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アレピ工 業 史の 実 相＊

高 橋雄 造林

はじめに

テレビ技術 ・テレビ工業について科学技術

史家のあいだに不十分な理解があるようなの

で，ここに歴史上の重要な事実をいくつか説

明したい。小稿は，1994年 7月の日本産業技

術史学会年会におけるテレビ受像機技術の形

成に関する発表に触発されて書いたものであ

るが，その発表への批判というよりはむしろ

科学技術史家が持っている先入観への批判で

あるので，『技術と文明」誌上で公開したい。

(1)米国のテレビは第二次世界大

戦で阻害されなかったのか

日本のテレビ技術は，米国のそれにくらべ

て遅れていた。その遅れの原因と して，第二

次世界大戦中にテレビ研究が禁止されたこと

と，戦後はGH Qによ って禁止されたことの

ふたつ（だけ〉を挙げるのは妥当であろうか。

米国では，第二次世界大戦はテレビを阻害し

なかったのであろうか。ヨ ーロッパ諸国では

どうだったのか。歴史上の事実を見ると，テ

レビ放送の開始は米 ・欧 ・日で戦前にそれぞ

れの程度はあっても相当に準備が進んでい

た。イギリスでは戦前の1936年にBB Cのテ

"' 1994年7月10日受理

判東京農工大学工学部

レビ定期放送が始まったが，大戦前夜の1939

年9月1日にテレビ放送は中止された。 BB 

Cのテレビ放送蒋聞は1946年9月，イギリス

における商業テレビ放送の開始は1955年であ

った。日本では1940年に予定されていた東京

オリンピック大会にむけてテレビ放送が準備

されていたが，テレビ本放送は戦後の1953年

になってから始まった。米国では，1941年に

NTSC テレビ方式が決定し，同年に最初の

商業テレビが開局したが，テレビ放送の本格

化は戦後に持ち越され，局数が急激にふえる

ようになったのは1948年になってからであっ

た。日本のテレビだけが第二次世界大戦のゆ

えに立ち遅れたとは，言えないのである。お

くれの年数は大戦があったことによって，縮

まった。日本の立ち遅れ→戦争や占領軍が原

因という考えは，研究のはじめからの先入観

ではないであろうか。あるべきもの ・自然に

発達するはずのものを間害した要因をさがす

のが，歴史研究であろうか。そこには，前者

が善であり後者が悪であるという図式がすで

に用意されてはいないか。これは，進歩のイ

デオロギーではないだろうか。進歩の史観は

科学者 ・技術者にはなじみやすいけれども，

(1) 日本放送協会編，「世界のラジオとテレピジョン』，日本放送出版協会，1965年の当該国の項を見よ。
Jonathan David Levy, Dijf usion of Technology and Patterns of International Trade, The case 

of television receivers, Ph. D. Thesis, Yal巴 University,1981, p. 178の Table5-1も参照。
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技術と文明

歴史家がこれにとらわれてよいであろうか。

テレビが第二次世界大戦で阻害されたの

は，日本に特有のことではなく，欧米と共通

であった。大戦によりテレビの発達は遅れた

けれども戦後にテ レビ放送は結局実現し

た。テレビというメディアが実現し大衆社会

化を加速したということを重視すべきであ

る。欧米との遅れの違い という特殊性より

も遅れはあ ってもテレどが大衆社会のツー

ノレとなるとL、う普遍性が重要である。戦争に

よる遅れよりも，商業テレビ放送の開始に注

目すべきではないだろうか。戦争の影響を論

じるならば，第二次世界大戦をへて欧米 ・日

本とも社会の構造と習慣に大変動があり，そ

れがテレビ放送 ・テレビ工業のありょうを変

え，そのテレビがまた大衆社会の駆動力とな

ったと考えるべきである。 “遅れ”を言うな

らば，第二次世界大戦で、遅れたからこそ戦後

日本のテレビブーム（これに先立つラジオブー

ムも〉は急激かつ大規模であった。その後日

本の電子工業 （特に民生エレクトロニ クス〉は

欧米のそれに追いつき追越して世界市場を制

覇したが， “躍進”は戦後のラジオ ・テレビ

ブームから準備が始ま っていたのである。 こ

のようなダイナミズムは，上記の普遍性を無

視すると見逃してしま うであろう。その後の

開発途上国におけるテレビの普及も，この普

遍性の文脈において理解されるべきである。

(2〕テレビは総合技術である

テレビは，狭義の技術としても，広義のテ

クノロジーあるいは工業としても， 総合技術

である。テレビは，発明発見物語にあるのと

は違って，撮像管等々といったキーデノミイス

ができさえすれば実現するわけで、はないので

ある。

まず，狭義の総合技術としての性格を説明

9巻2号（194)

しよう。 先行する ラジオにく らべて，受信機

（受像機〉を例にとっても， テレビはずっと

複雑である。テレビ受像機の回路を構成する

部品数はラジオ受信機より約l桁多く，消費

電力も数百ワ ットであって （真空管式の場合〉

ラジオよりも 1桁多い。 テレビ受像機の回

路 ・部品は，超高周波（VHF）・パルス ・高

電圧 ・高温等々の条件に耐えなければならな

い。組立 ・調整もラジオ受信機とちがってこ

みいっており，念入りに考えた製造技術が要

求される。 従って，テレビ受像機製造には電

気 ・機械 ・化学をあわせた技術が必要であ

る。

広義の総合技術と してのテレビは，テレビ

カメラ ・送信機 ・アンテナ ・受像機といった

ハードだけ な し 放 送 が ないと成り立たな

い。AMラジオとちがって，テレビには放送

方式（米国 ・日本のNTSC方式，ヨーロッパ諸国

のPAL方式等といった方式〉の標準化が不可欠

である。放送電波を出すことには，法の規制

を受ける。テレビはこれらの制度（institution.

当今はやりの言葉でいえばインフラ〉がないと，

成り立たない。 放送には，電波を出すだけで

なく番組をつくるにも 〈今の言葉で言えばハー

ドだけでなくソフトにも〉巨額の費用がかかる。

テレピは，こ ういう意味においても総合技術

である。

メーカがテレビ受像機の量産 ・大量販売体

制にはいろうとしても，放送しているチャ ン

ネノレ数が少ない，放送時聞が毎日わずかな時

間しかない， だから受像機が売れない，受像

機が普及しなし、から番組にスポンサーがつか

ない，放送局も放送時間もふえないといった

悪循環が，テレビ放送の初期にはあった。 こ

ういった事情は3 テレビを広義の総合技術と

して見ないと理解できないのである。

テレビは，メ ディアであるから自己宣伝作

(2) 拙稿， “戦後日本における電子部品工業史”，『技術と文明』，9巻 1号，1994年，63～95頁。
(3) 向上。

(4) Levy （注1), pp.118-125. 
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テレピ工業史の実相（高橋）

用があり，受像機普及率がある程度まで高く

なると，それ以後の普及に拍車がかかる。 こ

ういった側面は，本稿では立ち入らないけれ

ども，重要であって，テレビ技術にも影響を

及ぼす。

テレビ受像機を売るには，販売網だけでな

く，修理サービス網も必要である。真空管式

のテレビの時代には，故障と修理がつきもの

であった。 1960年前後には東京，大阪ほかに

テレピ修理技術者養成学校が十数校もあっ

た。日本製テレビ受像機が米国市場を制覇す

る過程では，消費者からみて行き届いた故障

修理サービスをしたことが，重要なファクタ

ーであった。

このように，テレビは総合技術としてとら

えるべきである。発明発見物語の延長でテレ

ビの歴史を見ることはできないのである。

(3）大手メーカはテレビ受像機技

術のキャッチアップをしたか

欧米技術へのキャッチアップの類型をさが

すことは実証技術史とは無縁であるはずであ

るが， まま行われる。 この手の“電子工業

史”によれば，主役は，官であり，大学であ

り，大メーカである。歴史上の事実として，

大メ ーカ親，テレビ技術のキャッチアッ プの

主力であったのだろうか。

これはテレビ受像機について言えば，白黒

テレビ受像機のキーパーツであるチューナ ・

偏向部品 ・フライパックトランスは相当程度

中小専門メーカによって国産化されたので・あ

る。この歴史を述べるには第二次世界大戦前

からの日本のラジオならびにラジオ部品技術

のあゆみを説く ことになるが，詳しくは筆者

の前稿を参照してもらうとして，簡単に要約

しよう。第二次世界大戦のラジオブームは華

々しかったけれども， これの中心をになった

高周波部品メーカ （ラジオコイノレ，可変コンデ

ンサ，中間周波トランス等を製造する中小専門メ ー

カ〉はラジオブーム後に来るべきものとして

テレビを考え，テレビ部品製造に転向しよう

とした。高周波 ・巻線を手がけてきたこれら

メーカは，他のメ ーカよりも上記のテレビキ

ーノミーツ開発に適していたことは，見やすい

道理である。これらテレビキーパーツにはそ

れまでの部品と全く異なる技術が要求され，

それについては大手メーカどころか日本では

だれも経験も知識もなかった。こうしづ状況

にあっては，一番強いのは自作ファンである

アマチュアで、あり，エンジニア ・アントレメ

プレヌ ーノレの中小メーカであった。 “日本ア

マチュアテレビジョン研究会”（J AT, 1949 

年発足〉，部品メーカによる“テレビ部品研究

会”（TVK, 1952年結成〉， およびTV Kを指

導したNHK技術研究所の果たした役割は没

することはできない。これら 3者のいずれに

も言及せずに， 日本のテ レビ受像機技術史を

論ずることはできない。

のち，テレビ受像機製造は大手セ ットメー

カの制覇するところとなった。これら大手メ

ーカが刊行した社史等によれば，キーパーツ

であるチューナ ・偏向部品 ・フラ イパックト

ランスは内製して受像機をつくったことにな

っている。事実は，大手メ ーカのテレビ受像

機製造たちあけ．にあたっては，前記の中小専

門メーカの技術を借用・買収して移転したケ

ースも多いのである。大手メーカの聞き取り

をする歴史家はこのことを忘れずに，調査し

てもらいたい。

TVKの専門メーカの貢献は，さらに受像

(5) Vincent A. LaFrance, The United States Television Receiver Industry: United States vesus 

Japan Ph. D. Thesis, University of Pennsylvania, 1985, pp. 431-437. 

(6）拙稿（注2）。
(7) よく似た歴史がテープレコーダ普及の初期にくりかえされたことを，指摘しておこう。ハイファイ ・
ステレオといったオーディオの普及過程でも同様のことがあった。
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伎術と文明

機回路の標準化にも及んでいる。テレビ受像

機の回路構成 ・回路接続には， 2機種と して

同じものはなく ，機種が違えば回路は必ず相

当に異なるということが， 日本でも米国でも

常識であった。同一機種でも，異なる回路パ

ージョンがあるのも珍らしくなかった。その

理由は，受像機技術と部品が発達中であって

新しい回路が考案されたこともあったが，テ

レピ受像機の回路 ・部品が前記のように非常

に苛酷な条件下で使われたことにあった。回

路のパージョ ンが多いことは，必要な部品の

種類数が多いことでもあり，受像機製造の面

から見ても保守 ・故障修理サービスの面から

見ても，回路の標準化が求められていたわけ

である。 TVKは， NHK技術研究所指導の

もとに，受像機の標準回路を 5種類発表し

た。この回路はTv K型とよばれ，スタンダ

ードとなった。日本のテレビの大手メ ーカの

テレビ受像機も，多くはTVK形回路をもと

に設計 ・構成されたのである）。テレビほか電

子装置において回路決定がどんなに重要かは

論じるまでもない。中小メーカとNHK技術

研究所の寄与は，このように大きかった。

だから，欧米技術へのキャッチアップをやっ

たかどうかの主役として大メ ーカだけを想定

するのはすでに大変な偏見であることがわか

る。

(4）大手セットメーカ ・真空管

メーカ・ブラウン管製造

日本のテレビ受像機拝術史における中小メ

ーカの活躍は上記のごとくであったが，その

後，テレビ受信機製造は大手メ ーカが制覇し

(8）拙稿（注2）。

9巻2号（196)

た。 これら大メ ーカのうちでは，日立 ・東芝

i戸時は東京芝浦電気〉 といった総合電機メ ー

カが有力であった。これに松下電器を加えて
ω 

真空管製造者である大メ ーカが優位に立って

いたのであり，ブラウン管メ ーカの大手もこ

れらの大メーカであった。真空管製造者でな

いテレピ（およびラジオの〉セットメーカとし

ては早川電機（シャープ〉が有力で，テレピ受

像機市場シェアのトップを保持していた。受

像機の大手メ ーカであっても真空管を自製し

ているかそれとも購入しているかは，大きな

違いであった。テレビ受信機には10数本の真

空管が使われており（白黒テレビの場合。カラ

ーテレビではそのおよそ倍〉，真空管はテレビを

構成する部品のなかでブラウン管に次いで重

要であった。従って，あるテレビ受像機メ ー

カ〈この会社をA社としよう〉への真空管供給を

握っている真空管メ ーカ（B社としよう〉が

自社でもテレビ受像機を製造している場合

は，真空管供給を受けているセットメーカ

(A社〉に対して競争上甚だしく優位にある

ように見える。しかし，それだけではことは

決まらない。真空管メ ーカとしての立場から

は，真空管供給先のテレビがよく売れること

が利益であるから，供給先を圧迫するような

ことをふつうはしない。 B社が自己の優位を

利用して受像機マーケットでA社をどの程度

押さえようとするかは， B社の全体と しての

利害判断の問題であって，狭く受像機マーケ

γ トの競争問題ではないのである。この例の

示すように，これら性格の異なるメ ーカ相互

の関係や，それぞれのビ‘へイビアについて速

断することは誤りになるおそれが強い。予断

(9) 総合電機メ ーカは，重電機部門と弱電部門および家電部門を持つ。日立 ・東芝 ・三菱電機の3大総合
電機メ ーカのうちで，三菱電機だけはラジオ ・テレビを中心とする家庭用電気製品〈家電〉の分野で弱
かった。

帥 受信管とよばれるラシオ ・テレビ等用の真空管製造の大手メ ーカは，目立 ・東芝 ・松下のほか，日本
電気と神戸工業があった。日本電気は通信機の分野ではトップグループに属していたが，重電機部門を
持たず，家電部門も弱かった。神戸工業は真空管製造では名門であったが，経営がふるわず，のちに富
士通に合併された。
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テレピ工業史の実相（高橋）

をもって研究しではならないであろう。

テレビで一番重要なパーツはブラウン管で

あるからといって，ブラウン管自製かどうか

を真空管の場合とおなじように論じるのは，

まちがし、である。ブラウン管製造では問題は

ガラスの部分（パノレフeとよばれる〉であった。

テレビ用ブラウン管のパノレブの供給ははじめ

輸入に仰し、だが，米国コ ーニ ング社の技術を

導入して1954年にバノレブ製造のための新会社

旭特殊硝子（現・旭硝子〉が設立され， これが

ブラウン管製造各社に対して絶対中立の立場

で、バルブを生産供給することになった。 1965

年からは日本電気硝子が参入して，バノレブ製

造業界を旭特殊硝子と二分することになっ

た。 このように，ブラウン管をつくっている

大手真空管メ ーカであっても，ブラウン管の

バルブは外音flから購入していたのである。早

川電機がブラウン管を内製しなかったことが

この会社の意志決定であったかのように解説

する歴史家がし、るが， 真空管メ ーカでさえな

かった同社にとってブラウン管の供給を外部

に仰ぐこと には選択の余地がな く当然であっ

たはす。で、ある。

(5)R C Aの技術サービス

活動は寛容であったか

テレビ受信機の基本特許はRCAC米〉 ・E

MI C英〉 ・フィリップス〈オランダ〉が所有

していたので， 1953年から約10年間，およそ

50社にものぼる日本の大小のセットメーカ ・

部品メ ーカがその技術供与を求めた。 RCA 

は東京に事務所を設けて， 日本のライセンシ

ーに懇切な指導をしたと伝えられる。 この指

導は極めて有用であったようで，感謝の念と

ともに追憶する日本の技術者もいるし，その

寄与は事実として記録されるべきである。 し

かし，このRc Aのポリシーを温情 ・寛容と

して描き，同社会長サーノフの見識のような

ものに帰する向きがあるが， これは歴史家の

見方として妥当であろうか。

RC  Aはテレビ開発（NTSC方式となったと

ころの標準方式の開発も含めて〉に，莫大な投資

をした。この投資を回収するのにさしあたり

しかも緊急に一番重要なのは，テレビ特許の

独占を武器に他社を受像機等のマーケットか

らしめ出すことではなく，多くのテレビ放送

局を開局させ，毎日長時間の放送をさせ，テ

レビ受像機の普及〈何社製であろうと〉を実現

することであった。これは，上記（2）項に述べ

たようにテレビが総合技術であるので，当然

である。 Rc A単独ではこれらテレビ普及策

はできず，他社の力を利用する必要があっ

た。 Rc AはみずからNB Cをキーとしてテ

レビ．放送局の開局にかかわるなどの努力をし

たが，受像機については自社のノξ一セントシ

ェアが低下してもマーケットの合計台数が増

帥 日本電子機械工業会電子管史研究会編， 『電子管の歴史一一エレクトロニクスの生い立ち』， オーム
社， 1987年，297頁。

同 “ブラウン管 ・真空管生産は装置産業であり，大企業でないとできなかった”と解説されることがあ
るが，こういう論者は小規模なブラウン管 ・真空管メ ーカが相当数あった事実をどう考えるのであろう
か。ブラウン管・真空管の組立ては化学プロセスのような装置産業ではなく，労働集約型である。ブラ
ウン管については，本文で述べたようにノミノレフ・製造とブラウン管組立てを区別する必要がある。大企
業ではないブラウン管メーカとしては，たとえば仲田電機があり，ソニーがブラウン管内製を始めたと
きにはこの会社の工場を買収したのて、ある。 “……大企業でないとできないい…”とし寸表現を吟味せ
ずに使うのは，歴史家にすでに大企業信仰があるからではないだろうか。

~~ 1948年にはRc Aの受像機〔白黒テ レピ〉シェアは42.6%で第2位の Philcoは16.8%であった。 1960
年頃から ZenithがRc Aに追いつくようになり，RCA,Zenith, G巴neralElectric, Admiral がそれぞ
れ大略10%から20%を占めた。 Rc Aが社運をかけて開発したカラーテレピにおいても，同様のパター
ンが繰り返された。すなわち，1960年代中ごろまではカラー受信機のマーケットシェアはRc Aが断然
トップで〔1964年のRc Aシェアは42.0%). 1970年前後から ZenithがRCAfこ追いついて約20%で
ならぶようになった。 Levy〈注1), pp. 84-88の Table4-2, Table 4-3による。
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加すればよかったのである。他社のテレビ製

造を一刻も早くたちあげる必要があった。温

情 ・寛容に見えるRc A社の特許ポ リシーは

同社にとって死活の必要事からきたものであ

り，ことの本質は特許問題ではなかったので

ある。

特許は企業にとって蟻烈な競争のツ ールで

あるが，競争あっての特許問題である。 Rc 
Aのこの事蹟を上記のように誤解するのは，

特許をいわゆる特許係争の視点からしか見な

い， ステ ロタイプ化された先入観によるもの

である と言えよう。

(6〕カラーテレビの普及はなぜ進まなかったか

日本では，1964年の東京オリンピック大会

までにはカラ ーテレビは普及せず，続くオリ

ンピック不況 ・40年不況でカラ ーテレビは不

況を打開する大形商品として期待されたが，

そのたちあがりは遅れた。その理由として，

カラー受像機の価格がなかなか下がらなかっ

たこ とを挙げることができるが，それととも

に，テ レビ放送におけるカラ 一番組が少なか

ったこととカラー受像機普及率の低さによる

カラ一番組の伸び悩みの相乗効果が重要な要

素であった。カラ 一番組は白黒テレビでも と

もかく見えるから，カラ 一番組の少ないうち

は高価なカラ ー受信機を無理して買う人は少

なし製作費のかかるカラ 一番組をスポンサ

ーが提供しても広告効果は白黒番組とたいし

て変わらない。だからカラ ー番組の放送時聞

は伸びず，カラ ー受信機も売れない。 こうい

った事情は，（ 2）項で述べたようにテレビが

総合技術であるから，当然、のことである。ま

た，初期のカラー受像機は真空管式であった

ので，故障が多く （部品数や，大きな消費電力に

ともなう温度上昇だけを見ても，これは当然であ

る〉，修理にかかる時間と費用もいちだんと

M Levy 〈注1),pp.114-174. 

9巻2号（198)

大きく，これもマイナス要因であった。日本

におけるカラ ー受像機の価格低下は，米国へ

のカラ ーテレビ輸出の増大にも関係していた

はずである。

むすび

上記諸点のうちいくつかは，出自が文科系

である歴史家にはわかりにくし、かもしれない

が， 一方，他のいくつかは社会科学系の文献

ですでに論じられていることである。 しか

し，思うに，誤解のもとは，先行研究サーベ

イの不足ではなく ，技術 くよく言われるのは

“自主技術つを戦争や技術導入が阻害したと

いうようなステ ロタ イプへのあてはめ史観 ・

パタ ーン分け史観である。この種の先入観で

歴史学をやっていくと，科学技術史を研究し

て人々のためになるよ うにやってい るつも

り・戦争に反対しているつもりが，自主技術

崇拝から日本帝国主義の露払いに直結する こ

とになりはしないだろ うか。

科学技術史研究は，まえもって考えたノミタ

ーンやモデノレ〈キャッチアッ プ型 ・パイオニア型

とか，自主技術型 ・導入技術型とか〉に合致する

事象をさがしてそのパタ ーンやモデルの正し

さを主張することでは決してない。科学技術

政策家は，好んでこういったパターン分けを

するけれども，実証史学は本来パターンなど

を前提としないはずである。科学技術史家

は，この点をよく考慮されたい。

ステ ロタイプのひとつは，技術は官と大企

業によって担われてきたという思い込みであ

る。科学技術史家は， 中小企業やアマチュ

ア・フ ァンである個人が電子工業史上でなん

らかの役割をはたしたなど，夢にも考えたこ

とがないように見える。中小企業というと，

大企業に従属する云々ということしか考えら

れず， 中小企業が技術開発や技術文化に貢献

同 日本のメ ーカにとってのカラーテレヒ’輸出の比重については， LaFrance（注4), pp. 416-420を見
よ。
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したこ となど想像だにしない。ソ ニー ・ミツ

ミ等々の事蹟も，ベンチャービジネスが成功

して大きくなったとし寸文脈でしかとらえら

れないことが多い。こうし、う見方からは， エ

レクトロニクス・電子工業 ・エレクトロニク

ス文化の歴史および現状は，決して理解でき

ないであろう。日本の科学技術史家の主流が

マルクス主義から派生したのはかくれもない

事実であるが，革新派 ・人民のためにという

スタンスをとる科学技術史家が官と大企業し

か見ることができないのは，まことに皮肉で

ある。

以上は現在日本でテレビ技術史について論

じている科学技術史家への疑問とし、うかたち

で書いたけれども，同時に， 事実に基づいた

テレビ工業史の大要を提示したことになって

いると信 じる。創造性ある科学技術史家や電

気技術者の多数がテレビ技術をはじめとする

電気技術史をひもとくことを，心から望む次

第である。

〔追記 1995年8月28日〕

本稿は1994年7月に書いたものであり， 1年以上

を経過した今から見ると不十分な点が多いが，大幅

な変更は不可能であるので，この形で発表する。現

在における筆者の見解は，次の拙稿を見られたい。

“テレビ工業史の断面一一受像機修理技術を中心と

して’1『産業技術歴史継承調査』，新エネノレギー・

産業技術総合開発機構／研究産業協会， 1995年3

月， 41～53頁。

“テレビ国産化の歴史一一受像機キーパーツ開発を

中心にして”， 日本産業技術史学会第11四年会，

1995年，7月， 30～33頁。

“Advent of the television receiver industry in 

Japan-Role played by th巴 tinkers,components 

manufacturers, kits”， to be presented at the 

Annual Meeting of the Society for the History 

of Technology, Charlottesville, USA, October 

1995. 

制 こうし、う見方からは，小企業や工作ファン ・個人が果たした役割を評価することはできない。逆に，
創造性ある科学技術史家のうちには，エレクトロニクス史上の工作ファンの貢献を評価し，ラジオアマチ
ュア（ノ、ムトオーディオマニア ・アングラ F M放送 ・電気楽器等の歴史を counterculture 〈既存の体

制に反対する文化〉としてとらえようとする人もいる。そもそも今日の日本エレク トロニ タスの繁栄の
もとなったのは，1960年前後からの米国へのトランジスタラジオ輸出であったし，それはエノレビス・プレ
スリ ーの登場を抜きにしては語れなし、。 “白人”社会の大人から嫌われながら若者たちのアイドノレとな

ったプレスリーの成功の秘密は，黒人系音楽を“白人”が歌うというところにあった。黒人系音楽が長
らく圧迫され排除されつつも“白人”社会で大流行する基盤をすでに確保していたとし、う潜在状況があ
り， しかしなおもその音楽は黒人でなく プレスリーという“白人”歌手によって提供されなければなら
なかった。 このように，日本のエレクトロニクスの歴史は，人種差別という米国の社会 ・文化と相互関係
があって，文化をめぐるエスタブリッシュメントとアウトサイダーとの角逐にかかわっているのである。
この点については，別に述べる機会があろうが，とりあえず次の文献を参照されたい：（a)Donald J. 
Mar by，“The rise and fall of Ace Records: A case study in the independent record business", 

Business History Review, No. 64 (1990), pp. 411-450; ( b) Michael Brian Schiffer, The Portable 
Radio in American L~ e, University of Arizona Press, Tuscon 1991, chap.13; (c) Susan J. 
Douglas，“Oppositional uses of technology and corporate comp巴tition",in Will即 nAspray (edふ
Technologiocal Competitiveness-Contem少rar・y and historical perspectives on the electrical, 

electronics, and computer industries, IEEE Press, New York, 1993, pp. 208-219; ( d）拙稿（注2）。
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