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白物家電の家庭への導入と普及
－1960（昭和 35）年以前の『電機』記事ならびに日本映画の生活場面を通して－
Introduction and Dissemination of white goods to households
-Through the “Denki” magazine before 1960 and the living situation of Japanese cinema-
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Abstract We investigated the introduction and dissemination of white goods to households, through
the investigation of the literature and the scene in the Japanese movie before 1960. 1) In Japan, the
white goods had been introduced to households in the order of washing machines, rice cookers,
refrigerator, and disseminated over a short time. 2) It had been caused comparatively large difference
for dissemination ratio by means of the living standard and living area, the same tendency was existed
on a whole society in the point of desire for introduction of white goods. 3) In the cinema of those
days, the situation of 1) and 2) had been accurately reflected, to grasp concretely the change of the
life-style in Japan on visual image, it is meaningful to refer the cinema for historical material.
Keywords： 日本映画 白物家電 普及率 『電機』
１．はじめに

心とした三種の神器が取り上げられているし，鈴木淳『新

１－１ 研究の背景と目的

技術の社会誌』(6)では，ラジオ，洗濯機といった家電製品

日本における家庭生活の近代化と家庭用電気製品（以

の社会的意義について，消費者，企業双方からの視点によ

下，家電製品）の普及とは密接に関連している。多くの家

り論考がなされており，これら文献からも家電製品に関

電製品は，明治期以降にまず，欧米から輸入品としてもた

する歴史的考察が重要であることが理解できる。一方で，

らされた。大正期後半から一部の上流家庭に導入され始

未だ取り上げられていない興味深いデータが数多く存在

め，昭和初期には輸入品や海外からの技術導入に基づき，

していることを本論では指摘したい。

小型の器具類だけでなく電気洗濯機，電気冷蔵庫，電気掃

前述の『
「モノ」と女の戦後史』ならびに『新技術の社

除機なども国産化されている(1)。また，テレビの放送実験

会誌』を含む多くの文献では，家電製品に言及するにあた

も成功するなど(2)，第二次世界大戦以前（以下，戦前）に

り山田正吾の『家電今昔物語』(7) が参照されている。同文

は，既に国内において家庭電化の機運が着実に高まって

献で取り上げられている各種データは，山田の勤務して

いた。しかし，この流れは戦争突入の影響により昭和 10

いた東芝の機関誌『東芝レヴュー』や，後述する『電機』

年代半ばに一旦中断されることとなる(3)。

をはじめとする当時の専門性の高い文献を複数引用元と

第二次世界大戦後（以下，戦後）の昭和 20 年代後半よ

しているとみられる。大元となるこれら文献を特定の期

り，家電製品は再度注目され始め，高度経済成長期にかけ

間を通して改めて直接参照することにより，家電製品の

て本格的かつ急速に普及していく。同時期に，白黒テレ

導入と普及について更に詳細に知ることが可能であると

ビ・洗濯機・電気冷蔵庫が三種の神器(4)

としてもてはやさ

考える。特に，本格的な導入・普及期である昭和 20 年～

れたことは周知の事実であるだろう。その後，現在に至る

30 年代前半について，これまで取り上げられてこなかっ

まで家電製品は普及の一途をたどり，今や現代生活にお

たデータに目を向けることで新たな知見が得られる可能

ける必需品となっている。このように，戦前戦後を通じて

性に期待したい。また，従来の研究においては，生活者の

展開してきた家電製品の導入と普及について正確に理解

家電製品受容状況について具体的にイメージするための

することは，生活の機械化，すなわち家庭生活の近代化を

情報として，新聞・雑誌の読者欄や，一部の写真やイラス

考える際，非常に重要であると考える。例えば，天野正子・

ト等の限られた史料が用いられてきた。本論では，新たな

桜井厚の『
「モノ」と女の戦後史』(5)では，社会学の視点か

研究手法として日本映画の生活場面を資料とすることで，

ら女性の変容に影響を与えた「モノ」として，洗濯機を中

生活者の視点について考察するためのデータを得ること

（ 1 ）

受付 2017 年 10 月 2 日、受理 2018 年 5 月 18 日

技術と文明 別号(電子版)---jshit-e2103

を併せて試み

しかしながら，普及期に登場した多くの機体が白色であ

たい(8)。

ったことは間違いなく，白物家電は近代生活の象徴とし

産業技術に

図－１ 家電製品紹介 1953（昭和 28）年

てその色を強く認識されつつ広まっていった。結果とし

関する歴史を

て今日に到るまでこの呼称が一般的であることを踏まえ，

たどる際，技

本論では，調査対象の洗濯機，冷蔵庫，炊飯器を白物家電

術開発や革新，

と総称する。

企業努力，経

１－３ 研究の方法と対象

済面について

本研究においては，まず，普及率や購入意欲など生活者

正確に把握す

の視点が反映された文献史料を収集・整理し，家電製品の

ることが肝要

家庭への導入と普及について，その初期段階を詳細に見

であるのはも

ていく。次に，日本映画における生活場面を対象とした視

ちろんである

聴調査を実施し，文献調査の結果と映画の生活場面がど

が，一方で，そ

の程度関連するのかについて検証を行いたい。

れらの技術が

映画における生活場面を調査対象とした既往の研究と

どのような過

して，李ら（2016）による電気炊飯器の進化に関する研究

程を経て生活

(11)

者に受け入れ

資料ではないことを認識しながらも，回想シーンを除く

が挙げられる。同論文では映画が創作物であり，一次

られ，近代的

生活場面に限れば「リアリティや説得力を得るために，そ

生活の成立に寄与しているのかについても目を向けるこ

の時代の生活を一定程度，反映していると考えられる」と

とは重要であるだろう。新技術の導入により製造された

指摘している。本論ではさらに踏み込み，制作者側もまた

家電製品が，どのように家庭に導入され，普及して行き，

撮影当時における生活者であることを重要視したい。現

結果としてどのような生活の変化をもたらしたのかを各

代劇として生活空間を演出する際，当時新たな生活財と

種データにより明確にすることで，家電製品をひとつ手

して注目されていたであろう家電製品に制作者の主観的

掛かりとして近代的生活環境における技術の役割と歴史

な認識やイメージが反映されている可能性は高い。この

について考察することが可能となると考える。

ことも意識しつつ，映画の視聴調査を進めていく。

１－２ 調査対象の白物家電

以上の文献史料調査と映画視聴調査の両面から，家電

前項で述べた通り，戦後の昭和 20 年代後半には，既に

製品の導入と普及について考察を行って行く。なお，具体

多くの国内企業が，多種多様な家電製品の製造・販売を行

的な調査対象資料ならびに期間は以下の通りとする。

っていた。図－１は 1953（昭和 28）年の『東芝レビュー』

① 日本電機工業会月報『電機』
，1952（昭和 27）～1960

2 月号裏表紙に掲載された製品紹介である。
「家庭文化を

（昭和 35）年刊行分，計 108 冊

常にリードする東芝の家庭電氣噐具」のキャッチコピー

『電機』は 1948（昭和 23）年 7 月に創刊された日本電

と共に，ミキサー，トースター，コーヒーポット，コンロ，

機工業会(12) 機関誌である。当初の『日本電機工業会月報』

ボイルクッカー，アイロン，掃除機，洗濯機，冷蔵庫と，

から，1952（昭和 27）年に誌名変更し，現在も刊行が続

9 種の家電製品が掲載されている。このような状況を理解

けられている。掲載事項は「主として電機工業の経営に必

したうえで，本研究ではこれら家電製品のなかから，戦後

要なる資料，技術に関する各種の報告，海外事情の紹介，

の導入・普及期に，家事労働の変化に特に大きな変化を与

各種の参考資料,統計資料,標準規格等の外，本会における

えたと考えられる白物家電，すなわち「電気洗濯機」
（以

諸会合の議事，決議報告等であって，毎号 1,500 部（32 年

下，洗濯機）
「電気冷蔵庫」
（以下，冷蔵庫）
「電気炊飯器」

4 月号より 1,600 部）を出版して会員に無料配布している

（以下，炊飯器）を調査対象として取り上げる。なお，炊

外，一般希望者にも頒布している（原文ママ）
」とされる。

飯器については初期文献史料では「電気がま」との表記が

本研究では，調査対象期間の誌面全てを通読し，家電製品

多くみられるが，説明に「〇合炊き」といった表現が用い

に関する記事を抽出，一覧化したうえで考察対象とする。

られるなど，炊飯を行うための器具であることが明らか

② 日本映画，1953（昭和 28）～1960（昭和 35）年国内公
開分，計 152 本

であるため，本論では「電気がま」と「炊飯器」を同一の
器具と見なすこととする。

キネマ旬報ベスト・テンに選定された大手映画会社配

白物家電とは，辞書によると「
《普及し始めた当初は白

給による邦画を中心として，現在入手可能な作品を視聴

い塗装が多かったことから》冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・炊

調査の対象とする。対象作品は表－１の通りである。予備

飯器などの，家庭用電気機器。白物。
」とされる(9)。実際に

調査として，全ての映画を通覧し，家電製品が登場する生

は伊藤（2017）が指摘するように(10) 必ずしも導入初期の

活場面を抽出，各家電製品の出現件数（機体数）をカウン

これら家電は白色ではなく，本研究で取り上げる初期の

トした。その上で，本調査対象となる白物家電の登場場面

「白物家電」のなかには白色以外のものも複数含まれる。

を別途ピックアップして一覧化する。同時に，映画の筋書

（ 2 ）
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表－１ 調査対象映画一覧ならびに家電機体確認数
公開年
対象映画
数

タイトル一覧

洗濯機

冷蔵 炊飯
アイロン ミキサー トースター ポット コンロ 掃除機 扇風機 コタツ スト‐ブ テレビ
庫 器

1953（昭和 『十代の性典』 『煙突の見える場所』 『縮図』 『アジャパー天国』 『日本の悲劇』『祇園囃子』
28）
『あにいもうと』 『君の名は(第一部)』 『青春ジャズ娘』 『東京物語』『君の名は(第二部)』 『恋
計 12 本 文』

0

0

0

2

1

0

1

5

0

7

0

0

1

1954（昭和
『山の音』 『女の園』 （『大阪の宿』） 『君の名は(第三部)』 （『噂の女』） 『ともしび』 『太陽のな
29）
い街』 『どぶ』 『三つの愛』 『黒い潮』 『二十四の瞳』 『億万長者』 『この広い空のどこかに』
計 13 本

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

3

1

『浮雲』 『警察日記』 『ここに泉あり』 『愛のお荷物』 『森繁の新入社員』 『姉妹』 『薔薇いくたび
1955（昭和
か』『あした来る人』 （『たそがれ酒場』） 『女中ッ子』 『森繁のやりくり社員』 『森繁のデマカセ紳
30）
士』 『夫婦善哉』『銀座二十四帖』 『ジャンケン娘』 『浮草日記』 『生きものの記録』 『歌え！青
計 18 本
春はりきり娘』

0

0

0

2

1

0

1

2

1

8

8

1

2

1956（昭和 （『森繁の新婚旅行』） 『早春』 『風船』 『神坂四郎の犯罪』 『泉』 『真昼の暗黒』 『太陽の季節』
31）
『思いで月夜』 『赤信号』 『ロマンス娘』 『わが町』 『夜の河』 『飢える魂』 『壁あつき部屋』 『乳
計 19 本 母車』 『流れる』 『あなた買います』 『地底の歌』 『月蝕』

0

0

0

3

0

0

0

1

0

9

2

3

5

『お転婆三人姉妹』 『顔』 『黄色いからす』 『米』 『ドライ夫人と亭主関白』 『満員電車』 『ジャズ
1957（昭和
娘誕生』 『東京暮色』 （『勝利者』） 『永すぎた春』 『今日のいのち』 『大当り三色娘』 （『くちづ
32）
け』） （『海の野郎ども』） 『挽歌』 『穴』 （『鷲と鷹』） 『喜びも悲しみも幾歳月』 『青空娘』 （『純愛 １（１） 3
計 24 本
物語』） （『俺は待ってるぜ』） 『黒い河』『集金旅行』 『嵐を呼ぶ男』

1

2

5

5

1

3

1

9

4

0

7

『社長三代記』 『心と肉体の旅』 『夜の牙』 『張込み』 『錆びたナイフ』 『陽のあたる坂道』 『夜
1958（昭和 の鼓』 『明日は明日の風が吹く』 『暖簾』 『巨人と玩具』 『素晴しき男性』 『駅前旅館』 『風速 40
33）
米』 『彼岸花』 『赤い波止場』 『眼の壁』 『嵐の中を突っ走れ』 『果てしなき欲望』 『森と湖のま
計 20 本
つり』 『紅の翼』

0

2

0

1

1

2

0

3

0

16

.0

0

7

『あなたと私の合言葉 さようなら，今日は』 『社長太平記』 『風花』 『若い川の流れ』 『最高殊
1959（昭和 勲夫人』 『第五福竜丸』 『朝を呼ぶ口笛』 『今日に生きる』 『キクとイサム』 『惜春鳥』 『お早よ
34）
う』 『氾濫』 『山と谷と雲』 『貸間あり』 『世界を賭ける恋』 『男なら夢を見ろ』 『清水の暴れん
計 23 本 坊』 『人間の壁』 『にあんちゃん』 （『天と地を駈ける男』） 『愛と希望の街』 『浮草』 『男が命を
賭ける時』

2

2

3

2

0

1

0

3

2

8

11

2

13

『女経』 『鉄火場の風』 『女が階段を上る時』 『白銀城の対決』 『あじさいの歌』 『青年の樹』
1960（昭和
『娘・妻・母』『青春残酷物語』 『ろくでなし』 『天下を取る』 （『太陽の墓場』） 『喧嘩太郎』 『悪い
35）
奴ほどよく眠る』 『やくざ先生』 『日本の夜と霧』 『血は渇いてる』 『あした晴れるか』 『波の塔』
計 23 本
『おとうと』 『秋日和』 『裸の島』 『サラリーマン忠臣蔵』 『闘牛に賭ける男』

1

6

4

1

3

2

1

3

0

12

2

2

19

5

14

8

14

11

10

4

20

4

73

27

11

55

※計 152 タイトル（カッコ付の映画は家庭場面無し）を確認
※複数場面で同一機体が確認される場合は１カウントとして計上
※コタツ・ストーブについては熱源が電気以外のものが含まれる可能性もある
※1957（昭和 32）年洗濯機の（１）は電気店店頭の複数台登場場面を示す

確認機体数
計

２．家電製品の初期導入状況
初期家電製品の普及率に関するデータとしては，内閣
府の消費動向調査(14) が良く知られている。現在内閣府の
WEB サイトで公開されているデータから主要家電製品の
普及率をグラフ化したものを図－２に示す。炊飯器のデ
ータは公開されていないが，洗濯機，冷蔵庫の各普及率の
変遷を確認することができる。同調査の開始年は 1957（昭
和 32）年であり，6 年後の 1963（昭和 38）年までの数値
は「都市部」かつ「非農家」のみを対象としたものである。
このため，全国的な普及率は 1964（昭和 39）年以降しか

図－２「主要耐久消費財等の普及率」（消費動向調査より作成）

確認できないのだが，少なくとも都市部において，昭和 30
きや時代背景，描かれた家族の生活水準，地域性，各場面

年代を通じて家電製品が着実に普及して行っている様子

の状況について整理し基礎資料を作成する。

が読み取れる。また，1964（昭和 39）年以降の全国普及

以上①②より，白物家電の家庭への導入ならびに普及

率も順調に伸展しており，本調査の対象期間となる 1953

状況を明らかとする。同時に，文献史料から数値データと

（昭和 28）～1960（昭和 35）年は，家電製品の普及に伴

して得られる普及率等の情報と，日本映画の生活場面か

い日本人の生活が大きく変化し始めるタイミングであっ

ら理解される当時の生活者の家電製品に対する態度との

たことが推察される。ここで，調査開始の 1957（昭和 32）

関連性について考察を行っていく。更に，映画における家

年時点の白物家電の普及率は，洗濯機 20.2%，冷蔵庫 2.8%

電製品の取り上げられ方に着目し，視覚イメージと重ね

となっている。この数値をみると，冷蔵庫については昭和

合わせながら，初期家電製品の家庭への導入と普及につ

30 年代初頭を導入期と考えて良さそうであるが，洗濯機

いて生活者の視点からも考察を深めていきたい。

はそれ以前の導入期を経て，既に普及段階に入っている

１－４ 「導入」と「普及」

と考えられる。このため，洗濯機については 1957（昭和

普及率の解釈には慎重を期す必要があるが，「普及率が

32）年以前の普及率についても注意して見ていく必要が

10％未満の初期の段階では，世間一般では購入意欲が低

ある。

く，実際の普及率が 20％を超える頃から急速に普及のは

２－１ 日本映画における家電製品の登場場面

ずみがつき，需要が供給を上まわることが多い」(13)

予備調査で得られた日本映画における家電製品確認結

との

説があることから，本論では，普及率が伸展し，おおよそ

果を，表－１に示す。
調査対象期間の始めとなる 1953（昭和 28）年には図－

10％に至るまでの期間を導入期，その後 20％程度までの
期間を普及初期として論述していくこととする。

１で示した通り，既に一般向けの洗濯機，ならびに冷蔵庫

（ 3 ）

受付 2017 年 10 月 2 日、受理 2018 年 5 月 18 日

技術と文明 別号(電子版)---jshit-e2103

図－３「戦後に於ける
各種電機器具生産の推移」
（1956（昭和 31）年『電機』11 月号）

の製造・販売が開始され

ついて言及したうえで(16)，戦後の家庭電気器具として「調

ていた。また，炊飯器に

理用器具」｢冷房器具｣「衛生，裁縫，美容関係器具」
「暖

ついても，1955（昭和 30）

房器具」
「その他の器具及び補遺」の順に当時の各種家電

年に自動式・間接炊きの

製品を取り上げた内容となっており，各家電製品の戦前・

炊飯器が東芝から発 売

戦後を通じた変遷と今後の展望について，当時の家電業

(15)

界の見解がうかがえる興味深い文献である。以下に「衛生，

されるよりも以前に，

「電気がま」として電気

裁縫，美容関係器具」回の「洗濯機」
，ならびに「調理用

で炊飯可能な調理器具が

器具」回の「冷蔵庫」
「炊飯器」について概要をまとめる。

既に発売されていたこと

① 洗濯機

が確認されている。しか

洗濯機は大正期の輸入機導入を経て，戦前既に国産化

しながら，表－１から確

が図られており(17)，戦後，進駐軍からの発注により製造が

認できるように 1953（昭

再開された。1948（昭和 23）年 7 月に発注が打ち切られ

和 28）年から 1956（昭和

た後は，絞り機を省略し低価格を目指した大衆化や，販売

31）年までの４年間，計

方式の施策などが試みられた。その結果，1949（昭和 24）

62 本の日本映画におい

年の 364 台から翌 1950（昭和 25）年の 2,340 台と全国生

ては，アイロンやミキサ

産台数を伸ばし，これに乗じて各社が洗濯機製造に参画

ー，コンロ等の小型器具

するに至ったとされる。1954（昭和 29）年の時点で既に

や扇風機，テレビ等は散

多種多様な洗濯機が製造・販売されており，同記事では攪

見されるものの，白物家

拌式，回転式，振動式，噴流式，その他の型式に分類した

電は一切見当たらない。

うえで 16 機体が写真入りで紹介されている。

白物家電が本格的に映画に登場し出すのは，1957（昭和

② 冷蔵庫

32）年以降である。同年の調査対象映画 24 本中，洗濯機

冷蔵庫も洗濯機と同様に，戦前から国産機が製造され

1 件，冷蔵庫 3 件，炊飯器 1 件の家庭内使用場面が確認さ

ており，戦後の進駐軍の発注により製造再開されるとい

れており，以降は毎年一定数の白物家電の登場が認めら

う経緯をたどっている。1950（昭和 25）年頃に冷却装置

れるようになる。このことは，前年までの状況と比較し，

が開放型から密閉型に移行したり，使用冷媒が変更され

非常に対象的に感じられる。このことを踏まえ，まず最初

たりと技術的な改良が重ねられた。同時に小型化が進行

に 1957（昭和 32）年以前の状況について文献史料から状

したが，
「総まくり」
記事で取り上げられた 1954（昭和 29）

況を確認していきたい。

年時点においては，戦後に製造された各種の冷蔵庫はい

２－２ 文献にみる初期家電市場

ずれも「姿を消した」とされている。また，普及について

1957（昭和 32）年以前の白物家電について理解するた

も特に触れられておらず，物品税増税の影響を懸念した

めの手掛かりとして，1956（昭和 31）年の『電機』11 月

うえで「今後は更なる小型・格安の大衆化が予想される」

号記事「家庭電氣器具の普及と電力需要」を参照する。同

と言及するにとどまっている。図版として，1947（昭和 22）

記事では図－３が「戦後に於ける各種電機器具生産の推

年頃のモニタートップ型ならびに開放型冷蔵庫と，1952

移」として示されており，洗濯機ならびに冷蔵庫の国内生

（昭和 27）年に発売されたとされる小型格安型冷蔵庫の

産状況が確認できる。同図は反対数グラフとなっており，

3 機体のみが掲載されているが，現行品ではないと説明さ

線の傾斜が生産量の年増加率を示している。1951（昭和 26）

れている。

年以降の傾斜が顕著であり，この頃から家電製品の製造

③ 炊飯器

が国内で本格化したことが理解できる。背景については

炊飯器については「家庭要電気炊飯器具としては電気

後述するが，記事中では，1951（昭和 26）年頃まで戦後

かまど，電気かま，電極式炊飯器等が挙げられます」との

の回復期であった国内消費水準が，1954（昭和 29）年頃

説明がみられる。初期の炊飯器として，戦前の「電化釜」

にかけて実質的な高水準へと移行しており，この消費水

再現写真 1 件のみが掲載されているが，
「大体冬期で 45 分

準上昇に家電製品が大きな影響を与えていたと指摘され

内外で炊飯ができます」との簡単な言及のみに留まって

ている。この間，洗濯機 136 倍，冷蔵庫 15.3 倍と驚異的

おり，扱いは小さなものである。存在はしていたものの，

な供給量の伸びがみられ，家電製品の本格的な家庭への

他の家電製品と比較し，あまり評価あるいは認識されて

導入に先行して，市場への供給を意識し，企業による製造

いなかった可能性がある。
以上より，1955（昭和 30）年以前は，洗濯機について

が活性化していた様子がうかがえる。
同時期の白物家電について更に考察するために，1954

は製品開発ならびに市場への供給が充分に行われており，

（昭和 29）年『電機』5 月号から 11 月号まで 7 回に渡っ

既に導入期ともいえる状況であった様子が確認できる。

て連載された記事「家庭電氣噐具総まくり」を参照する。

一方で，冷蔵庫，炊飯器については充分な製品が市場に現

同記事は（その一）において戦前の家庭電化のはじまりに

れていたとは言いがたく，導入期以前ともいえる状況で
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表－２ 『電機』における「家庭要電気器具誌上展」記事一覧
通
号 発行年月

頁

89 1955-11 69-73

洗濯機 冷蔵庫 炊飯器
図版 図版 図版

表題（掲載家電製品）
「家庭用電気器具誌上展」
（ストーブ･あんか･こたつ･足温器･座布団類）

洗濯機の初出は 1956（昭和 31）年で，以降，1957（昭
和 32）年を除き例年 20 製品程度が紹介されている。冷蔵
庫は 1957（昭和 32）年に始めて登場し大きく取り上げら

-

-

-

93 1956-03 35-40 「家庭用電気器具誌上展 春の巻」（電気釜・洗濯機）

10

-

2

95 1956-05 51-57 「家庭用電気器具誌上展 夏の巻」（冷蔵庫）

14

-

-

機図版数が少ないが，これは洗濯機，冷蔵庫を同一回で掲

「家庭用電気器具誌上展 秋・冬の巻」
100 1956-10 55-58
（ストーブ・あんか・こたつ・足温器）

-

-

-

載したためであると考えられる。翌 1958（昭和 33）年か

れており，17 製品の図版が紹介されている。同年の洗濯

らは例年 20 製品程度の冷蔵庫が継続して紹介されている。

107 1957-05 51-58

「家庭用電気器具誌上展新製品春夏の巻（その一）」
（冷蔵庫・洗濯機）

8

17

-

108 1957-06 52-54

「家庭用電気器具誌上展新製品春夏の巻（その二）」
（電気釜・フライパン）

-

-

3

113 1957-11 46-50

「家庭用電気器具誌上展新製品秋・冬の巻」
（ストーブ・あんか・こたつ・足温器）

-

-

-

が，以降 7 製品，10 製品，8 製品と増加しており，市場へ

119 1958-05 64-70

「家庭用電気器具誌上展 新製品 春夏の巻（１）」
（冷蔵庫）

-

26

-

の定着がうかがえる。一連の記事からは，家電製品が徐々

「家庭用電気器具誌上展 新製品 春夏の巻（２）」
120 1958-06 69-76
（洗濯機・炊飯器）

17

-

7

に市場での存在感を増していった様子が確認でき，1957

「家庭用電気器具誌上展 暖房器具の巻」
124 1958-10 43-47
（ストーブ・あんか・こたつ・座布団，敷布類・足温器，火鉢）

-

-

-

（昭和 32）年頃からは冷蔵庫，炊飯器についても導入の

また，炊飯器については，初出時の 1956（昭和 31）年に
2 製品，翌 1957（昭和 32）年に 3 製品であった紹介点数

兆しが見え始めているように感じられる。

129 1959-03 64-68

「家庭用電気器具誌上展 新製品 調理用器具」
（炊飯器，電気鍋，冷蔵庫）

-

24

10

131 1959-05 46-51

「家庭用電気器具誌上展
新製品 扇風機・ルームクーラー」

-

-

-

133 1959-07 49-53

「家庭用電気器具誌上展 新製品
電気洗濯機・電気井戸ポンプ 電気アイロン・眞空掃除機」

18

-

-

の『電機』を調査の対象としている。当初は，これら文献

137 1959-11 45-50

「家庭用電気器具誌上展 新製品 暖房器具」
（ストーブ・あんか・こたつ・座布団，敷布・足温器・火鉢）

-

-

-

史料から，1955（昭和 30）年以前の普及率についてもデ

-

-

-

ータが得られるとの期待があったが，昭和 20 年代後半に

-

20

8

は試験的な調査結果(18)，ならびに既出の「総まくり」記事

「家庭用電気器具誌上展 新製品
143 1960-05 59-63
扇風機・ルームクーラー」

-

-

-

が認められるのみで，普及に関する記述はほぼ確認でき

「家庭用電気器具誌上展 新製品
146 1960-08 81-86
電気洗濯機・電気井戸ポンプ 電気アイロン・眞空掃除機」

24

-

-

なかった。普及率に関する具体的かつ広範な調査が実施

「家庭用電気器具誌上展 新製品 暖房器具」
149 1960-11 63-68
（ストーブ・あんか・こたつ・座布団，敷布類・足温器，火鉢）

-

-

-

され，結果が取り上げられるようになるのは 1952（昭和

141 1960-03

２－４ 白物家電の初期導入状況

95 「1960 年型 扇風機発表会」

142 1960-04 32-36

「家庭用電気器具誌上展 新製品 台所用品」
（炊飯器・冷蔵庫）

32）年以降である。前述の消費動向調査の開始も同年であ
り，これらを総合すると，1951（昭和 26）年頃から力を

表－３ 1957（昭和 32）年以前の購入時期（都内団地）
（単位 世帯・（ ）内推計）

年別

洗濯機

冷蔵庫

購入世帯

累計

購入世帯

累計

1954（昭和 29）年以前

87

-

2

-

1955（昭和 30）年

92

179

5

7

1956（昭和 31）年

173

352

15

22

1957（昭和 32）年（～３月）

27

379

11

33

不明

4

383

0

1957（昭和 32）年３月普及率
1957（昭和 32）年推計

（＋81）

た家電製品が，1957（昭和 32）年頃から，生活者に実感
をもって受け入れられるようになったという流れが理解
できる。
以上の理由により，1957（昭和 32）年以前の普及率を

4.8％
（464）

（54.0％）

つけ始め 1955（昭和 30）年頃までに市場を拡大していっ

0

44.5％

1957（昭和 32）年推計普及率

冒頭に述べた通り，本調査では 1952（昭和 27）年以降

（＋33）

把握することについては，今回の調査においては多くを

66

望めないとの結論に至った。しかしながら，限定的ではあ

（7.7%）

※1957（昭和 32）年『電気』12 月号記事「家庭電氣品市場調査その３ 団地対象標本調査」「（11 表）洗濯機の保有世
帯を購入時点別にみた表」「（12 表）電気冷蔵庫の保有世帯を購入時点別にみた表」より作成

るが当時の状況を理解する際に参考となりそうなデータ

※調査対象：東京都内団地 860 世帯

が１件得られたため，参考として以下に取り上げる。
1957（昭和 32）年『電機』12 月号の記事「家庭電気品

あったと推察される。

市場調査 その３ 団地対象標本調査」（以下，団地調査）

２－３ 白物家電の市場における展開
続く 1955（昭和 30）年以降，白物家電がどのような市
場展開をみせていたのかについて詳細に検証することを
目的とし，
『電機』において 1955（昭和 30）年 11 月号よ
り開始された記事「家庭要電氣噐具誌上展」の不定期連載
を表－２に一覧化する。
同記事は新発売を中心とした市販家電製品を図版（写
真）入りで紹介したもので，季節ごとに主要家電製品が列
挙されており，各製品の市場展開を概観することができ
る。調査対象期間中に確認された記事ならびに記事中に
認められた白物家電図版件数は表の通りである。
製品紹介記事となるこれら「誌上展」の初出は 1955（昭
和 30）年であり，これ以前に類似の記事は認められない。
このことからも，家電製品の本格的な導入が 1955（昭和
30）年頃からだと理解することは適当であるだろう。

では，
「白物家電」の購入時期についての調査結果が紹介
されている(19)。概要を表－３に示す。この調査は都市部団
地居住の 860 世帯を対象として日本電機工業会が実施し
たものである。炊飯器は調査対象に含まれていないもの
の，洗濯機，冷蔵庫の購入時期を過去に遡ってたずねてお
り，導入最初期の状況を知る手掛かりとなる。1954（昭和
29）年以前は累計だが，1955（昭和 30）年，1956（昭和
31）年については各年の購入世帯数が明らかとされてい
る。1957（昭和 32）年 3 月に実施された調査であること
から，同年の最終推定値を４倍程度であると仮定して作
表し，考察を行う。
まず，同調査における 1957（昭和 32）年普及率（推計）
は，洗濯機 54.0％，冷蔵庫 7.7％である。同年の消費動向
調査による普及率は各 20.2％，2.8％（ただし 9 月時点）
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表－４ 白物家電の所有状況（都市部）

（単位 ％）

年別

洗濯機

冷蔵庫

炊飯器（電気がま）

普及率

過去1年間に入手

今後1年間に購入計画

普及率

過去1年間に入手

今後1年間に購入計画

普及率

過去1年間に入手

20.2
24.6
29.3
33.0

6.8

8.0

0.8

2.8

-

8.1

1.0

2.5

5.9

7.2

6.9

7.9

2.1

4.0

8.2

8.0

7.5

7.2

2.1

4.7

9.0
15.6
20.7

-

6.9

2.8
3.2
5.5
5.7

9.7

6.7

8.0

7.1

5.9

7.0

7.2

3.5

5.7

23.5
31.0

8.2

7.0

9.7
10.1

4.1

1960（昭和 35）年 2 月

36.7
40.5

9.0

6.7

1960（昭和 35）年 8 月

45.4

8.7

6.5

95.7 ※※

6.0

7.0

37.5

8.9

5.2

1957（昭和 32）年 9 月
1958（昭和 33）年 2 月
1958（昭和 33）年 9 月
1959（昭和 34）年 2 月
1959（昭和 34）年 8 月

今後1年間に購入計画

※1960（昭和 35）年『電機』11 月号記事「耐久消費財の普及動向 消費者動向予測調査を中心として」「第 4 表 耐久消費財所有状況と購入実績および購入計画」より作成
※調査対象：全国 28 都市 4,134 世帯

※※冷蔵庫 1960（昭和 35）年 8 月普及率は誤表記とみられる

であり，団地調査での普及率は都市部(20) 居住者を対象と

頭から購入計画が常に立てられ，普及が着実に進んでい

した消費動向調査の結果よりもかなり高い数値を示して

っている様子が確認できる。一方で，冷蔵庫は，表－２に

いる。理由として，サラリーマン世帯を中心とした一定以

示されるように，1957（昭和 32）年頃から続々と新製品

上の所得階層世帯が多いことが挙げられており，同程度

が登場したものの，1959（昭和 34）年頃からようやく普

の生活水準，すなわち中流程度の家庭における家電製品

及の可能性が見えてきたという程度に感じられる。また，

の導入状況が反映されている可能性がある。

炊飯器は，洗濯機，冷蔵庫と比較し製品の市場への登場は

洗濯機は，1954（昭和 29）年以前に導入済みの世帯が

遅かったものの，1958（昭和 33）年の時点で普及率 9.0％

比較的多く，1955（昭和 30）年には 20％以上の世帯が所

と短期間で多くの家庭に導入されており，その後も飛躍

有している。続く 1956（昭和 31）年に購入世帯が急増し，

的な進展をみせ，1960（昭和 35）年には 37.5%の普及率を

流行の相を呈しているが，翌 1957（昭和 32）年には早く

示している。この間，1958（昭和 33）年の『電機』12 月

も一段落したと理解してよさそうである。他方，冷蔵庫は

号記事には炊飯器に関して，
「最近，電気がまが普及しだ

普及率そのものは低いが，
洗濯機と同様に 1956（昭和 31）

すようになつてきて以来，電気がま利用のために，かなり

年には導入世帯の増加がみられ，1957（昭和 32）年にも

の発電力が必要であるということが，世論をわかせてい

順調に普及台数を伸ばしそうに感じられる。同調査を参

ます」「……米の炊き上がりが話題になつておりますが，

考とすると，普及率の差はあれど，中流階級においては

非常にうまく炊けると答えた世帯が 41.7％もあり，反対

1956（昭和 31）年頃から実感として白物家電の導入に対

にあまりうまく炊けないと答えた世帯は，わずか 6.3％程

する意識・意欲が高まり，1957（昭和 32）年以降その傾

度で，家庭生活合理化に役立つているようです」との記述

向が加速していった可能性がある。

が確認されており，導入につれ機能への理解が広まり，結
果として普及率の伸展に繋がるという好循環が生じてい

３．白物家電の普及

たことが理解できる。

1957（昭和 32）年以降の白物家電の普及について更に

３－２ 白物家電購入に際しての経済的背景

考察を行っていく。既に触れた通り，1957（昭和 32）年

前項の記事「耐久消費財の普及動向」では所得階層別の

以降は各種調査が実施され『電機』記事中にも多くの調査

普及率についても触れられている。1960（昭和 35）年時

結果が取り上げられている。これらのデータを基に，生活

点で，
「年間所得 60 万円以上の高所得層」における普及率

者と白物家電との関係を考察していきたい。

は，洗濯機が 75.8％と既に飽和状態に近づいている一方

３－１ 消費動向予測調査

で，
冷蔵庫は 37.3％と今後の伸びが期待できるとされる。

まず，最も大規模な調査として，1960（昭和 35）年『電

また，
「40～60 万円未満の中所得層」における普及率は，

機』11 月号記事「耐久消費財の普及動向 消費者動向予測

洗濯機 58.4％，炊飯器 44.7％で急上昇中であり，これら製

調査を中心として」を取り上げる。同記事の消費者動向予

品の過去１年間購入はこの層が最多であるとされる。更

測調査は，図－２で示した消費動向調査と同一のもので

に，
「30 万円以下の低所得層」でも炊飯器 22.9％などが高

あり，ここでは，より詳細な結果を確認することができる。

普及率となったと述べられている。

「主要耐久消費財の普及状況と今後の購入計画」として，

各製品の価格が，家電製品の導入と普及に大きな影響

1957（昭和 32）年 9 月から 1960（昭和 35）8 月調査まで

を及ぼすことは当然である。ここで，1959（昭和 34）年

の結果がまとめられているなかから，白物家電について

の『電機』8 月号記事「家庭電気器具に関する市場調査 昭

抜粋したデータを表－４に示す。洗濯機，冷蔵庫と共に炊

和 33 年度大規模調査（Ⅰ）
」から，各製品の想定標準価格

飯器の普及率についても確認でき，また，各白物家電に対

を確認すると，
「電気洗濯機 24,000」
「電気冷蔵庫 62,000」

する生活者の意識が「今後 1 年間に購入計画」世帯の数値

「電気がま 3,500」の金額が確認できる。また，その他の

としてうかがえる。

家電製品にも目を向けると，「アイロン 1,200」「テレビ

既述の通り，洗濯機は，1955（昭和 30）年以前に既に

62,000」
「ミキサー 9,900」
「扇風機 12,000」
「電気掃除機

導入が進んでおり，1957（昭和 32）年頃には既に普及期

15,000」などが示されており，冷蔵庫と洗濯機がかなり高

に入っていたと考えられる。表－４からも，昭和 30 年初

額の家電製品であったことが理解できる(21)。このことか
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表－５ 農家と一般世帯の普及率比較（地方）

の導入にあたっては，各製品の価格に応じて購入の難易
（単位 ％）

年別

調査時期

洗濯機

冷蔵庫

炊飯器（電気がま）

農村

1960（昭和 35）年 3 月

10.6

0.8

7.0

全国一般世帯 1959（昭和 34）11 月

33.4

6.9

33.4

主要 28 都市

1960（昭和 35）年 8 月

45.4

15.7

37.5

東京都 23 区

1960（昭和 35）年 3 月

55.9

22.1

27.3

度に差があり，普及の背景には生活者の葛藤や，経済的な
努力があったと推察される。このような背景のもとで，高
度経済成長期の後期にかけて白物家電の普及は更に伸展

※1960（昭和 35）年『電機』12 月号記事「農村における電気器具の所有状況」「第 4 表 入手時期別比率」より作成

していくこととなる。
３－３ 地方における白物家電の普及

※調査対象：全国都市近郊・その他の農家，山間村，漁業村の 5,407 世帯

ここまで，都市部の生活者を中心として白物家電の普

表－６ 白物家電の入手時期別比較（地方）
（単位 ％ ・ （ ）内実数）

洗濯機

冷蔵庫

炊飯器（電気がま）

1954（昭和 29）年以前

年別

5.6（32）

-

1.1（4）

1955（昭和 30）年

4.2（24）

2.4（1）

2.4（9）

1956（昭和 31）年

12.8（73）

7.3（3）

4.0（15）

1957（昭和 32）年

19.6（112）

14.6（6）

13.7（52）

1958（昭和 33）年

25.8（147）

24.3（10）

35.1（133）

31.9（182）

51.2（21）

43.8（166）

100（570）

100（41）

100（379）

10.5

0.8

7.0

1959（昭和 34）年
計
1959（昭和 34）年普及率

及について概観してきた。消費動向調査をはじめとして，
『電機』で取り上げられている調査はそのほとんどが都
市部を対象としたものであるが，本項では地方における
白物家電の普及にも目を向けたいと考える。図－２の消
費動向調査において，対象が全国に拡大された 1964（昭
和 39）に普及率が一旦落ち込むことからも明らかなよう

※1960（昭和 35）年『電機』12 月号記事「農村における電気器具の所有状況」「第 4 表 入手時期別比率」より作成
※調査対象：全国都市近郊・その他の農家，山間村，漁業村の 5,407 世帯

に，都市部と地方との間には白物家電の導入・普及に際し，
ある程度の差異が生じていたと考えられる。そこで，地方

ら，冷蔵庫が高所得層，炊飯器が低所得層に比較的早く普

における家電製品の普及をに関する調査として 1960（昭

及したという状況は理解しやすい。一方で，中所得層にお

和 35）年の『電機』12 月号記事「農村における電気器具

いても，安価な炊飯器だけでなく，高額な洗濯機の普及が

の所有状況」を取り上げ，詳細に見て行くこととする。

急速に進んでいたことからは，生活者の白物家電に対す

同記事は，農林省（現農林水産省）が実施する農家経済

る期待と欲求の高さがうかがえるだろう。なお，冷蔵庫の

調査(22) の結果を一部組み替え，家電製品について，都市

普及に際しては「氷冷蔵庫」の存在が見逃せない。保冷機

近郊農家，純農村，山村，漁村地域における世帯を調査対

能のある筐体に氷と食材を入れることで低温保存を行う

象としたものである。表－５に「農家と一般世帯の普及率

「氷冷蔵庫」の普及率は，1959（昭和 34）年の『電機』11

比較」について，同調査から結果を抜粋しまとめる。

月号記事「昭和 34 年度耐久消費財需要動向調査（1）
」に

農家における白物家電の普及率は，1960（昭和 35）年 3

よると，1959（昭和 34）年 8 月末の時点で 28.4％である。

月時点で洗濯機 10.6％，冷蔵庫 0.8％，炊飯器 7.0％とされ

同調査の冷蔵庫普及率は 20.5％であるから，この時点で

る。同年 8 月の消費動向調査（都市部）の普及率は，洗濯

はまだ氷冷蔵庫の普及率が冷蔵庫を上回っていたことが

機 45.4％，冷蔵庫 15.7％，炊飯器 37.5％であるから，いず

わかる。これに加えて上記の価格差が存在したことが冷

れの普及率にも非常に大きな差があることがわかる。記

蔵庫の導入を阻害する要因となっていたのは間違いない。

事中でも「都市と農村における電気器具普及の相違」とし

なお，このような状況に対して，1960（昭和 35）年の『電

て家電製品の普及について「農家が一般世帯に比べてい

機』
3 月号記事
「昭和 34 年度耐久消費財需要動向調査
（2）
」

ちじるしくおくれていることがわかる。普及率が比較的

では，氷冷蔵庫所有世帯を対象とした冷蔵庫プロモーシ

高いテレビでも東京都の 1/6，主要 28 都市の 1/5，全国一

ョンを提案しており，普及の可能性を積極的に探ろうと

般世帯の 1/3 であり，その他電気洗濯機にしろトランジス

する動きもあったようである。

ターラジオ，電気蓄音機も，おのおの全国一般世帯平均の

購入時の支払い方法についても着目すると，1959（昭和

1/3 にしか過ぎない」とし，
「わが国総世帯数の 1/3 を占め

34）年の『電機』9 月号記事「家庭電気器具に関する市場

る 600 万戸の農家は，耐久消費財需要のマーケットとし

調査 昭和 33 年度大規模調査（Ⅱ）
」において，
「主要電

ては，これからの開拓地といえる」との展望を示している。

気器具購入の支払い方法」を確認することができる。都市

これら白物家電の導入について更に詳しく考察するため

部において購入者が，1958（昭和 33）年，1959（昭和 34）

に，表－６に同期時の「入手時期別比率」を抜粋する。地

年に「どのような購入時の支払い方法を選択しているか」

方においても，洗濯機，冷蔵庫，炊飯器のいずれも 1957

を調査した結果，東京のみを参照すると，「洗濯機」で

（昭和 32）年頃から入手世帯が増加しだし，1958（昭和

26.3％，36.2％，
「冷蔵庫」で 23.5％，31.8％，
「電気かま」

33）年，1959（昭和 34）年と目立って普及が進んでいる。

で 8.0％，
11.8％が分割払いを選択している。
いずれも 1959

所有世帯数自体は都市部と比較してかなり少ないものの，

（昭和 34）年の方が分割払いの割合が増加しているのが

導入時期自体は大幅に遅れているわけではなさそうであ

興味深い。普及につれて，多少家計に負担となっても白物

る。解説では，
「ここ数年来の豊作つづきで……」とあり，

家電を購入しようという世帯が確実に増加していったの

背景には経済状況の好転があることが示唆されている。

であろう。

以上，限られたデータのみからではあるものの，地方にお

以上から理解できるように，昭和 30 年代の普及期にお

ける白物家電の普及は都市部と比較すると低調ではある

いては，所得の高低にかかわらず，多くの世帯が白物家電

が，一部世帯による導入自体は 1957（昭和 32）年頃から

の導入に意欲的であったことは間違いない。同時に，実際

徐々に行われていたことが確認できた。しかしながら，
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表－７ 日本映画の生活場面にみる「白物家電」
公開年月

配給

フィルム詳細

『黄色いからす』

タイトル

1957（昭和 32）年 2 月

松竹

カラー 103 分

『米』

1957（昭和 32）年 3 月

東映

カラー 118 分

（1）

『青空娘』

1957（昭和 32）年 10 月

大映

カラー 88 分

1

『嵐を呼ぶ男』

1957（昭和 32）年 12 月

日活

カラー 100 分

1

『素晴しき男性』

1958（昭和 33）年 7 月

日活

カラー 106 分

1

『風速 40 米』

1958（昭和 33）年 8 月

日活

カラー 100 分

『お早よう』

1959（昭和 34）年 5 月

松竹

カラー 94 分

1

『貸間あり』

1959（昭和 34）年 6 月

東宝

モノクロ 112 分

1

『世界を賭ける恋』

1959（昭和 34）年 7 月

日活

カラー 106 分

1

『愛と希望の街』

1959（昭和 34）年 11 月

松竹

モノクロ 62 分

（1）

『鉄火場の風』

1960（昭和 35）年 1 月

日活

カラー 89 分

（1）

『あじさいの歌』

1960（昭和 35）年 4 月

日活

カラー 105 分

2

1

『娘・妻・母』

1960（昭和 35）年 5 月

東宝

カラー 122 分

2

1

『ろくでなし』

1960（昭和 35）年 7 月

松竹

モノクロ 88 分

1

1

『血は渇いてる』

1960（昭和 35）年 10 月

松竹

モノクロ 87 分

2

1

『波の塔』

1960（昭和 35）年 10 月

松竹

カラー 98 分
確認された白物家電 計

洗濯機

冷蔵庫

炊飯器

（1）

備考
氷冷蔵庫の可能性あり
茨城県土浦市駅前 家電店店頭展示（複数台）

1

1

1
2
1
氷冷蔵庫の可能性あり
飲食店店内で使用
２場面で冷蔵庫炊飯器登場（炊飯器は同一か）

1

（1）

1

氷冷蔵庫（木製筐体）

4+（1）

12+（４）

9

※（ ）内は電気製品以外または家庭内使用以外

1959（昭和 34）年時点の普及率からは洗濯機，炊飯器が
ようやく普及の兆しが見え始める段階で，冷蔵庫は導入
以前ともいえる状況であることがわかる。地方における
白物家電の本格的な普及は，都市部と異なり高度経済成
長期の後期以降を待つ状況であったことが理解できる。

４．日本映画にみる白物家電
４－１ 白物家電の登場場面
ここまで，文献調査を中心として白物家電の導入なら
びに普及初期について詳細にみてきた。本項では改めて
日本映画の視聴調査結果について考察する。
表－７に，日本映画の生活場面にみる白物家電につい
て詳細をまとめる。調査対象期間における初見は，洗濯機

図－４ 『青空娘』
（1957（昭和 32）年）

が 1957（昭和 32）年 3 月の『米』
，冷蔵庫が同年 2 月の
『黄色いからす』
，炊飯器が同じく同年 10 月の『青空娘』
であった。ただし，『黄色いからす』における冷蔵庫は，
断定はできないものの「氷冷蔵庫」の可能性が高く(23)，
「電
気」冷蔵庫の初出は『青空娘』であるとするのが適当であ
ろう。また，
『米』に登場する洗濯機は，家庭内で使用さ
れているのではなく電気店店頭に展示されているもので
あることから，家庭内使用場面の初出はいずれも『青空娘』
となる。これらを含め，洗濯機 4 件，冷蔵庫 10 件（ただ
し，氷冷蔵庫の疑いのあるものを除く）
，炊飯器 8 件が確
認された。各場面について，以下に詳細に見ていきたい。
1957（昭和 32）年の『青空娘』では，本研究の調査対象
となる白物家電 3 種が全て登場する。
登場場面を図－４，

図－５ 『青空娘』
（1957（昭和 32）年）

図－５に示す。同映画で描かれている家庭は女中が家事
労働を担う上流家庭であり，そこで主人公の女性が各種
家電製品を扱う様子がみられる。冷蔵庫，炊飯器は台所で
使用されており，洗濯機は物置と隣接した洗濯部屋に設
置されている。冷蔵庫と洗濯機は比較的大型のものであ
り，裕福な家庭の様子がうかがえる。同映画では他にもア
イロン，ミキサー，トースター，掃除機等の家電製品の使
用場面が確認できる。
同じ 1957（昭和 32）年の『嵐を呼ぶ男』では，ガウン
を着た登場人物らがダイニングテーブルで朝食を取る場
面で冷蔵庫が登場する。同じ画面で，ミキサー・トースタ
図－６ 『素晴しき男性』
（1958（昭和 33）年）
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ー・コーヒーメーカーなどの家電製品が確認できる。場面
はバンド支配人である女性の自宅ダイニングであり，比
較的金銭的に余裕のある生活が描かれている。
翌年 1958（昭和 33）年の『素晴しき男性』でも朝食の
場面で，冷蔵庫，ミキサー，電気ポット，ラジオ，トース
ター等複数の家電製品が登場する。これらは図－６に示
すように，主人公の女性が姉と二人で暮らす自宅のダイ
ニングにやや説明的に並べられている。主人公の女性は
劇団の踊り子で，青年実業家との結婚を夢見るなど，とり
たてて裕福である設定ではないが，ベッドやダイニング
テーブルの使用など洋風な生活様式を積極的に取り入れ
ており華やかな都会生活の様子がうかがえる。
1958（昭和 33）年の『風速 40 米』では，主人公女性の
家庭における台所空間に冷蔵庫，炊飯器，コンロが確認で
きる。主人公の父は新ビル建設工事を手がける工務店の

図－７ 『お早よう』（1959（昭和 34）年）

技師長をしており，生活水準は一定以上であったと考え
られる。台所にはダイニングテーブルが設置されており，
洋風な空間となっている。
1954（昭和 34）年の『お早う』では，東京郊外の木造小
住宅地に暮らす複数の家族が，家電製品を導入していく
様子が詳細に描かれている。作品のテーマの 1 つが家電
製品と生活の変化であるとも考えられる程に，各種家電
製品が小道具として有効に用いられており興味深い。同
映画に登場する家電関連エピソードを以下に列挙する。
・ある家庭の主婦が町内会費を洗濯機の購入に使い込ん
だのではないかと近所から疑われる
・多くの家電製品を所有し，テレビを近所の子どもらに開
放する若夫婦が，子どもの親たちから敵視され息苦し

図－８ 『お早よう』（1959（昭和 34）年）

さに転居する
・幼い兄弟が，父親とのテレビ購入交渉の決裂により家出
をし駅前で街頭テレビを見ているところを保護される
・定年後に家電のセールスを始めた男性が再就職祝いに
ご近所に月賦でテレビを購入してもらう
以上のように，同作品では，それ以前の映画から一転し
て，家電製品を取り巻く当時の悲喜交々が描かれている。
各家庭はさほど裕福ではなく，家電製品の購入にあたっ
てはカタログで懸命に検討を行い，月賦を用いるなど多
少苦労している様子であるが，中流程度の世帯が，周囲に
も影響されながら喜びを持って家電製品を各家庭へ導入

図－９ 『貸間あり』（1959（昭和 34）年）

していく様子が生き生きと描かれている。図－７は月賦
で購入した洗濯機を主婦が使用する場面，図－８は引っ
越しをする若夫婦の荷造り場面である。図－８では，炊飯
器以外にも電気フライパンやテレビの段ボール，電気ス
タンドなどが確認できる。
1959（昭和 34）年の『貸間あり』に描かれているのも，
決して上流ではなく，大阪のアパート屋敷(24) に下宿する
中流以下の人々の生活である。複数の一般・単身世帯が登
場し，各家庭でアイロンやコンロ，テレビ，ラジオなどが
散見される。そのうちの一世帯である夫婦の部屋の一画
に，図－９に示すように洗濯機が設置されている。洗濯機
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図－10 『血は渇いてる』
（1960（昭和 35）年）
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は 6 畳ほどの畳の間に直接置かれており，使用状況につ

に炊飯器や電気ポット，氷冷蔵庫が登場している。いずれ

いては不明であるが，屋内に大切に保管されていること

の場面における家庭の生活水準も必ずしも中流以上程度

がわかる。

であるとみられ，同程度の家庭でにおいて家電製品が着

1959（昭和 34）年の『世界を賭ける恋』では東京に暮
らす主人公の家庭の台所場面で冷蔵庫ならびに炊飯器が

実に導入されつつあった様子が確認できる。
４－２ 映画における白物家電のイメージとその変化

登場する。主人公の家庭の生活水準は一定以上であると

以上に見てきたように，日本映画の生活場面中にみる

考えられるが，全体的な暮らしぶりはさほど華美には感

家電製品は調査対象の限られた期間のなかでもそのイメ

じられない。ただし，台所空間は洋風化されている。

ージを変化させている。1957（昭和 32）年の『青空娘』

1960（昭和 35）年の『あじさいの歌』では，令嬢の暮ら

『嵐を呼ぶ男』において，白物家電は，明らかに上流家庭

す北欧風洋館の台所に大型冷蔵庫と炊飯器を確認するこ

を印象付けるための小道具として用いられている。また，

とができる。また，令嬢に想いを寄せる若手デザイナーで

1958（昭和 33）年の『素晴らしき男性』
，1959（昭和 34）

ある主人公のアパートには，ミキサー，トースターと共に

年の『世界を賭ける恋』
，1960（昭和 35）年の『あじさい

小型の冷蔵庫と炊飯器(25)

の歌』でも，上流家庭における生活文化と白物家電とのイ

が並べられている。いずれも，

豊かさの象徴として家電製品が登場している印象である。

メージが関連づけられていることは間違いない。いずれ

1960（昭和 35）年の『娘・妻・母』は東京山の手に暮ら

の作品にも冷蔵庫が登場しており，画面中の真っ白な機

す中流世帯における一族の女性達を描いた物語である。

体が印象的であった。特に，裕福な家庭が舞台であること

長男夫婦と三女，出戻りの長女が母親と同居しており，そ

が重要な設定となっている『あじさいの歌』では，本調査

の他に教師と結婚し，義母と同居する次女，事業で成功し

中最もサイズの大きい冷蔵庫が確認されている。また，上

ている次男の三家庭が描かれている。実家では，台所に冷

記のうち『青空娘』
『世界を賭ける恋』
『あじさいの歌』で

蔵庫が設置されているが，それ以外にはラジオ程度しか

は，炊飯器も台所の場面で登場している。他方，
『嵐を呼

家庭内に家電製品は見られない。また，次女の家庭でもレ

ぶ男』
『素晴しき男性』では炊飯器は見当たらないものの，

コードプレイヤー以外の家電製品は見られない。一方で，

いずれもダイニングキッチンで洋食の準備をしている場

成功している次男のアパートにはラジオや冷蔵庫，炊飯

面が描かれており，トースターやコーヒーメーカー等洋

器ばかりか掃除機までもが確認できる。

食の調理に使用する小型機器が複数認められる。各場面

1960（昭和 35）年の『ろくでなし』でも，サラリーマン

において，白物家電をはじめとする家電製品は，豊かでモ

家庭の暮らしぶりを表現するのに家電製品が効果的に用

ダンな生活を主張する小道具として使用されていること

いられている。主人公の寄宿する兄夫婦の家庭には，ラジ

は明らかである。図－６の『素晴しき男性』でみられるよ

オ，扇風機，炊飯器等の家電製品が散見される。物語のな

うな，やや意図的とも感じられる構図は，このような演出

かでは，新婚の妻が夫に相談せずに月賦で冷蔵庫を買っ

効果を意識した結果成立した可能性がある。

たことが夫婦喧嘩の元となっており，洗濯機や掃除機，テ

白物家電イコール上流家庭の生活，という図式を一転

レビを欲しがる妻をたしなめる夫に対し，近所の家庭に

させたのが，1959（昭和 34）年の『お早う』であり，ここ

はみな冷蔵庫があると妻が反論している。冷蔵庫が届い

で登場した白物家電は豊かさそのものというよりも，中

た後には，結果として，夫も冷えたビールを受け入れてい

流家庭における豊かさへの憧れを強く印象付けている。

るものの，金銭的な負担について，中流程度の家庭では少

同年の『貸間あり』
，1960（昭和 35）年の『娘・妻・母』

なくない葛藤があった様子が如実に示されている。

『ろくでなし』
『血は渇いてる』
『波の塔』などの作品でも，

同じ 1960（昭和 35）年の『血は渇いてる』の主人公は，

白物家電は必ずしも豊かさの象徴として用いられている

ある事件をきっかけとして，生活の不安を抱えるサラリ

わけではないが，しかしながらごく自然に，そして徐々に，

ーマンという立場から人気のタレントとなる。この結果

中流あるいはそれ以下の家庭へ導入されていく様子がう

であろうか，主人公の自宅居間の場面には図－10 に示す

かがえる。とはいえ，中流以下の家庭における導入は決し

ように，真新しい冷蔵庫と炊飯器が登場しており，社会的

て容易ではなかったとみられ，既述の通り『お早う』
『ろ

な成功が家電製品の導入という形で表現されている。ま

くでなし』では洗濯機や冷蔵庫の購入は月賦によるもの

た，別のシーンでは週刊誌の記者をしている人物の自宅

であり，購入者は支払いに関して少なからず不安を抱い

の畳の部屋に置かれたベットの脇に冷蔵庫が設置されて

ている。また，多少無理をしての購入は登場人物らの諍い

いる。台所やダイニングキッチンという調理の場所では

の原因ともなっている。白物家電は，上流家庭のステータ

ない部屋の，畳の上に冷蔵庫が設置されているという状

スから徐々に中流以下の家庭のあこがれとなり，多少の

況も，冷蔵庫の扱いについて考える際に手掛かりとなる

無理をおしての普及が進んだ結果，日本人の生活に浸透

かもしれない。

していった。このような導入と普及の過程を 1957（昭和

1960（昭和 35）年の『波の塔』は，政治ブローカーの夫

32）年から 1960（昭和 35）年の短い期間における映画の

と，駆け出しの検事である愛人との間で揺れ動く女性が

生活場面から確認できたことは，当時の状況を理解する

主人公である。夫の妾宅に電気洗濯機が，愛人の自宅台所

上で重要であろう。
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（昭和 35）年には都市部普及率 45.4％に及び，中流以上
の家庭に限ってみると更に高い普及率を示していた。以
上のように，洗濯機は比較的円滑に日本人の生活に浸透
し，中高所得層を中心に最も早い段階で普及した家電製
品のひとつであるといえる。
冷蔵庫は，洗濯機同様，戦前から国産化されていたもの
の，戦後の家庭への本格的な導入はやや遅れ，1957（昭和
32）年頃からようやく市場における製品展開が活発とな
った。しかしながら，普及率は洗濯機には遠く及ばず，同
年の都市部で 2.8％程度に過ぎない。高額であることに加
え，先行する氷冷蔵庫の存在も普及に影響したとみられ，
1960（昭和 35）年時点でようやく 10％程度の普及率であ
図－11 『米』（1957（昭和 32）年）

ったが，氷冷蔵庫からの買い換え需要などを見越し，導入
に積極的な意見も存在したようである。地方における導

３－３ 映画にみる地方における普及状況
最後に，地方における白物家電について考察するため
に，1957（昭和 32）年の『米』を取り上げる。調査対象の
なかで，地方を舞台にしており，かつ家電製品の登場する
作品はこの１件のみであった。物語は茨城の半農半漁集
落に暮らす人々を描いており，各家庭の経済状況はかな
り厳しいものであることがうかがえる。同作品では，家庭
における生活場面に家電製品は一切見当たらない。
図－11 は主人公の女性が密漁を見咎められ，土浦市駅
前の交番に呼び出された際に，建物の前で逡巡する場面
である。背景に家電店の店頭に展示された複数台の洗濯
機が確認できる。焦点がぼかされているため，各機体の詳
細は明らかでないが，少なくとも十数台の洗濯機が並べ
られている。地方であっても，比較的中心部に近い地域で
は，家電製品が喧伝されていたことが理解できる。しかし，
そこからバスで更に離れた主人公の暮らす地区では，旧
来の生活様式が当然であったという状況描写が印象的で
ある。同作品で登場した洗濯機が演出上意図的に配置さ
れたものか，ロケーションとして実在していたものであ
るのかは判然としないが，いずれにせよ主人公の置かれ
た貧困状況をより際立たせるために背景として写し込ま
れたと考えることが至当であろう。都市部と地方との普
及率の差が，このように映画に反映されていたと理解す
ることができる。

入も，洗濯機，炊飯器と比べて大幅に遅延しており，1960
（昭和 35）年時点で１％未満と，都市部，地方共に普及
しているとは言いがたい状況であった。一方で，本研究の
調査対象である 1957（昭和 32）年から 1960（昭和 35）年
にかけて，日本映画の生活場面においては，普及率の割に
多数の冷蔵庫が認められている。冷蔵庫は，他の白物家電
と比較して，より強く近代的生活のイメージと結びつい
ており，そのイメージが演出に利用されていた可能性が
ある。同時に，企業による製品展開が継続的に行われてい
たことも確認されており，昭和 30 年代前半にはすでに普
及の見込まれる家電製品として扱われていたと考えられ
る。
炊飯器については，冷蔵庫，洗濯機とは多少，導入・普
及の経緯が異なっている。製品として着目され出したの
は戦後の 1957（昭和 32）年以降であり，当初は市場にお
ける製品展開も比較的控えめであったとみられる。しか
しながら，安価であることに加え，食事空間や家族形態，
生活様式の変化に連動し 1958（昭和 33）年頃から家庭へ
の導入が始まると，その後一気に普及が進展した。1958
（昭和 33）年の 9.0％から 1960（昭和 35）年には 37.5％
と都市部普及率を短期間で大幅に伸ばしており，また地
方でも 1960（昭和 35）年で普及率 7.0％と着実に導入が進
んでいた様子が確認されている。導入の過程で製品への
理解が進むことで，より普及が促進されていくという流
れがうかがえる。比較的安価であったことが，このような

５．考察およびまとめ

好循環を生みやすかったのであろう。

５－１ 白物家電の家庭への導入と普及
本論では，洗濯機，冷蔵庫，炊飯器の 3 種の家電製品を
白物家電として取り上げ，1960（昭和 35）年以前の導入
ならびに普及期について以下の通り明らかとした。
洗濯機は，戦前からの製造実績を有しており，戦後の進
駐軍への納入を経て，
昭和 20 年代半ばから製造再開され，
1954（昭和 29）年には既に市場に多種多様な製品が出揃
うという状況であった。家庭への導入も同時期から進展
し，1957（昭和 32）年頃には都市部における普及率は
20.2％に及んでいる。また，同年の全国調査においても，
おおよそ 10.5％の普及率が確認されている。その後，1960

以上のように，戦前の製造企業による啓蒙活動と，それ
により醸成された家電製品へのあこがれとが，戦後の好
景気や近代的生活様式の流行などとあいまって白物家電
の導入と普及に大きな弾みをつけた様子が確認できた。
結果として，家電製品の導入，すなわち生活の機械化，近
代化という急激な生活様式の変化が，戦後の短期間に進
展していったのである。実際の普及率からみてもイメー
ジ向上への貢献度からみても，戦後の高度経済成長期前
半において，白物家電が家電業界の一側面を支えていた
ことは間違いないといえるだろう。
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５－２ 白物家電に対する生活者の欲求

とを制作者側が強く意識していたと考えられる。更に，家

白物家電の普及率には，生活者の所得階層や居住地域

電製品の導入経緯や存在自体が映画の筋書きにおいてな

により大きな差が存在したことが文献調査から明らかと

んらかの意味を持つケースも散見され，この点にも着目

なった。また，都市部，地方どちらにおいても，一部の上

することで，今後更なる検証が可能となるだろう(26)。

流家庭での導入が先行し，中流以下の家庭への導入が認

映画の生活場面を積極的に資料として参照することで，

められはじめるのは 1957（昭和 32）年頃からであること

今後，より具体的な日本人と家電製品との関係性につい

が確認された。このような状況を反映するように，1958

て考察を行うことが可能となる可能性は高く，本研究に

（昭和 33）年頃までの日本映画における白物家電は，基

おける試行により，生活の機械化についての考察を進め

本的に上流家庭におけるステータスシンボルとして描か

るための手掛かりが得られたと考える。

れており，一般家庭とは関連が薄い印象である。

５－４ まとめ

1959（昭和 34）年以降，徐々に中流以下の家庭へ白物

白物家電の家庭への導入と普及について，1960（昭和 35）

家電の普及が進んでいく。白物家電は当時の日用品とし

年以前の文献史料ならびに日本映画の生活場面を対象と

て高額であり，導入に際しては，購入にあたっての葛藤や

した視聴調査を行った結果以下の結論を得た。

分割払いの検討など多くの問題が顕在化していたことが
文献調査や視聴調査において確認できる。しかしながら，

１）日本において白物家電は 1957（昭和 32）年頃から洗
濯機・炊飯器・冷蔵庫の順で本格的な導入が開始され，

これらの経済的なハードルは，白物家電の普及に，さほど

短期間に普及していった。1960（昭和 35）年の都市部

大きな障害とはならなかったようであある。図－２から

においては，洗濯機・炊飯器は 2～3 世帯に 1 世帯，

も明らかなように家電製品の普及率は昭和 30 年代以降，

冷蔵庫は 10 世帯に 1 世帯の割合で普及しており，十

着実に伸展していく。企業側もこれらの問題に対応すべ

分に身近な存在であったと考えられる。白物家電は高

く，広告宣伝手法や支払い方法の提案など様々な対策を

度経済成長期後半にかけて更に普及率を伸展させ，日

取っていたであろうが，それ以上に生活者の欲求が大き

本人の生活様式を大きく変化させる要因のひとつと

かったものであると考えられる。以上の経緯より，白物家
電は昭和 30 年代初頭を境として，あこがれの対象から
徐々に努力により入手できる新生活の象徴となり，日本

なった。
２）普及に際しては，生活者の生活水準や居住地域などに
よる差があったが，白物家電の導入に対する欲求とい

における生活様式として定着していったということが理

う点では社会全体の同一傾向が存在した。中流以下の

解できる。導入から普及期にかけて，生活者が家電製品に

家庭においても，経済的な困難を克服して高価な白物

対して抱いていた欲求の大きさが，高度経済成長期の後

家電を導入しようとする意識が高く，生活者の欲求が

期における，家電製品の更なる普及率の伸展へと繋がっ

白物家電の普及を後押ししたことは間違いない。この

ていったのであろう。

背景には，戦前からの家電業界の啓蒙・宣伝活動や，

５－３ 日本映画にみる生活者と家電

戦後における販売方式の工夫などがあったと考えら

本論の目的のひとつとして，日本映画における生活場
面に描かれた白物家電を，産業技術史の資料として扱う
ことの可否を検証することがあった。文献調査ならびに

れる。
３）日本映画における生活場面から，１）２）について読
み取ることが可能であることを，視聴調査の結果確認

視聴調査結果を比較検討した結果，1960（昭和 35）年以

するに至った。映画作品が一次資料ではないことは周

前の映画が，かなり正確に撮影・公開当時の家電製品市

知の事実であるが，その生活場面には制作・公開当時

場，ならびに生活者の動向を反映していることが確認で

の状況が反映されており，生活者の家電製品受容状況

きた。

について，具体的なイメージを得ることが可能である。

視聴調査の結果，白物家電が 1957（昭和 32）年頃から

このことから，映画に登場する家電製品を歴史的な考

家庭における生活場面に登場しだすのが確認できたこと

察に用いることには，一定以上の有効性が認められる

は既に述べたが，この時期は，家電製品の本格的な導入初

と考える。

期とおおよそ重なっている。また，当初は近代的生活のモ
ダンなイメージを演出する小道具として多用されていた

本研究においては，白物家電の家庭への導入と普及に

白物家電が，1959（昭和 34）年以降，徐々に中流以下の

ついて，文献史料ならびに，映画の生活場面から具体的な

家庭で旧来の生活空間に配置され日用品の一部として扱

イメージを得たうえで，当時の生活様式の変化について

われるようになる様子も，当時の状況を具体的に表現し

明らかとした。文献史料と対照することで，映画の生活場

ているといえるだろう。なお，同じ配給会社が異なる年に

面が興味深いデータとなり得ることを確認することがで

公開した映画で，同一の製品が使い回されているような

きたことは今後の家電史研究におけるひとつの成果であ

ケースは管見の限り認められず，映画に登場する白物家

ると考える。映画が制作物である以上，そこに反映される

電は基本的に撮影時の最新型式であった可能性が高い。

であろう制作者の意図を排することは不可能であり，む

家電製品が当時の生活様式を明確に示す生活財であるこ

しろ積極的にこの点を含めて考察することが重要である。
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