製品は現代の民具である」と各所

で言っている。 この，現代の民具も， 旧態の民具もふく めて研究対象とし，その民具の民の字

に「都市民を除く」の含意があるので，それをとり払ったのが「道具」学なのである。

もうひとつ，対象のたて方が学の存立をおびやかす例として自動車工学があげられる。自動

車工学は自動車のっくりかたに視点がおかれてた諸工学のょせあつめであり，独自のフレーム
た

は持っていない。 しかし，飛行機は自動車工学に含まれない，ので航空工学を樹てる。そこで

自動車が空を飛ぶことは学問上不可能となる。自動車工学には，デサ、インや使い方は含まれて

いない。自動車工学は， 自動車が他のものに変容を遂げてしま ったら，成り立たなくなる。 こ

れに対して価値観やデザインをふくめて乗りものの類型全般を扱うのりもの学，移動具の学，

動具の学が体系化されれば，道具学の一環として位置づけうる。のりものには陸，海，空の三

態があり， 人， 貨のちがい，乗る人の個と集団のちがい，単車から無限軌道，無軌道車，軌道

車などの沢山の類型がある。さらに貨の乗らない運搬としての情報の流通がある。対象の呼び

かたはど うあろうと， 必要なのは全体の中での位置づけである。 応用博物学に現代の民具もふ

くめた人工物の学は，ち ょっ と構えが大きすぎる観がある。 しかし，産業社会に生きる人と産

業技術の産物の，man-mat巴rialsystemの，システムを成す部品の研究は多岐におこなわれ

ているが， システム全体の設計は構造化されていない。道具学を提唱してきたゆえんである。

ひとつの学をたてるには，まず哲学のレベル，文学のレベルで、の思考のつみかさねがし、る。

栄久庵憲司『道具考』（鹿島出版会刊， 1969刊〉は，道具学の初心を述べたものであり「道具」 を

人工物の総称概念ととらえ，その体系的思考の必要を説いた道具学の元祖的著述である。 同書

では「物言わぬ道具の歴史は人間の歴史に，いわば影のようにつき従い，影の動きが止まれば

それは人類史の終一罵を意味する」ところがし、まや「住居は道具の海となり，道具を支えるため

に生活しているかの状態を呈している」 「自動車の出現によって都市の様相が一変したように

新しい道具の出現によって生活の仕組み，都市の仕組みが変っていくことを重くみて，道具世

界に対する人間の姿勢，道具世界の有する特異な性質，道具世界と他の世界との関係，道具世

界の もたらす利益，不利益，道具世界と人間世界の不可分の関係についての観察と解明は，ま

すますその度を厳しく行っていかなければならなし、」 「人類は自らっくり 出した道具に悩んで

いる。悩みがある，だから研究がし、る」と述べている。

道具学は問題提起の「道具考」から，ょうやくフレームづくりの段階に入ったとこ ろ，とい

ってよい。フレームを完成するには部分の検討がし、り，方法論の発見，試行と観察，研究の膨

大な記述がし、る。たとえは民具に類するものならj｛＼龍の類の記述も必要だが，生活のシステム

の支えとしてもっ と比重の大きい鎌， 鍬，型などの農具の体系的記述がし、る。あるいは先述の
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ように乗りもの，運搬具，移動具＝動具の類型化のためには，たとえば霊相互車のような，非日

常的だが万人が一度だけは乗らざるをえない風がわりな存在を分析して，それがもっている要

素の徹底記述をとうして乗りもの文化， 自動車文化の体系化へと帰納させていくといった作業

がし、る。日常生活は屋外でもおこなわれる。道には電話ボックスがあり屑入れがある。水呑み

がありベンチがあるー…あるいはあるべきところにそれが無い。ここにも悩みがあり問題があ

る。だから道ばた小道具の研究がし、る。日用品のレベルで、いえば，手鍋さげてもー ・とその代

表とされている鍋について，鍋世界の全体像を語り うるフレームづくりがし、る。上記四つの，

ランダムに例示したようにみえる道具学的研究には，じつはそれぞれ研究実績が存在する。そ

れを以下に紹介しておこう。

①生産用具も道具である。こんにち，商品との対比において，それを内包する道具概念の再建

を云々しようとするとき，意識はおのづから消費財としての存在に傾きがちであるが，道具と

いえば「大工道具ですか」といまも聞いかえされることが多いように，ひと昔まえまでの道具

は少くとも消費財と生産財とが半々， あるいはそれ以上に多くの部分を生産財が占めていた

（生産財としての道具意識が薄れてきたのは，生産における機械化の席捲によるところが大きい〉。

そうした中で，かつて農業国であった日本で，無慮という人々が日夜手にした〈手にしなけれ

ばならなかった〉農具，そのなかでもほとんど身体の一部であるかのように生涯の労働につきま

とった鎌， 鍬，型について， 詳細な歴史的記述をまとめた貴重な記録が社 ・大日本農会編の

『日本の鎌 ・鍬 ・型』（財 ・農政調査委員会， 1979刊〉である。

本書の高く評価すべき特徴はその記述の総合性と周到さである。鎌，鍬，型の三大農具につ

いて，それぞれの定義と構造，そして形態の類型，その類縁関係，その分布をきちんと挙げた

うえで，古代，中・近世の道具の変遷を農耕方法の背景と共に抽出し，最近世における全国の

主要タイプー←鎌なら播州鎌，越前鎌， 土佐鎌等々 11種， 鍬では板鍬，唐鍬， 二本鍬， 三本

鍬，植鍬，風日鍬等々55種，全国各地で使用のそれらの種類，名称，寸法，重量，耐周年数，

用途，それをもちいる作業名，作業方法までを挙げている。

A5判875頁に及ぶ膨大な記述が，高度な精度度で斉一性をもって記述されているのがもう

ひとつ評価すべき特徴である。故二瓶貞一委員長以下17名による日木農学の蓄積を傾けた共同

研究に加えて，全国各地の農業試験場，農作業関係機関の一致協力体制がその背景にあった。

工業立国日本， とし、う意識のもとに日本の農業生産体制は，えてして影のうすし、存在と観念さ

れがちであるが，それはとんでもない間違いであることを反省させられる。日本の農業生産技

術はいまなお強靭な知のシステムに支えられて健在なのである。同蓄における道具の学的探求

において，その一面が端的に露呈されている。

②我々が日常的に自にしている道具の正体と意味をあらためて間れそうした道具の学のあり

かたのモデルケースとして井上章一『霊枢車の誕生』（朝日新聞社，1984刊〉が挙げられる。井上

はキッチュともいえる宮型霊枢車に目を留め，自動車といういわば近代的な「動具」に日光陽
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明門の如き神宮建築が乗っかつてしま った歴史的経緯を探索して明らかにしたものである。吉

田光邦は同書の「序にかえて」に「霊枢車の歴史と現状というとそこにはいささか好事家的な

興味がふくまれているように思われるかもしれなし、」が，本書の内容をみるとそうした匂いは

「すべて消え失せて，代って死の記号化という重大な人生の問題が提示されている」と，研究

の意義を評価している。それは巨大化する都市のなかで遺体を搬ぶ交通上の困難の解決策とし

て浮上したものとして「都市の社会史」のあらわれで‘あり， 「大阪文化が産み出したもの」と

して地域の文化特性とかかわるものであり 「機械化された死」 （吉田） 「企業のいとなむ一定の

方式に位置づけられて類型化されてゆく死」（吉田〉のありかたという大きな問題を投げかけて

いる。

③道路空間に何があるのか。あるいは道路空聞はどのよう なもの，道具によって空間性を形成

しているのか。その一連の採録の集成と して株 ・GK設計は財 ・大阪市土木協会編『アーバン

ロード・デザイン』（1986，同協会刊〉の監修 （取材， 編集，執筆〉をおこなっている。同書では日

本全国25都市， 60余の道路（コミュニティーロード，ショッピングモーノレ等〉を挙げ，路面の仕上げ

（装飾〉，植栽の種別，ベンチ ・くず入れ ・ガードレール等のス トリー トファニチュア，池，橋

等の施設を詳細に挙げ，道空間が道具によって活きた道となることを切実に示している。

④1986年4月， 東京ガスの「銀座ポケッ トパーク」で，GK道具学研究所監修『火にかける道

具ー一一鍋の変遷」と題する小さな展示がおこなわれた。最古の鍋から最新の鍋までをリニアー

に並べたもので，展示はすべて実物によっておこなわれた。最古の鍋（塙〉は佐世保市善福寺

洞窟から出土したCl4-l万2000年の，世界最古の土器片とその復元模型にはじまり，縄文時

代の祭把土器と日用土器のセット （千葉，加曽利〉，火炎土器 〈新潟，与板町），八ヶ岳井戸尻の蒸

し穏，福井県鳥浜出土の煮炊き痕のある土器など。この精度で弥生，奈良，平安，鎌倉，室町

の各時代の塙を並べて近世にいたり，近代では明治初期の牛鍋，馬肉鍋，大正の球那鍋，敗戦

直後のジラル ミン鍋， 昭和三十年代に登場した電気 ・ガス炊飯穏，そして現在人気のステンレ

ス ・合金五重構造の高級鍋て、おわっている。いづれも図像によって周知のものが多く ，いわば

日本鍋文化の代表選手を集めたものであったが，実物を並べてみると，そこには語り尽くせな

い生活 ・産業の背景が忽然、とあらわれた。古代の深鉢，というより査状といった方がよい塙が

中世に入ってなぜか口径より底径の方が大きいこんにちの器形に変化する。近世にはそれが大

鍋になっていき，近代には小型化してし、く。その変転をとうしての歴史的記述と分析のテーマ

が無数に浮上してきたものであった。 これらの実物はほとんど全国から美術輸送と同じ方法で

集められたものだが，それに先立つ選定踏査一一鍋さがしの旅では，公的収蔵機関では足 り

ず，直接民家に踏みこむことが多かったが，そこで発見された事実は，現代の普通に世帯を構

えている一軒の家で，旧家なら40ケ，新世代だけの住居でも20～30ケの鍋が，台所を中心とす

る住空間のあちこちに潜んで・いる，という数の異常であった。実際に 日々使用され 〈っかL、ま

わされ〉ているのは5～ 6ヶにすぎない。残りの鍋は， 何者なのか。そのほとんどが贈答品で
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あった。 ことさら日本では鍋を捨てるに気がとがめる。道具の所有 ・保有に関する研究，およ

び贈答文化論の研究テーマが，ここから浮上してきた。

この鍋展は，世に多くおこなわれているイベント ・アトラクション企画の形によりながら，

学術的に鍋というひとつの道具ジャンルのフレームワ ークをおこなった道具学的研究の実績の

ひとつとして位置づけられるものであった。 道具に関する記述は言葉には尽くせないところが

あり，実物相互のつきあわせによる比較研究のほうが実効性が高い。その意味でこの展示は，

イベン トの場をかり で， 実物を一堂に集めてみる， というかたちの実験的研究として意義があ

った。

以上のよ うな研究の実例をみるとき，あきらかに「道具学は可能である」と断言してよいで

あろう。

2. なぜ道具学か

道具によって生活が変わる。 そのような生活変革の様式は，世界的な傾向ではあるけれど

も，日本に特異といえる大きな特質でもある。そう した生活変容の様式がいつ頃からはじま

り，なぜ、起り，その様態はどのように記述しうるものなのか。そういう聞いが起されたとき，

道具学ないし道具学的視座が必要となってくる。 ここでは，上記の基本的聞いに答えつつ，そ

れにかかわる研究の事例を紹介していこう。

道具によって生活が変る，そういう変り方のひきつづいている現代を「道具の時代」とし、っ

てよい。そして， そのような変り方が日本で定常的になった （変ることが普通状態になった〕のは

今世紀に入ってからであり，その変化の様式が社会的生活から家庭生活に入りこんできたのは

1950年代からである。だから今世紀を「道具の世紀」といってもよい。ただし，道具はそれほど

大きな意味をもっていない，もちえない存在だとする意見もある。 道具学の基幹にある道具の

時代，道具の世紀といった時代認識に近似したおもしろい時代把握をしている論文がある。 知

久章「貸文化一一文化の実際的意味」（『言葉のブティック』，筑摩書房，1983年刊所収入 「日本では

渡来文化は，はじめ唐物，韓物，高麗物と産地名で呼びわけられたが，これに南蛮が加わり，開化
おう

以後は泰西 ・西洋，略して洋の一字をくっつけることになった。洋式生活とは洋館に住み洋服

をきて洋装し，妻に洋裁をならわせ洋食を食べ洋酒を呑み洋菓子をかじり洋画を眺め洋琴にて

洋楽をたしなみ，外出には洋傘を片手に洋犬をつれ，洋教の教会に出入りし病いも洋医に託す

生き方である」 「明治が大正にかわるにつれてこの洋風洋貨の国産化がはじま って洋のー字が
＝ーヲイト

文化の二字におきかわった。文化村の文化生活は文化住宅の文化台所で文化寵に文化炭の火を

おこし・・・・・（中略〉」昭和三十年代になると「文化生活家庭日用品雑貨の看板をかかげた荒物屋

の品々は，次々と電化されて五六軒先の電器店に移っていった。釜は電気釜に，鍋はスロ ーク

ッカーに， 焼あみはホッ トプレート に，七輸は電熱器に，団扇は扇風機に，需は掃除機になっ

て五軒先で売られることとなって。 くだんの荒物屋の “文化生活日用品雑貨”の看板を一字だ
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け変えれば電器店にそっくり使える。 “電化生活日用品雑貨”とすればイイのである」 「以上

を総括すれば“洋化”が“文化”になって“文化”が“電化”した。洋化三十余年，文化三十

余年3 電化三十余年，あわせておよそー00年，近代日本文化史を一行にまとめるとこうな

る」筆者これに加えるならすでに電化はかつての輝きを失ない，かわって電子化の三十余年，

がはじまろうとしているのだが，論の内容はともかくとして道具の視点から見た今世紀の時代

区分が， 充分に成り立つことが証明されている点が貴重（人工物の総称としての道具の視点からの

文化史的記述は稀れ〉である。

道具による生活変革の，前史がはじまるのは1900年代初頭からといってよい。一般の生活に

とっては明治はまだ江戸時代のつづき， ことに 20年代までは江戸そのものであったといわれ

る。その変革の開始は，照明だけはぬきんでて石油ランプが広く普及し，都市部では電灯とガ

ス灯が勢力の伸長を競っていた。ついにガス灯が電灯のまえに敗退を余儀なくされ， 瓦斯会社

が鍋釜のお尻のすわるガス竃の開発をひっさげて熱源に需要を求めて台所に入る方針を決めた

のが明治35(1903）年であった。ついで大正初期，電球フィラメントの根本的改良によって大幅

に電力のあまった発送電会社が電熱ニクロム線とモートルをかかげて家庭に入りこんでくる。

昭和ひとけたの時代は家庭電化カoスイヒを理想とする生活変革の準備がととのい，その普及率を

（昭和30年代のように〉倍々ゲームで進展するスタ ートラインに立ったところであった。

以上の経緯， および戦後の展開について， ガス器具史を中心に時代を追った記述に山口

「カ、ス灯からオーブンまでーーガス器具の変遷」中根君郎 ・江面嗣人共著「ガスの文化史』

〈鹿島出版会，1983刊所収〉がある。同論考には電熱との対比におけるガスの器具史を明治35(1903) 

年から現在まで、辿っているが，そこには4組のカタロ グが収録されている。ひとつは明治37年

版と推定されるカタログ 『瓦斯営業案内』（東京・小金井，ガス資料館にて復刻〉，第 2は大正末～

昭和初期にかけての『瓦斯営業案内』（ガス資料館蔵〉，第3は F大阪瓦斯五十年史』（大阪瓦斯，

1955刊〉のグラビア頁「今のガス器具，昔のガス器具」，第4は同書出版時点での東京ガス，大

阪ガス両社のカタログを「今のガ／..器具」として掲載している。ふつう，現在一般に入手でき

る宣伝物などは紙数の無駄のように思えて歴史書には登場しないのが通り相場だが，同書では

丹念にこれを入れている。理由は，じつに第l，第2のカタログが，ガスとし、う基幹産業に近

い大きな存在であるにもかかわらず，戦前のものとして残っているのはこれだけ，しかも奇跡

的に残った貴重なものであったことから考えて，現在難なく手に入るもの も資料化しておかな

いと，たちまち入手に苦労し，あるいは入手不可能になる，と読んだからである。ちなみに同

害発刊後すでに4年を経ている。ガス会社のみならず，メ ーカーに4年前のカタログを請求し

て入手の可能性はまずない。すでに資料としての稀少性は発揮されつつある。現代， 「道具の

時代」はフィ ー ドバッタ不能（あるいはいちぢるしく困難）な時代なのである。

歴史に戻って， i昭和30年代の頭初から起った家電を中心とする新製品倍々ゲームとほとんど

同じような展開の準備のととのった昭和10年代初頭， 日オ立は戦時体制に急激に方向転換をおこ
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ない，近代的道具はもとより古くからひきつがれてきた鍋釜などの日常生活用品，衣類，食料

などの「ものがなくなる時代」とし寸異常体験を味わうことになる。

資源をめぐって起されたこの戦争がもたらしたもののひとつに，圏内資源の見なおし， 生活

用品を再資源化の対象と見る視点，（救慌食の再研究と金属類の供出回収がその代表〉，もうひとつに

代用品の工夫，さらに「賛沢」の再定義がある。 これらのうち「賛沢」の再定義については道

具の価値一一公的価値基準の項にゆづる。戦中戦後の代用品時代史については，道具史上のエ

ポックとして総括の必要があるがまとまった業績は未見である。二次大戦が国民にとって何で

あったのかを刻明に資料化した山中恒の仕事があり，花森安治の編んだ『戦時中の暮しの記録』

が，想い出寄せ書きによって時代復元を試みているが，モノをめぐるナンセンス ・ドラマとも

いえる戦時工夫史についての記述は欠落したままといってよい。 GK道具学研究所で編んだ

「近世近代省資源発想資料集成」（1985, トヨタ財団助成研究〉が一応このテーマに触れた資料の

サンフ。ルをまとめている。石川寛子『代用品時代の研究』（ベターホーム協会86年度助成研究〉

が，資料的にはまとまっている筈である。なお代用品の実物コレクションは多治見郷土資料館

に陶製のものにかぎってかなりよく集められている。

全国の主要都市で道具の文化的堆積をたっぷり含んだ住居が大半炎上する， とし、う事態に遭

偶した日本人の，ものをめぐる精神構造に与えた影響，あるいは家財のごく一部をになって逃

亡するときの，非常時におけるものの価値評価の実態，といった大きな研究テーマが道具精神

史，あるいは道具思想史の形で把握されてよい筈だが，未着手のまま放置されているようであ

る。

二次大戦後の道具社会史は，軍需物資の応用（空を飛ぶためのジュラノレミンが地を歩く下駄になっ

た，などなど〉，廃物利用（軍用計器のそーターを利用してミキサーをつくる，などなど〉といった底辺

でのものづぐりと，手ぶらで、やってきた進駐軍とその家族のための，いわば頂上的ものづくり

（⑧景気〉の 2極分化のかたちではじまった。丸進景気と朝鮮戦争景気によって日本の産業は

復興したが， 昭和27(1552）年の休戦とともに， 需要は内需に向けられ，一国の産業がはじめ

て家庭生活を対象化することになる。そのかん，焦土と化した国土にどん底の生活を強いられ

ながら，そのどまん中に夢のようなハイツ生活が展開される， という まことに皮相なとりあわ

せが具現され，国民の夢ー一一それは終戦翌年から朝日新聞に連載されつづけたチックヤングの

家庭漫画の『ブロンディ』の夢， とし、し、かえてもし、し、一一ーが実現される， というかたちで国民

に広く無批判的に受容され，昭和30年代の家電ブーム， 1960年代の高度成長へとつながってい

く原動力（消費力〉となったのであった。

戦後史についても，もの史，道具史のまとまった記述は意外に見あたらない。戦後ほうはい

として起こったカストリ雑誌などの出版文化については幾篇かの見なおしの試みがあるが，敗

戦直後の人ともののせめぎあいについての記録は薄い。最近ようやく試みられた松平誠「ヤミ

市』（1985，生活学叢書， ドメ λ出版刊〉が， 東京池袋を中心とする戦後のヤミ市の文献資料によ
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る復元を試みて成果をあげている。 「新聞資料などに意外に売られていたものなどの具体的記

録があった」と松平は言っている。豊島区立郷土資料館には池袋西口ヤミ市の精巧なジオラマ

復元および若干の物的資料がある。家庭電化ブームによる「生活改善」の大発展，高度成長期

のものをめぐる生活変容については，家庭電化に限ってみても，総史的記述は皆無というに近

い。広告史にはま とま ったものがあるが，あくまで売り手側の思い入れによる大衆操作の記録

であって，もの史，道具史にはなりえていない。大手メ ーカーの社史類には製品の記録をとど

めてはいるが，自社製品の，出荷高や売上額の羅列にすぎず，全巻に占める「造って売ったも

の」の具体的記述の比率はごくわずかにすぎない。工業製品，もの，道具に即して客観的な立

場からの記述の試みは限られており，業界紙に数名をかぞえ，一般紙誌には森彰英の記事：が散

見されるぐらいである。企業単位にまとまった記述をしている内橋克人がきわめて特異な存在

として挙げられる。
た〈み

内橋克人『匠の時代』 （サンケイ出版， 1978～1983, 1～6巻，談談社文庫〉はいわゆるヒット商

品発明（開発〉物語を企業単位にトピックスをとりあげて取材構成したものである。第l巻の

三菱電機のふとん乾燥機や空調機をめぐる発明物語，第2巻のセイコ ー・ クォ ーツの世界，シ

ャープとカシオの電卓戦争の軌跡と題する「薄さへの挑戦」のトレースなどはもの，道具サイ

ドから見た産業技術史エピソードとして興味深い。 しかし第5巻ミサワホーム「木と家と人

と」などにし、たると，対象の意味一一住宅という ものの意味，価値の，ソフト面でのとらえか

たが脆弱なために，メーカーのつくったスト ーリーにのせられてしまい， コマーシャル代行の

ような作品に堕しているのが惜しまれる。 この手は企業人（たとえば松下幸之助〉の立身出世物

語も幾篇か存在する。

もうひとつ，特筆すべきメーカーサイド，売り手側にあった人の記述がある。山田正吾（聞

き書き，森彰英〉『家電今昔物語』（1983，三省堂干の。山田正吾は電気釜の開発者「お釜の山さん」

として有名な戦前からのはえぬき東芝マン。同書では進駐軍ショックと戦後の幕あけ一一ブロ

ンディの夢が原動力となった家電ブーム，電気釜，電気コタツ開発物語，洗濯機等のセーノレス

トーク（売りことば〕の工夫など，送り手， 売り手側の消費者大衆を相手にしたあの手この手

を， あけすけに語っている点が， 産業技術と生活を結ぶ接点のプラス〈突出〉ジァンクション

側の記述として意義がある。山田は高度成長前ぶれの時代，つくれば売れる電家ブームのはし

りの頃を回想して「あの頃は，電化がそのまま文化だった」と述懐している。電化が文化， 家

庭電化製品を持つだけで文化生活をわが家がモノにしたと思える，そんなべらぼうな文化のあ

りかた，が事実存在し，こんにちを築く現実的な力となって働いた。その，ものをめぐる心理

の動乞近代 ・現代道具精神史は，手はじめに家庭電化製品をめぐってでも，解明されるべき
ふる

であろう。山田は家電製品をアイデア商品ととらえ， 企業のアイデアマンとして発想力を揮

い，ヒットに次ぐヒット商品をつくり出して売りまくった。そう した賑やかな家電人生をかえ

りみて山田は「あんなパカなものを，懸命にっくり出してきたことが，おかしくてならなL、」
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とア ッケラカンとしている。

家庭電化製品の導入による生活変革のうどきを，物的な側面での生活改善の歴史というより

は山田のいう「電化は文化」といったべらぼうなとらえかたをする精神史， としてとらえよう

とする意図をもって書かれた小文が， あるにはある。 山口「道具一家庭の電化」 （『家族の生活

の物語一一高度成長と日本人2』，日本エディタースクーノレ出版部1985年刊，所収〉に，こんな記述があ

る。 「隣邦韓国は日本が高度成長期をすぎて， ややあってから急成長をはじめた。〈中略〉その

韓国の生活近代化の様相を見ることが， 日本のljjlt後をかけて辿ってきた道のりをトレースする

に恰好のサンフ。ノレではないか。そして生活近代化の意味についても，それが何であったかを考

えるヒントを与えてくれるのではないか。そう思って私はここ十余年間，足しげく 韓国にかよ

って観察を重ねてきた（中略〉。 1981年 5月ある僻村の国民学校をたずねて教官室の壁に興味深

い貼紙を見つけた。それは H文化施設，，と題して村民の子弟の生活文化度，近代化度を調べた

データであった。数量はその学校の児童一人ずつに，自分の家での H文化施設けの保有の有無

を答えさせたもの。

〔文化施設〕 児童数220名

時計一一一一219

ラジオ 199 

机 一一一一186

ミシン一一一一一151

自転車一一一一112

テレビ 95 

新聞一一一← 45

電蓄 23 

リストはこれで

掃除機一 などをずらずら並ベることになろう。それより注目すベきは，生活文化の水準をは

かるのに，こうした個々はらばらの「もちもの」を数えあげる， とい う思考方法が，日本のそ

れと酷似している ことである。 こうした意識が隣も買えばうちも買う，買わねば遅れている，

と家電受容をおしすすめていった。CD I調査によれば日本ではいまも Hまだ買ってない，，品

目の多くを H将来買いたし、”と答えるがヨーロッパでは Hまだ買ってなしり，ものは H将来もい

らなし、”と答える，という。こうして日木の H文化施設”保有度は欧米をしのぎ，世界ーとな

った。生活の向上にと っているものかし、らないものかの主体的判断をヌキにして， もちものに

よって文化度をはかろうとする，はかれるとする志向をもった固と して， 韓国と日本は兄弟の

ように酷似している」。 日本と韓国とにおいて今世紀，ことにその後半は世界に群をぬく「道

具の時代」， 道具にかまけて時を送っているのである。

こういうかたちで，生業と しての生活ではなく文化としての生活が，産業技術と 深くかかわ
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ってくる・ 『家電今昔物語』に見るよ うな一種の知的ゲームとして，産業と生活とが，技術

者と生活者とがやりとりを楽しみ，一喜一憂する時代を築いた。これは産業革命をなしとげて

間もない19世紀のイギリスに展開されたヴィクトリア ン・イ ンベンションブーム（女王の世紀

は発明狂の世紀〉とは方向のちがった， そして固まるごとの， 世界に類例のないもの革命を惹

起した。勤勉だった農業国時代の日本の農民が米づくりに丹精をこめたように，工業立国した

日本の工民は，ものの増産，ものの反あたり収量の増大，ものの品種改良にはげんできた。生

活者がこぞってこれを受容していった。日本の産業技術史では，生活財生産と受容の局面につ

いて，特別仕立ての研究がなされなければならない理由はここにある。

なぜ、こんなことになったのか。それは近代日本人が「システムなき生活変革」を受容しうる

体質をもってしま った，の一語に尽くせる，と私は思っている。原因は知久のいう，なんでも

「洋」の一字を冠する洋化の時代，欧米文明インベードの受容の様式が，異質の文化を，シス

テムごと取り入れるのではなく ，文化の部品だけをとり入れて日本の文化システムの文脈にち

りばめる一一無限にちりばめうる一一ーとし寸手法をとったところにあった。 こうした日本型

〈正確には日韓型というべき〉の異文化受容の様式を論じた事例研究に 山口 「日本料理店の店が

まえと道具だて」（『ロスアンゼノレスの日本料理店』 トヨタ財団助成， 民博共同研究， ドメス出版，1985

刊，所収〉がある。「日本が開国後にとった異文化受容の様式は，たとえていえば日本語の構文

にカタ カナ外来語をちりばめるやりかたで、ある。いくらカタカナ外来語をはめこんでも構文は

あくまで日本語である。大陸の巨大文化に付属してきた日本（や韓国〉は，こ うした便法をとる

ことによってみずからのアイデンティティ ーを保ってきた。その同 じ文化受容の様式で近代に

もあらたな方面からの文化的インベードをかわし切った」，というのである。ただし，カタカ

ナ外来語は，圏内で自律的にかわってし、く。 こうして生活景観がめまぐる しく かわりつづける

こととなった。

生活景観を構成する物品の姿ー道具景観は，この半世紀， 5年ピッチで一変している。 こ

れほど道具が中心になって生活を変えてし、く時代はかつてなかった。ほとんどのもの，道具が

戦後は5年で変容する。戦前は10～15年で変容した。そのおびただしいもの，道具の変容を総

合的にトレースできる資料はほとんと、見あたらない。やむなく予告篇になるが，GK道具学研

究所が講談社と協同でおこなっている作業を紹介しておく。プロジェクト名は「日録昭和史」。

昭和の60年聞を毎日の記録で経る昭和史の隔週ごとに，その 日， その週，その頃にもちいられ

ていたもの，道具をかかげるもの。 60年聞は約3000週であるから1500点の道具を挙げればよい

のだが，その選定にさきだって詳細な分類に沿って， それぞれの品目についての編集資料を作

成しなければならない。大分類 卜余項目，小分類約150項目， 品物の種類約3000種， 時代ごと

のヴァリエーションの代表的なものを挙げて品目数約3万点のリストアッ プがほぼ出来あがっ

てきている。そのベースデータの中から，歴史的に意義のあったモノを選ぶ作業を，私は「道

具の裁判」と称している。厳しい裁定によって時代に沿って選ばれた1500点については今後一
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年半をかけて記述，発表されるが，残余についても何らかの形で集大成刊行の予定である。 こ

うして道具の昭和史基礎資料は形成されつつあるが，この作業をつうじて痛感されることは，

企業を中心とする産業技術活用の場面では，っくり出すこと，っくりかたにはほとんど命がけ

でおおいなる関心を払っているにもかかわらず，っくり出したもののゆくえについては売上げ

をのぞいて，ほとんど関心をもっていない，ということである。企業は産品のほとんど最後の

一品まで売り尽くして品番が古くなればカタログごと捨て去ってしまう。したがって，メ ーカ

ーに産品の歴史をきいても，ほとんど何もわからない。つくった人はたよりにならない，のが

現実である。産業技術の行使がもたらした効果についても関心がない。政治経済から環境問題

までそれは必ずもの，道具をともなっている。大正末の生活改善運動，昭和初期からはじまる

国産化運動，昭和10年代には13年国家動員法， 15年7.7禁令， 代用品から国民服国防服にいた

る統制，戦後では所得倍増計画，外国品購買のすすめから民活まで，すべてもの，道具にかかわ

っているにもかかわらず，政治経済の膨大な論述のなかにもの，道具の実像は欠落している。

生活の実像の欠落といってもよい。産業の側にも，生活の実像はきわめて淡くしかとらえられ

ていないようである。産業とはものをつくる技術とその行使の体制であるが，どうつくるかが

つねに問題にされて，何をつくるために技術が求められたのか，つくったものはどうなったの

か，への関心がぬけている。いわゆる技術優先の問題である。ここに技術がある。何かに使い

たい。何かをつくってしまおう。そうしてつくられたものがたとえば電灯であり，電話機であ

り，テレビであり， ワープロである。いづれも技術の行使が目的であって，生活にどう資する

か，という判断ないし目的だてはベつだん無かっiた。電灯ー・ーは話が複雑になるからテレビを

例にあげれば，画像を送る技術が開発されたとき，使用目的を探すのに苦労している。道具と

してのテレビのもたらした功罪について，生活主体の側から，技術の成果の側から技術をみる

視点で、書かれたものはすくないが，古典的なものを挙げればW ・リンクス『第五の壁テレビ』

（山本透訳，東京創元社， 1967年干の。 テレビジョンは文字どうり遠方を見る装置として開発され

たのだが，発明者の一人ベアードは「近視の人なら誰もが抱く遠くを見たL、という夢を実現し

た」（p.29）にすぎなかった。そんなものには誰も興味を示さず実験費を調達しようと「彼は

3000通の手紙を送ったが効果はなかった」。テレビに先立つラジオ放送でさえその情報媒体と

しての社会的機能は気づかれず，東京放送局初代総裁としての開局式挨拶のなかで後藤新平は

「文化の機会均等の具体化として娯楽慰安を重視し（中略〉，娯楽メディアとしてのラジオ機能

を強調している」 〈津金沢聡広「ラジオのもたらした社会的波紋」，祖父江他編『暮らしの美意識一一現

代時々 化における伝統と変容 l」所収， ドメス出版，1984干の。そのものが何であるか，その道具がど

のような生活変容をもたらすのか， もたらしうるのか，もたらすべきなのか一一ーが問われるま

えに産業技術は莫進を遂げてしまう。テレビ，ラジオにしてしかり ，自動車にして しかり，であ

る。ここに道具を生活主体から見ることをとうして産業技術を見る視座をたてる意義がある。

さて，米づくりの如くものづくりに熱中できるシステムをつくりあげた日本は，海外にその

81 



技術と文明 3巻2朝刊

産品を売る ことによって立国の手法としたのだが，その産品の魅惑性のゆえに円高貿易摩擦を

招き，なおものづくりを続けるために海外各地に現地工場をたてるに至っている。こうした事

態をどう読むか。道具のコンセプシャルな把握のしかたを説く 『幕の内弁当の美学』 （ごま書

房， 1984）などの著書をもっ栄久庵憲司は『仏壇と自動車』（佼正出版， 1986年刊〉では次のような

表現をしている。 「ものに心をこめる，道具に魂がある。精神の種類を増やすためにものづく

りをする。 これは日本人のもの信仰の根源であり，仏教ならぬ物教なのである。物教の教典は

ものそのものであり，ものの輸出は物教の布教である。海外に現地工場を建てるのは，たとえ

ていえばその昔， 日本に布教のためにやってきた宣教師が伝道の装置と しての教会を建てたの

と同じ，物教布教のための行為なのである」。文化的インベーダーとして，伝道なり商売なり ，

ともかく 外国にもの，道具を売るからには，その仕向け先の生活，道具をもちいる道具生活の

側面での生活の国際比較研究がし、る。もの ・道具を外へ売っての立国であるから，道具生活研

究の成否は一国の存亡にかかわる研究テーマである。かねてより産業技術の輸入が一国の存亡

にかかわることとして国家レベルで、奨励されてこんにちに至っているが， じつは課題はすでに

逆転して産品の輸出のための仕向け先の生活の道具学的研究に， もっと比重がかけられなけれ

ばならないのではないか。これも，道具学の必要たるゆえんである。

3.道具のデ ィフィニ ショ ン

昭和30年代のなかば頃，ものづくりの現場一ーそのなかでも， もっともコンセプツャルな場

面であるインダストリアルデザインの本山を形成しつつあったGKイソダストリアルデザイン

研究所（以下GK）で，「道具の再発見」がおこなわれた。道具という言葉の再発見である。昭

和30年前後から， すべてのものが工業化の対象となり，すべてのものが新しい形を欲してい

た。したがってすべてのものはデザイナーの手を通る こととなり，そのためにメ ーカ一所属の

デザイン部門は陣容を巨大化しつつあったし，GKのようなフリ ーのデザインオフィスも増員

に次ぐ増員をかさねて意気軒昂なるものがあった。ものに姿かたちを与えるインダストリアル

デザ、イ ンとい う営為は， （工業意匠の名で戦前からその茄芽はみられ，活動もおこなわれていたが〉戦

後の草創期にはすでにあるものの造形上のリファインの域を出なかった。 しかしこの職能が本

格的に社会的認知を得た昭和30年代なかばとなると，たんなるリファインにとどまらず，新し

い技術による新しいコンセプトをもったものをつくるべき， との考えがすすみ，デザインのま

えにそのものは何者であるか，あるべきか，のコンセプトレベルで、のディスカッションが感ん

になってきた。そうした議論にもちいられるデザイン対象の呼び方は，製品計画，商品開発，

といったふうに製品，商品と総称されるのが一般であった。そうしたなかで、その職能振興のた

めにイン夕、ス トリアルテーザイン対象の包括性を表現することばさがしがおこなわれた。英文は

すぐ出来た。いわく「Evぽ ythingthrough Industrial design！」「Manmade things through 

Industrial design！」 この， Everythingなり Manmaclethings なりをあらわす適当な日本語
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は・・・・ーすべての製品，すべての商品 ーではないだろう， と模索するうち， 「すべての道具は

デザインによってい白い」その姿をあらたにする，といったふうに道具という言葉がすんなりと

おさまった。そこで，デザイン営為の商業主義に引きずられがちな状況と闘っていた心あるデ

ザイナーたちのあいだにひとつの反省が実を結んだ。商品とは，もの，道具の，流通過程にお

ける仮りの姿である。人々にうけいれられるには，それがものの一生に必ず必要な通過儀礼で

あるかぎり，購売意欲をそそる商品性ということも考慮にいれなければならない。しかし，使

われる場面では「道具」に戻れなければならない。我々は商品という仮りの姿をとおして本質

的な道具をデザインしているのだ。当時，新鮮な語感の輝きをもってさえいた製品，商品の語

に対して 「道具」ということばを，生活に資する正しい製品のありかたを諭すニ ュアンスをふ

くむデザイン対象の総称として，意識的にもちいるようになったのは，ものづくりの現場では

G Kが錯矢となった。そして，人聞にとって道具とは何か，道具にどのような性質をもち，ど

のようなシステムを形成すべきか，を問う「GK道具論研究」が開始され，先述の『道具考』

がうまれ，道具システムの新陳代謝系を考案したメタボリックファユチュア研究で国際賞を受

賞する，といった発展のうえに，道具学研究所の創設に至っている。

これがインタホストリアルテ．ザインという 「ソフトな産業技術」の現場での道具認識であっ

た。その限りでは未定義原始概念として通用するが，道具学の名をかかげる段となると，もう

ひとつ客観性をもった「総称」の正当性のうらづけが必要で・あろう。

そこで目をつけたのが国語学の研究方法の一分野をなしている語来史研究の成果である。語

武史はひとつの言葉をとりあげて古来からの語棄の変遷を辿りながら，その概念を時代ごとに

確定してし、く作業である。幸い「道具」の語についての語謀史研究例，三上悠紀夫「調度 ・具

足 ・道具」（1978〕が見出された。同論文をもとに身辺のもの（人工物〉の総称としての「道具」

を位置づけると，次のようにいえる。

まず，具とし、う言葉がある。具え，具わりたるもの，の意で，現代でも味噌汁の具，といっ

たかたちでもちいられるが，これとまったく同類の用語法が時代をつうじて一貫しており，和

名抄の中項目の分類項目もほとんどが文房具，障扉具，など具によって表現している。問題は

道具の道のほうである。なぜ「道」がついたのか。
そな

I そのまえに，身辺のものの具の総称として，調度と具足の対比があった。平安時代には具え
た ととの低か

足るの君、の「具足」と調え度るの「調度」とがほとんどこんにちの「道具」のl幅員をもっても

ちいられていたようだが，中世に入ると具足はもっぱら武家の武器，武具類をいう ことになっ

た。一方調度は釈家の語ともされたが，のちもつはらこんにちにいう家具類をいうことになっ

ていった。もともと調度よりも広い総称性をもっていた「具足」が武家専用のたけだけしいイ

メージを荷なってしまったために，総称に窮して発案されたのが「道具」であった。もともと

は仏道の具， 仏道具に発して仏をはぶいたのがその成立の主流であるが， 武道の具， 茶道の

具，その他諸道の具の，各道の名をはぶいて道の具，道具とつづめての用法であった。江戸以
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前には諸道の具の意，ことに仏道，茶道の具の意が根づよく残存したが，江戸に入ると日常茶

飯の世帯道具一般をさす語としてもちいられている。 しかし， 明治に入ると器具，用具， 用

品，などが翻訳語として，ある新しさをもってもちいられるようになり， さらに製品，物品，

商品といった術語系の用法が総称としてもちいられるに至った。道具はやや昔返りをして仏道

具，茶道具などを「お道具」と呼びのこし，一方大工道具など直接手でもちいる工作具，加工

具に道具と呼びかたが残った。諸々の道に具える具の諸道を人々の生活の道の生活道と置きな

おせば「道具」は現代生活に具えるものの総称として，ふさわしいものといえよう。

道具学は，もちろん誰のものでもない。けれどもそのひとつの拠点が「道具の再発見」とと

もにデザインの現場ーからうみ出されていった， という因縁もかかわってインダストリアルデサ。

イン現場の内幕を少々語ったわけだが，こ こで付言すればインダストリアルデザイ 、ノ，あるい

は広くデザイン，すなわち意匠，設計行為，計凶行為，開発行為というソフトの技術体系は，

産業技術のひとつのジャンノレを成すものであるが，はたして産業技術史学の体系にどのように

組み込まれるべきであろうか。 問題提起をしておきたい。

道具は産業技術の要素であり ，かつ産物である以上は産業技術史の重要な一部を占めること

はいうまでもないが，道具が生活を成り立たせるものとして働いている場面を取りあげれば，

文化人類学の一分野，ないしひとつの切り方で、切った断面のような総合学でもある。その文

化人類学において，道具を扱っている場面は多いにもかかわらず正面きつての道具の定義と

いうものが，意外ものたりない。しかし一応，文化人類学上の定義を挙げておく必要はあろ

う。

フィリップ ・ボップ『現代文化人類学入門』（江淵一公訳，議談社， 1977刊， Vol.3, pp. 21～24) 

には次のように説明されている。 「もしも世界がわれわれ人類にとって完全に都合ょくできて

いたとしたら，われわれは道具（tools）を必要としなかったにちがし、ない。 しかし 実際はそ

うではない（中略〉。人聞は，物理的世界を，自分にとってより都合のよいものに並べ変えるた

めに，道具というものを使って，こうした一般的傾向を一時的にせよ克服することができる。

加工品。rtifact）とは，人聞が熟慮、のもとに使用してきた， あるいは使用するために手を加え

てきた物質的環境の部分のすべてをいれしたがって道具は加工品の一種である。道具とは，

物理的世界に働きかける人聞の能力を増大させるために用いられる加工品のいっさいをいう」。

これはたいへん広い定義であるが，手斧からレーザ一光線まで，また粘土で作った萱から宇宙

カプセルに至るまで，あらゆるものを包括するには広い定義が必要である。もっともナイープ

な，技術時代に身をおき，信心をおいた〈その信心についてはここでは触れましつ近代らしい

定義として，じつにもの足りない。道具の物的な用と精神的な用との， 比重のおきかたがズレ

ている。そうしたことを無視すれば，定義の目的に対して，よく出来た定義である。しかし実

際のところは，かなり無理をしている ように見うけられる。というのは，英語の toolには邦

語の道具ほど広義の総称性はもっていないからである。道具といえば日本人でも多くの人が
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大工道具のことですかと問うように，「道具」は日本でも工具のイメ ージに偏っている。英語

の toolは，もっと色濃く工具なのである。 toolとほとんど並立して utensil,hardware, gadget, 

などの言葉がある。 「道具」の総称性はtoolにくらべて格段高い。だから，上記の定義は邦訳

されて道具の語があてられて，格段程度が高くなった，といえる。そこで道具学の英文名が難題

として浮上してくる。 GK道具学研究所では，Doguology,study of tods，とやってのけた。学

界に押しつける気はない。民間研究機関の自由，の範囲での造語である。日本人が Doguology

と聞くと，噴飯ものに見える らしいが，外国人のほとんどが， しごくまじめにうけとって（当

然マジにうけとるべきなのだが〉，たいへんな興味を示す。 ことに Doguは tool も utensil も

hardwareもみんなぶちこんだたいへん大きな人工物の総称概念で英語にはナイことばだ， と

説明すると，これは大変な研究で、ある，と思って懸命にこの言葉を覚えて帰ろうとする。当研

究所の所長である栄久庵龍司が外国で友人に会うと「Kenji! Doguologyはその後どうなった

か」と必ず聞くという。日本ではこの程の造語は学術的場面ではノ、シタナイことのような印象

をもちやすいが，欧米では，この手の言葉の貸し借りはごくまじめにおこなわれていて，Dogu

なる語の語源が思いあたらないだけ，のようである。海外では実際場面で意外に正当にうけと

られている，ということをお伝えしておく。

以上のようにして道具のターミノロジーは私たちの用法として，ある決まりをもつようにな

った。すなわち道具として構想され，デザインされたものが，製造の工程にあるあいだに部品

であり，組みあがったところで製品となり，流通過程では商品としてあっかわれ…ぃ・実際には

こう単純ではなく，製品レベルで企業聞の売り買いがあったりする。メ ーカー名，品番とブラ

ンド名とし、う三重構造で商品の戸籍と姓名が定まり， そのかんに養子に行ったりするのであ

る。 ー…・商品レベルでt土実用品3 高級品，徳、用品，贈答品などと呼びわけられる。行政の方で

は主に流通場面に対して賀沢品，必需品，国産品，物品，雑貨，などの用語をかぶせている。

それが買われ，あるいは贈られて使用場面に達したとき，再び「道具」に還元される。ものに

よっては贈答品の装いを脱ぎきれず，あるいはブランド名をいつまでも戴冠して道具に戻ろう

としないものもある。このようなターミノロジーを頭において，私たちは道具なる語を意識的

にもちいている。

さて，こ こでまた，あらためて道具とは何なのかを問うてみよう。文化人類学は先述のよう

にほとんどしどろもどろにやっと道具を定義したが，あれではほとんど何もわからないし ほ

んとうに能力の拡張が目的なのかというと，かなりあやしいのである。実際，我々をとりまく

鶴舌な商品群を眺めなおすとき，あるいはワ ープロ，ノξソコンのキイボードを学習しあぐねる

とき，人間の能力拡大などということはほとんど忘れてしまっている。ルイス ・マンフォード

『機械の神話」 〈樋口清訳，河／：！：＼自房新社， 1971刊 〔Copylight1966, 1967, I-Iarconrt, Brace & World 

Inc.〕〉はこの点について異議申し立てをしている。道具なんてそんなにたいしたものではな

い，ピラミッドは人聞を道具にしてつくられたものだし言語の体系や儀式といった複雑な存在
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造をもった文化的産物とくらべれば金槌などというものは 〈コンピューターも，と私は思う〉単純

きわまりないし，人間同志が生きていくうえで，たいして役立ってもいない，という。道具は

言語と並ぶ二大発明とされてきたが，マンフォ ードがそれほどにいうなら道具も言語の一種，

「建築は凍れる音楽」ふ うに道具は凍れる言語だといってみてもよい。現代の商品世界を「記

号の消費」とみる論壇も，そうなれば鉾をおさめるかもしれなレ。ただし道具の原始について

の過大評価はマンフ分 ー ドのいうように納得のいかないものであるにしても現代の道具世界は

あだやおろそかにはできない存在であることも事実であり，何らかのかたちで定義しきる必要

はおおいにある。ホモ ・ファ ーベル，道具をつくる動物，それが人間だ，との言説に対して，

人間の子供は5歳にもなって， 立派なことばがしゃべれるようになっても，いっこうに道具を

つくったりしないじゃないか，とマンフォ ードが皮肉っぽく 言っているが，大人になると会社

に入って何らかのかたちで道具づくりに加担する仕事にたずさわり，ほとんとーそのために二十

余年も学習を重ねる動物であることもたしかである。そういう意味で石器や土器をつくった人

類，あるいは農耕をはじめた人類と，工業的生産をおこない一方で、ひたすら情報の交換に熱中

し， みずからが情報になるために演技する人類の使う道具とは，別のディフィニションが必要

なのであろう。

文化人類学は先述のようにほとんど義理で道具をそっけなく定義したが， もうすこし本気で

の定義の試みが技術哲学のほうにある。かの有名な E ・カップ（E.Kapp 1808～1896）「器官投

射説」（『技術哲学綱要』 1877）と， L ・ノワレ（L.Noire 1829～1889）『道具と人類の発展』（1胞の

である。カップは人体の自然的諸器官の機構と機能が外在化されて諸道具が生じるとした。こ

の伝でいくと手は金槌に，指はピンセットに，前歯は鉄に，奥歯は臼に外在化された，と説明

できるがその辺が限界である。眼鏡は ・・ レンズまでは限の外在化といえるがどんな恰好のフ

レームを選ぼうかと迷う， そのフレームを眉毛の延長というわけにもいくまい。さらにカメ

ラ，テレビカメラ （はカップの頃には存在しなかったが〉となると， I恨の延長というのは強引にす

ぎる。身体に迫ってくる注射器は，どうL、う器官の外在化されたものか，判断しかねる。人体

よりむしろ蚊の器官投射ではないか，とカップにきいたらどう答えるだろうか。カップのこの

発想の欠陥をおぎなったのがノワレで，器官投射の説に因果関係の抽出という一項をつけ加え

た。人聞の意図が抽象化され，機構化されることによって機能（目的と効果の因果関係〉が具現

される。この意味において言語も道具も同等な人間主体による発明であった，とする。 「動物

は諸器官の奴隷であり， 人聞は諸道具の主である」とノワレはいう。が，はたしてそうだろ う

か。人聞が道具に見離されたら，たちどころに生きていけなくなることは原始一一猿が人聞に

なったときからの宿命であり，マンフォードがなんといおうと道具を使うから人間なのであ

る。だから，人聞は道具によって生きる動物，道具の奴隷という ことになろう。言語なしには

人間らしい思考もできないのだから言葉の奴隷でもある。

なお，道具の定義に関係する考え方のさらに幾っかを加えた記述が三枝博音『技術の哲学』
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（岩波全書， 1951）などに見られるが，技術哲学への深入りは， ここでは避けておきたい。

以上をおしなべて， 道具とは動物とはちがった生き方を可能にするすべての人工物，と言い

なおしておこう。道具をつくらない動物，言葉をつかわない動物，つまり人間以外の動物に戻

れない不幸を，何とか楽しみに置きかえようと して人工物のっくりなおしに日夜はげんでいる

のである。

道具のディフィニションの一般論としてはおよそこんなレベルで、の識論を精激化していけば

よいのだが，道具の範囲についてはすこし具体的な識論がし、る。多分それは，抽象概念として

の道具の定義と，未定義な原始概念一一常用語として通用している道具とし寸言葉の意味範囲

とのギャッフ。をめぐ、る識論になってしまい， ほとんど不毛である ことが予知される。しかしこ

こではおよそどういう識論がこうした問題をめぐっておこなわれているかを紹介するのが目的

であるから，やはり触れないわけにはいかない。

さきに，道具といえば，仏道具，茶道具を思う人があり，大工道具を思う人がある，といっ

たが，道具には加工具のイメージが強い。 しかし道具の原初には石穏と土器，加工具と容器が

あり，容器が先行したのだとマンフォードも強調している。私たちは加工具のように他に働き
うつわ

かける性質をもっ道具を棒族， 容器のように対象をうけいれる ことによって機能する道具を器

族と呼んで道具の二大類型とみなしてきた。最近ではこれにふたつの類型をつけ加えている。

ひとつは対象に働きかけもせず，受容も しないで機能する道具，計り， muり，秤るものを度の

具と称して一類型とし，もうひとつ，電話やテレビのように情報を伝えるものを伝の具，あわ

せて器 ・棒 ・度・伝の四族をたてて道具世界を把捉している。こうした問題を扱っている論考

のひとつに田辺振太郎『技術論』（青木書房，1960）がある。 ここで、は私たちのいう棒族を労働

用具，器族を労働容器とし，化学工業は労働容擦が主体となり，農業では耕地が労働容器だと

している。

「道具」の総称名を立てるとき，機械とのちがし、を間われる ことが多い。田辺によれば労働

手段が結合したものが機械で，体系化したものが工場で，高度に体系化したものがオートメ ー

ション工場， と表現している。 また道具は原動部と作用部が伝力部〈配力機構〉で結ばれる構

造をもっており，機械も同じ構造になっている，と している。したがって機械は道具の構造の

複雑化したもの，道具の複合化 （器，俸，度，伝の具をすべて結合したものもある〉したものととら

えられる。 材料以外のすべてのものは道具，あるいは道具の集合したもの，連合したもの，結

合したもの，体系化したもの，ととらえられる。

私たちGKのメンパーが1960年代に道具を定義しよう として，次のように言ってみたことが

ある。

・道具とは，個々の生物のよ うに，それ自体で完結しているものであり ，

・自由に移動させる ことができ，

・移動した先で、もその機能が変らないもの。
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金槌や鉄などいわゆる道具々々したもの，道具性の強いものを想定するかぎり，ひじように

素直な定義ではあるが，よく考えてみると具合のわるいところが続出してくる。たとえば電気

釜は， コー ドがコンセントにとどく範囲でしか移動できないし，発電所までふくめではじめて

機能するのであるから，個々の生物のような自己完結体ではない。そこで形態上からの定義を

試みること白体がナンセンスだ，ということになって，人間とのインターフェイスのあり方を

大事にする定義にとどめようとして先述の定義になったのである。

ところで先述の定義における「すべての人工物」という言い方がじつにやっかし、な問題をふ

くみこんでしまう。建築は道具か，衣服は，食物は ・いづれも人工物だから当然道具だ，と

いうことになり，日常語としての語感とのギャップにまどうのである。こ こで、は私たちは定義

は定義，現実は現実として割り切ってしまう。

さて現実として，建築，衣服，食物のいづれも，道具化現象を起こしつつある。道具々々し

たものになろうとする傾向がある。建築でいえばプレファブリックな工法が極度にすすむと，

道具，機械との構造的な差がちぢまってL、く。衣服はもともと道具性の強い存在である。食物

もさまざまな加工食品， インスタント食品など加工度の高いものになるほど， 道具（の使用〉

を含みこんだ製品とみたほうがよくなってくる。我々はすべてのものを道具によってっくり 出

しっくり出されたものに道具の働きを読みとろうとしているのである。

一方，道具の言語化，サイン化， シンボノレ化現象も起っている。現在の消費文化にまつわる

道具論研究は，まさにこの現象をめぐって多くの成果をうみ出している。

ジャン ・ボー ドリヤーノレ『物の体系』（1968), 『消費社会の神話と構造』 （1970），『生産の鏡』

(1973), 『象徴交換と死』 (1976），『シミュラ ークノレとシュミレーション』（1981），柏木博『道具

の政治学』『日用品のデザイン思想』（品文社，1984），古田隆彦『象徴としての商品』〔TBS ブ

リタニカ， 1986），などなど。

4.道具学と関連諸学

栓ぬきひとつに百学連環一一一缶切りや栓抜きをつくっている工場を訪れ，その将来性を問う

と，社長はすこしの不安感もなくいつまでも安泰だと胸を張った。しかし，缶詰はほとんどビ

ニールノミックに変ってきている。栓抜きが王冠の発明と普及とともに増殖しはじめたのはほと

んど今位紀に入ってからであり， 1960年代には紙パック，缶のプノレトップ，瓶のネジ込みなど

栓抜き無用の容器が増えている。おそらく栓抜きの生存環境は次世紀まではもつまい，と思わ

れる。未来の考古学者が二十世紀の地層から栓抜きを掘り出したらいったし、何に使ったものと

思うだろうか。考えあく＂；！－；）.て，祭 ffeE'.具の一種だろう， などと（現在の考古学者がよくやるように〉

結論しかねない。栓ぬきひとつに文化史があり，産業史技術史がからみ，文化人類学の対象と

なり， 経済学流通学， 商品学， デザイン学の見方がなり立つ。栓抜きの増殖と滅亡， 弱肉強

食， 自然淘汰，突然変異と遺伝法則・...・・まるで生物そっくりの様態が道具にはみられる。道具
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学はほとんどの既成の学問と関連し， その成果や方法論を導入できる学際学であり，総合の学

である。以下に思いつくままに，関連諸学とかかわるところを挙げ，道具学の位置づけを考え

てみよう。

道具の新人類 近頃の若者とわかり あえな くなった旧世代が， 彼等を新人類と名づけてい

る。新人類に対して旧世代を何と呼ぶべきか。 旧人類ではあんまりだから続弥生人と私は呼ぶ

ことにしている。ところで道具の世界でも続弥生の道具と新人類とでも呼びわけるべき様がわ

りをしている道具とがある。ここに自をつけて私は， エッセイではあるが「道具の新人類」

と題して『ベターホーム』（ベターホーム協会誌， 1987～〉に，新旧道具の比較論を連載している。
たわし

たとえば羽釜〈鍔釜〉と炊飯器， 亀の子束子とスポンジ， 鉛筆とシャ ー プペン‘ンノレ， ~~I盤と電

卓…これを本格的な研究におとせば文化史のテーマになる。 日本文化史の中で道具を扱って

いる場面は，有職故実であろ うか。河鰭実英『有職故実』（塙む房，1960）などがそのガイドフ

ックとしてある。かつての人々の生活に有職は故実にならうべき，とする道具観があり，さま

ざまな儀式， ことさら結婚式の道具立て，嫁入道具の雛型図集などが残されている。その現代

版は婦人雑誌のブライダル特集に脈々とひきつがれて，有職史料と一貫させれば結婚文化史道

具篇が成立する。道具学は文化史学と強い連闘をもってし、る。文化史学における道具史研究に

は興味深い研究が多い。ほんの数例を挙げれば角山栄町寺計の社会史」（中公新書， 1984），矢野

憲一『枕の文化史』（講談社，1985), みわしげを『石臼の謎』（産業技術センター， 1975), 出7.）＼.常

雄『ガラスの話』（新潮選出， 1983），『ガラスの道』（徳間在房，1973）など枚挙にいとまがない。

一品一冊シリ ーズでは法政大学出版局「ものと人間の文化史」があり， 『船』須藤利一編，

『からくり』 立川昭二， 『はきもの』潮田鉄男，『機械』吉田光邦， 『釣針』直良信夫， 『鋸』

吉川金次， 『筆』田淵鉄男， 『欽』岡本誠之， 『析』小泉袈裟男などなどがある。

暴走族とオートパイ，バイク，モーターサイクル，その歴史は変化に富んでいる。発明当初は

娯楽用であり軍事用にもちいられて急成長し，商用の運搬車として実用の時期も永かったが，

現在は再び高度なファッション性をもったスポーティーな遊具となっている。そのオートパ

イ〔及びタノレマ〉を徒党を組んで・ぶっ飛ばすという利用方法が1970年代に盛況をきわめたが， こ

れは「都市の文化人類学」のテーマとして研究されてきた。道具学は文化人類学とも深い関係

をもち，道具文化人類学が充分成り立っし道具の存在を軽視しがちな文化人類学の道具篇を
しゅ

サポートする機能も有するであろう。道具特定の種に焦点をあてた好著で、は深作光貞『衣の文

化人類学』（PHP, 1983）が方法論的にも面白い。文化人類学で直接的にものに関する研究は

少ないが， 贈与論がものにかかわっている。 この関係でかなり体系的にまとめられたものに伊

藤幹治 ・栗田靖之編著『日本人の贈答』（ミネノレヴァ書房， 1984）がある。木書に所収のフィ ーノレ

ドワーク的調査のひとつ粟国「心理的評価と互恵性について」は大企のサンフ。ルと精密な質問

項目によって見事な方法論的展開をおこなっているが結論は，ほとんどが「どっちでもなし、」

の応答が突出して，贈答の心理はつかめない，という結果になっており，方法のたて方のむづ
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かしさに思し、を深く したものであった。

首吊りとモク拾い一一首吊りが出たらすぐ知らせろ， と知友に命じた変人が昭和の初期，東京

近郊井之頭公園近くに住んでいた。知らせをうけると飛んでいってどんな樹をえらんだか。紐

でぶらさがったのか帯をもちいたのか，下駄，靴を脱レでぶらさがったなら揃えかたはどうだ

ったかと詳細に記録した。その変人こそ，考現学の始祖，今和次郎であった。今和次郎とその

仲間たちはほかにもさまざまな調査をやった。銀座と横浜でモク拾いを して，煙草の種類と吸

いのこしの長さとの関係を調べたり，通行人の風態を刻銘に記録して統計をおこしたり，新

婚家庭や下宿人，山の手下町のもち物調べをおこなって比較したり。今和次郎はそうした一連

の調査を総称して，現在を調べるのだから考現学と命名したが，一見あそびのような調査をつ

うじて， じつはフィー／レドワ ークの方法論をうちたてていったのであった。藤森照信『路上考

現学」はその方法をじかにうけついだものだが， フィ ールドワ ークの方法論は生活学，社会学

等さまざまな場面で応用されている。道具の現在を把握するにも道具考現学とでも称すべき方

法の体系が有効である。日本生活学会道具・住居部会「食住システムの研究」 （〔財〕ベターホー

ム協会助成研究〉は農山漁村と都市部のフィ ーノレドワーク，GK道具学研究所「台所類型研究」

は都市部の住居に踏みこんで徹底した記録をとって分析する考現学の手法をとったフィ ーノレド

ワークの成果である。

貝鍋と貝杓子一一先述の「鍋の変遷」展示監修に際しては，完壁なる鍋の通史を形成するため

に原始から近世までを考古学に，近世の一部を歴史考古学に頼り，近世については民俗学，民

具学に頼った。その際にきいた話では，現在東京で江戸時代を堀っているのは縄文弥生の専門

家たちで，近世の生活道具への素養を欠いているため，発掘品の同定に苦しんでいるという。

たとえば忽然と貝殻が出土する。必ず穴がひとつあいている。それが判らない。組をとおして

飾りものにでもしたかと類推していたとし、う。じつは貝杓子なのである。考古学は一般に土器

に関心を集中してはじまったために土器の文様とそれによる編年の研究は精綴をきわめている

けれども，その用途についてはほとんど研究が進んでいない。同展に出雲と秋田の貝鍋を出展

したが双方とも大変おおきな堂々たるものであった。貝殻は杓子や鍋に簡単に利用できるもの

だから縄文弥生に貝を鍋や杓子に使った形跡はないか，と問うたところナイとし、う。あるいは

土器に固執するあまり貝殻が出土しでもかえりみなかったのではないかと私はうたがってい

る。総じて考古学には生活研究が欠落しており，私は縄文・弥生生活学を提唱している。そう

いう視点が充分に加味されるなら，考古学はほとんど道具学といってよい学聞になるだろう。

考古学でも土器ばなれの試みや土器の使われ方を追求する研究者のニューウェープが臼本でも

ここ十余年来まきおこってはし、る。土器の所有論や煮炊きの分析は奈良国立考古学研究所の佐

原真が斯界に指導力を発揮しており， 土器ばなれとしては岩波正夫『原始技術入門』（新生出

版， 1976）などの実験考古学が拾頭してきている。

道具生態論 玄関には靴や下駄があり，靴磨きの道具，靴べら，傘などが集っている。 こう
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した道具たちは決して座敷へ上っていこ うと しない。家の中でも屋外でも， 道具たちはそれぞ

れの生活形にしたがって，動物や植物がそうであるように棲みわけをしているのだ。 1960年代

にGKでは川添登 ・栄久庵憲司を中心にこうしづ議論と観察を重ねて道具の存在の態様を生物

学，生物生態学にあてはめてる生物アナロジーによ る道具論を形成した。その考察は1973年京

都でひらかれた世界インダス トリ アルデザイン会議で， JII添登によって発表され『世界インダ

ストリアルデザイン会議・会議録』（鳳山社， 1974刊〉に収録されている。生物の生態をみる見

かたで、住居内のものの楼みつきかたを見ょうと した意欲的研究に商品科学研究所＋ CDI『生

活財生態学 現代家庭のモノとひと』（リプリポート， 1980), 『生活財生態学H』 （商品科学研

究所，1983〕がある。限定されたタイプの住居の中にあふれる生活財をもれなく挙げ，そのか

たよりと屋内での分布，使われ方を経時的に調べ，また欧州と比較して家庭生活の成りたちと

変化の方向性を見ょうとした研究であった。

かざり時計一一道具学が生物学に学ぶべきは生態の研究方法のほかに形態論，分類論，進化論

など多様である。形態論ではGK道具学研究所「道具形態の分類学的研究一一時計」（1975）が

ある。さまざまな態を装っている時計を昆虫採集のように採集し， その態のりかたちを見出そ

うとする研究で， デザインの側からみれば造形論， 装飾論にあたる。 Timekeeperの名の示

すごとく，時計の物的な機能は時を示すことに尽きる。なのに千差万別の装いがある。そこに

意匠造形の基礎原理を見ょうとした研究で，造形のよりどころを何によっているのか，その例

をあげれば次のような要因があげられる。①ひたすら時間の明示に徹することがかえってデザ

インの決め手になっている「時間表示の形態」，②宝石やペンダン トのような形をよそおう

「装身具の形態」，③石，ガラス，木材などの素材を大きく見せる「素材強調の形態」，④それ

自体が絵画の額をよそおう，あるいは絵画の中に時計を埋め込んで飾り物ふうにする「額縁の

形態」，⑤家庭電化製品をよそおう「家電の形態」などなど。

ワープロ進化論一一生物が時代を経て変化する，その法則をさぐろうとする研究を一般に進化

論と呼んで、いるが，その意味で道具の進化論も成り立ちうる。 GKでは道具進化の系統樹をさ

まざまに想定してきたが，道具の変遷を辿る道具史が描ききれていないために，あやふやなも

のしか描けなかった。そこで， 目をつけたのがワードプロセッサーである。ワ ープ戸はごく最

近に発生してさまざまなヴァリエーションをうみ出しつつ，激しい競争をつづけながらおびた

だしく世にはびこって生存圏をかちとったものである。 1978年に祖型が発売されてからわずか

7年間のあいだの壮大な進化と淘汰の様相を図式化し分析したのがGK道具学研究所「電子機

器進化論 I一一ワードプロセッサー」（1986）である。道具生態論とは， 道具が主体となっ

て，それをつくった人聞をも道具が生きてゆく環境のひとつの要素とみる「道具主体環境系」

というものを認めることになる (Jll添〉。従来， 人聞を主体にして，人聞をとりまく環境のひと

つの要素と してきたこと自体が， 人間と道具との聞にさまざまな行き違いをうみ出してきた原

因だったのではないか，とする見かたが成立してくる。道具主体潔境系を認めるか否かは，哲
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学の問題にかかわってくる。栄久庵憲司は『道具の思想』（PHP出版，1982）でこの点について

次のように言っている。「日本人が道具に心がある， といってもさほど異和感を感じないのは，

道具に生きる意志のあることを暗々裏に認めてかかっており，道具との共生観を認めているか

らではないか。 日本人の心性の根幹をなしている輪廻観も， ことばをかえていえば共生観であ

る。そして宇宙を支配するおおいなる意志が，人聞をして道具をつくることを許したもうた。

道具の意志，世に生まれ出たい，生きて繁殖していきたいとし寸道具の意志を人聞がうけて立

ち，道具づくりにはげむ歴史を拓いてきたのである」。論がここまでくると， 是も非もない。

このような説明を容認して，世界認識を構築していくか否かの態度の選択にかかわってくる。

このよう，な思考は，今西錦司の到達した今西進化論の地平にi.,.，＼，、｜降り，軟着陸しうるものであ

る。なぜ、ならそれは日本人の宇宙観，自然観，生物観に根ざした共有の地平だからである。今

西錦司最初の理論的著作にして遺言の書でもあった 『生物の世界」（弘文堂， 1941. ベージは講談

社文庫， 1972による〉では「生物がこの世界に生れ， この世界とともに生成発展してきたもので

あるかぎり，それが空間的即時間的なこの世界の構成原理を反映して，構造的即機能的であ

り，身体的即生命的であるというのが，この世界における生物の唯一の存在様式でなければな

らぬと考える」（p.45）。「その構造的即機能的ということはもはやこれを生物に限られた存在様

式と見なし難し、ことになって」（p.47） 「すなわち相異に着目するならば，人間，動物，植物，

無生物というごときものはそれぞれ異ったものであろう。 iしかしまたその共通点に着眼したな

らば，人間，動物，植物，無生物はすべてこれこの世界の構成要素であり，同じ存立原理によ

ってこの世界に存在するものであるということができる。しからば生命といえどもこれをかな

らず生物に限定して考えねばならない根拠はない（後略〉」（p.48）「生物は環境をはなれては存

在し得なし、」生物とは「環境をも包括したところの一つの体系」とし、う推論が重ねあわされて

「もとをただせばみな同じ」ものがさまざまな社会をつくっている，のであり，生物社会と人

聞社会と，道具社会はそれぞれを主体的存在と認めれば類比し あえて，その社会がみえてく

る，というオっけで、ある。

生物学から道具学が学ぶべきは進化論に加えて形態学と分類システムがある。養老孟司『形

を読む一一生物の形態をめぐって』〈培風館， 1986）では形態学でいわれている ことではなく ，

形態を見る，とはどういうことなのか，を正面から問いかえす形態学総論として，道具の形態

についての見かたを立てようとすると き，先行思考のガイドラインとしてまことに有益と思わ

れる。道具にとっての分類学の確立は，生物学におけるほどスタティックなものにはたして成

りうるかどうかは，はなはだ心もとない。じつは生物分類さえ，かなりゆれうどいている。理

由は，あまりにもグラデーションを方向の異なる価値観がまつわりついていることと，道具相

互の全体や部分の組み合せが人間の発想によって，いかようにも組みかえられるからである。

生物では異種聞の配合は不可能という種のルールが分類のコ ードを支えているが，道具にはそ

のようなコ ードがないからである。ーーもっともこの点は，遺伝子工学が発達すれば，現在の
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生物分類も崩壊の危機にさらされよう。 いづれにせよ，実用的分類は，たとえば職業別電話帳

や，特許庁の意匠商品分類などさまざまな形でおこなわれ，活用されているが，理論的体系は

なく，理論的体系をもった分類は，かりに成立したとしても実用とはほど速いものになる。 し

かし，理論的分類を試みる ことは， 道具世界の成り立ちを理解していく 手段と しては，おおい

に役立つであろう。

一軒の家に四万点一一生活の身辺にあふれるもの，それをみる見かたに，一点凝視型，ばらば

ら散見型，そして類型モテ、ノレ型とがある。一点凝視型一一ーひとつのところ，あるいはひとつの

ことを徹底して見る。 この方法に徹しているのが真島俊一 ・相沢蹄男（ともに日本生活学会理

事〉たちである。 中鉢正美編著「生活学の方法』〈ドメス出版，1986）に両者の論文が収められて

おり，彼等の永年にわたる「おびただしいものと共に生きるヒト」の姿をとらえようとした手

法がうかがわれる。同書に「村に入って」 (pp.243～260）を執筆した相沢は1967年福島県の古

い宿場，大内に入札住居と道具の悉皆調査と経年変化を追いつづけるうち，村の共同体と一

体になって保存運動に深入り していった。なお相沢らは後述の真島流の悉皆調査を東京都下で

もおこない， 「身辺にあふれるもの」の実態の記録をも とに，分類方法を編み出そうと苦闘し

ている。 真島俊一「住まいと道具」（pp.166～185）には こんな記述〈筆者要約〉がある。 「佐

渡 ・小木岬の一軒の家，文化年間から続いている家で現在専業農家の四人ぐらし，には，43,477 

点の「ものと道具」があった。そのうち約80%が昭和30年以後のもの。つまり文化年間以後の

「民具」といわれるそノの体系の上に，最近急激に工業製品がおり重なった二重構造をなし

後者が前者の三倍の勢力を占めている，という歴史的変転の実相が把握された」のである。な

お真島の主宰する TEM(Tool, Envilonment, Man）研究所の労作には 『図説佐渡金山』（ゴー

ルデン佐渡，1985）たる快著もある。佐渡金山の沿革，そこでおこなわれた鉱山技術のすべて，

これを管理した制度，そしてここに働きにきた人々の展開した生活の実体，もちいた道具から

集住した地域の都市装備までが詳述されている。 一地域の産とその周辺を描ききる ことによっ

て，おのづから産業技術と生活道具との相関までが描き出されることになった貴重な視角で‘あ

る。ばらばら散見型の道具生活学的考察には，工芸からインタ ーストリ アルデザ、インに転じた

秋岡芳夫の最近の一連の道具ばなし，秋岡芳夫『割ばしから率まで』 (1971）ほか，およびデザ

インとユーザーを直結する「モノモノ運動」が，デザインする側の限をとおしての，道具の見

方，産業のありかた論として貴重である。一方，工学者の白から生活をめぐる道具と環境の，目

につく一点一点についてことこまかに比較技術論的みかたから記述を試みている佐貫亦男『発

想のモザイク一一技術開発の民族風土』 （中央公論社， 1972）「ドイツ道具の族」〈光人社， 1985)

および技術をデザインマインドで見つめた一連の著述は，道具学における技術への視点として

示唆すると ころが大きい。

税金の文化的意義一一一売上税問題が世上を沸かせた矢先きであるが，その本質は文化問題に

あり，民活の可能性にかかわる失策であった筈である。経済のための政治，という意味で，政
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治学と経済学が民衆の道具〈消費財〕 ＝国富のあり方に直接負うところは， それらの学聞がほ

とんど無視してかかっているにもかかわらず，たいへん大きなものがある。売上税の原型に物

品税にあり，物品税がし、かに生活文化の抑圧，ないし限定をもたらし，道具の形を規定してき

たか，とし、う道具法法律学なる研究分野の存在意義を示した研究に山口「物品税をどうまぬが

れるか」 （室内，工作社刊， 1982.7～83.のがある。

物品税法に二次大戦の戦雲色濃くなりつつある昭和12年，国民の賀沢をおさえ，軍需物資に

おきかえるために突出された法律で、あり，国民生活にあまりに直接的に介入することをはばか

つて政府は「戦争終結まで」の期限つきの「緊急勅命」として発布されたものが戦後に生きの

こったものであった。

物品税法はその伝統にしたがって，国家が国民にとって賛沢とみなすものを，時代の流れに

そってえらび出し（現行約500品目〉，約17種類に分類して，賀沢度によって税率を定めている。一

国の道具観は，その政治学，経済学的見地から法律学的認識の上に立って，税法というかたちで

発露される「行政道具学」の実践なのである。たとえば電気洗濯機は敗戦直後は賞沢品と見な

され物品税率が高かったが，業界が「生活文化向上の必需品」と認知させる運動をおこし，税率

が引きさげられて普及しはじめた。施策を反映した行政上の解釈が現実の道具世界をこのよう

にして動かしていく実質的なパワ ーとなっていることに留意されたい。物品税法では，長椅子

を賀沢品として目をつけ，二人以上坐れる八万七千円以上のものを課税対象としたので日本で

は安物の長椅子と，バラバラ椅子文化が発達する，とし、ったふうに影響が及んでいる。建築基準

法をはじめとする技術法規が，日本の物質文化を束縛していること，想像以上のものがある。

産業成果物に対してのユーザー，生活者側から見たさまざまなレベルで、の論究，批判，たと

えば暮しの手帳 ・商品テストからラノレフネーダ一流の告発まで，生活者と産業技術をむすぶ道

具学的視点の，世におこなわれている論究は多い。意外な結びつきの発見できた政治，経済，

行政，法律学のみならず，さらに住居学，民俗学，民具学，民芸諭，農業学，心理学， 言語学，情

報科学，電子工学，商品学，広告学，デザイン学，博物学，展示学，産業学，者I＼市学 （都市環境

論，コミュニティー論〉 まで，それぞれに道具学的視点にたつことによ ってク リアーされる部分

をもち，それぞれの学において大きな研究テーマを秘めている。そうして諸学問分野での道具

学に関連する研究実績も多彩で、あり，語るべき事柄は多いが，紙面の都合で次の機会に譲る。

おわ りに

道具学は，人間と生活にかかわるすべての学聞に，往々にして欠落しがちな具体的なものと

人との接点，道具＝人工物＝物品への注目をうながし， みずから研究観察にとり組み，諸学を

補佐していく，百学補佐にその役割を果たしていこうとする性質をもっ総合学である。産業技

術にとっては，産業技術が人間と生活に果たした影響を立証する，産業技術の鏡像をつくるよ

うな位置にあって，産業技術史学を補佐するおおきな役割をになっているといえよう。
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