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生活改善運動における中流生活の提唱

台所改善を中心として

瀧端真理子

The Suggestion of the Middle-class Life in the Campaign concerning the 

Improvement of the Life: In the Perspective of the Improvement of the Kitchen 

TAK IBA TA Mariko 

はじめに

本稿の目的は，大正期に始まる生活改善運動が，明治 30年代からジャーナリズムや建築学会で

主張され始めた「家事労働の軽減」および「家庭内での女性の地位向上」という主張を取り込ん

で成立した運動であることを明らかにすることである。そのために本稿では，家庭内の家事労働

で最大の比重を占め，かつ欠かすことのできない「食事」を支える，台所の改善を具体的に取り

上げることとする。

大正 9年に文部省が中心となり，「官民一致の発起人」から組織した「生活改善同盟会」1) の住

宅改革運動について，西山知三は，「支配権力側の文化統制の一翼として，一面の進歩性をもちな

がら，むしろ『進歩』への防御として，家庭生活の擁護を全面におしだした上からの運動」と性

格づけしている。西山は同様に，「生活改善同盟会」に先行する形で現れた民間レベルでの住宅改

良運動についても「古い封建的な家長制度を批判する点ではプルジョワ的な進歩改革を意味す

る」が「プルジョワ的な家庭を持とうとしても持ちえない人たちの古い家庭からの解放の上に新

しい社会を築こうとする動きに対しては，「家庭生活」を擁護しようとする反動的な側面をもって

いた」と評している 2)。西山の批判の根拠は，生活改善同盟がうち出した住宅改良の方針の大半

が， 「中流住宅」以上を対象にしており， 改善のためには充分な大きさの住宅が必要であるとい

う，庶民にとってはきびしい条件を顧みていないという点である。しかし，社会の中のたとえ限

られた階層内であっても，「家事労働の軽減」あるいは「女性の地位向上」が目指されたという事

実は，評価されておく必要がある。

また小林嘉宏は，「国民の日常的社会生活とは直接には関係をもたないような国家主義イデオ

ロギーや抽象的な道徳の教化に終始するもの」にすぎぬ「通俗教育」から「民衆の現実の生活程

度まで降りて，その地点を基準とする教育を志向するもの」としての「社会教育」へと性格変化

した新たな社会教育行政が，最初に手がけた仕事が，「生活改善運動」であったとし叫この「生

活改善運動」が「新しさ」「快適さ」「こぎれいさ」等というイメージを民衆にふりまきながら，
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それによって民衆の側からの積極的な支持を獲得しようとする啓発運動として想定されていた，

と指摘している。さらに，小林は，「生活改善運動」における「生活」は，直接的な生産活動を含

まない「消費生活」を意味していた，と述べ，「生産生活に厳存する階級性には直接的には触れな

い非階級的な生活像を作り出し，その実現へと民衆の目を向けることによって，民衆の目から社

会が階級的に成り立っているという事実をおおい隠そうとする意図があった」と指摘する見 し

かし，「生産活動を含まない『消費生活』」の中には， シャドーワークである家事労働が含まれて

おり，「階級」に焦点をあてた研究は，「家事労働」の問題を見えにくくしているのではないだろ

うか。

本稿では，検討の対象を「中流住宅」に限定する。それは，明治末期から大正期にかけて急増

した新中間層が，内田青蔵の言葉を借りれば，「今日のわれわれ一般の意識の根底にある中流意識

をイメージさせる階層の祖型であり，かつ，まさしく，今日の一般住宅の祖型である庭付きの一

戸建て住宅を追求した人々」5)に当たるからであり，今日の「家庭」がかえている家事労働の問題

を考えるにあたって，近代的な家族の成立を促したこの時期の「中流家庭」の分析は欠かせない

ものと考えるからである。

西山が考える「進歩」が，「プルジョワ的家庭」に代わるものとして家事労働をどのように処理

しようとしているのかについては，明らかではない。個々の家庭での家事労働を軽減するには，

「国家権力による集中管理」「分散された相互扶助的な共同化」「家事の商品化」といった選択肢6)

が考えられるが，どのような形態をとるにせよ，家事労働担当者にとって，家事労働は快適に行

えるのが望ましいと言えよう。

本稿は以上のような観点から，「生活改善運動」を「家事労働の軽減」および「女性の地位向上」

をめざした運動としてとらえ直すことを試みるものであり，生活改善運動が文部省によって組織

化されるまでの，民間および建築学会での主張を検討して，そこでの動きがどのように生活改善

運動に引き継がれていくかを検討することとする。

1.生活改善運動で問題とされた在来住宅の台所

大正 10年，生活改善同盟会の住宅改善調査委員が審議決定した「住宅の間取及設備の改善」の

中の，「台所，浴室及び便所」の項目の中には，改善されるべき在来住宅の実情が述べられている。

在来の住宅では客間や庭園等虚飾に渉る部分には比較的多く費用をかけますが，台所・浴

室・便所の設備には頗る冷淡であります。特に台所が徒らに広きに過ぎて而かも何等観るべ

き設備なく，全く不経済と非衛生との状態に放置して居るもの多きは遺憾の至りでありま

す。…関西では台所が立動式で「流し」は石材か人造石の如き耐水材料を用ひて居りますが，

関東では座動式で而かも木材の「流し」を用ひるものが勘くない様であります。之は是非立

動式に又「流し」の材料は耐水材料に改めたいものです。然し耐水材料に致しましても，現

今の様に給水排水の方法が幼稚では，此処彼虔から洩水して自然床が不潔になり，且鼠が侵

人したり悪臭を放ったりする様になる匹

こうした生活改善同盟会の在来住宅批判のルーツは， 明治 31年の， 上屋元作による「時事新

報」紙上の「家屋改良談」の連載にまで潮ることができる。
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次に配室の具合を見るに全体を通じて同一の考慮を費したる跡なく独り童きを客間の一方に

置き家族等の常住する所は甚だ軽んぜられ台所の如きに至っては最も下等なる部分にして其

善悪は殆ど眼中になし我輩を以て之を見れば家を建るは家族の為めにして来客の為めに非ら

ず8)

脆座を廃するの利は多々あれども台所の整頓も亦其ーなり田舎の流し元は大抵土間に在り人

は其前に立て働く仕組みなるが大阪の如きは市中も亦此風を用ふ之に反し東京にては毎戸上

流しを用ひざるなく台所の板の間は何れも上板にして其下に物を入るヽ仕組みなり此の上板

なるもの一見甚だ便利なるが如くなれども其実は左程にもなく却て之が為に寒気強く且つ其

下の士間は湿気熾にして有毒の瓦斯を生じ健康に宜しからず而して板の間の上を立ち働くは

窮屈にして土間の便利なるに如かず器物なども兎角其辺に取散らして見苦しきものなり然れ

ども土間も亦不便を免れざるは台所の上り下りに一々穿かざる可からざるに在り今家屋を改

めて脆座の俗を変ずるときは台所の仕組みも自から簡便にして土間と板の間の長所を合した

る如く諸事迅速にして且つ清潔ならしむべく其面積も現今よりは遥かに小くして事足るべけ

れば無用の建坪を要せざるの利ありと知るべし9)

このように，台所が家屋全体の中で甫んじられていないこと，また，関東の上流しを用いる脆座

式の台所仕事を立動式に改めるぺきこと． という土屋の主張をそっくり受け継ぐ形で生活改善同

盟会の改良方針が出されていることがわかる。

2.洋風生活への憧れと「台所改善」の原型

明治 30年代から明治 40年代の住宅改良は， まず， 「和洋折衷住宅」という形で実現されてゆ

く。明冶31年，建築学会の「建築雑誌』誌上に，北田九一の「和洋折衷住宅」が掲載される。北

田は和洋折衷のあり方として，明治大邸宅のありかた（洋館と和館はそれぞれ独立し，廊下で結

ばれているだけで，外観上は和館と洋館が並んで見える「和洋館並列型住宅」）をモデルとしてい

た。そして北田が提案する折衷方式は，従来の和風住宅にーニの洋間を付け加えるというもので

あった。北田は，実用に適した簡素な洋室（書斎と応接室）を持つことを提案し，「要するに和洋

折衷住家の大眼目は，謂わゆる中流以下の世人をして，和洋の両目的を簡単に満足せしむべき方

法なりとす。嗚呼区々たる一小事に拘泥して，世人の熱望を無視するが如きは，余の慨歎に堪え

ざる処なり」と結んでいる10)。

この後，中流住宅における洋風応接室の附加が順調に進んだことは，明治41年に朝日新聞に連

載された，夏目漱石の『三四郎』の描写からも，推察される。広田先生（独身の高等学校教師）

が三四郎たちの手を借りて，西片町＋番地の借家に引っ越す場面で，住宅の間取りの描写がある。

「玄関の代わりに西洋間が一つ突き出していて， それと鉤の手に座敷がある。座敷の後が茶の間

で，茶の間の向こうが勝手，下女部屋と順に並んでいる。」11）。この西洋間は書斎として利用され

ていた。さらに里見美禰子が，法学士である兄と住む真砂町の家は，洋式の応接間を備えている。

電鈴（ベル）のついた玄関，重い窓掛の懸っている西洋室，墜を切り抜いた小さい暖炉，蝋燭立

といった描写が次々と登場する場面に注目した前田愛は，「室内の調度の目新しさに心うばわれ

る三四郎の戸惑いは，同時代の新聞読者の位相に重ねあわされているわけで，かれらは暖炉や
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ヴァイオリンから，山の手に根づきはじめていた新時代の生活様式をうけとめることになる」と

指摘する12)。こうした洋風生活への憧れ（世人の熱望）が，「台所改善」へもつながってゆくので

ある。

明冶期における台所改善の原型とみなされるのは， 報知新聞紙上に， 明治 36年 1月2日から

360日連載され，連載中の 6月から翌年 3月にかけて次々と刊行された村井弦斎著の啓蒙小説

『食道楽』であった。この『食道楽』は， 3年ならずして 43版を菫ね，歌舞伎座でも上演された13)0 

この『食道楽』の中でも，在来住宅批判が登場する。以下は作中の中川文学士が広海子爵の台

所を見学し，改良のアドバイスをする場面である。

成程御主人のお言葉の通り，此家屋全体に比例しては大層台所がお狭い様です，囃皆さんが

お仕事なさるに御不便でせう，先程拝見した黒檀の床柱は何れ千円以上も致しませうが来客

の眼を悦ばすだけでお家の人の役に立ちません，その千円を台所の方へお費ひなすったら囃

お手広に出来たでせうに

それに失礼ながら大層お台所が闇い様で，晴れた日でさへ闇い程ですから雨の降る日は戸棚

の物がよく見えますまい，台所は食物を調理する場所で最も不潔を忌むのですから家の内で

一番明るい処にしなければなりません…

今上流社会に台所の模範と称せられて居るのは大隈伯家の台所です，先年新築の際に伯爵が

最も苦心経営せられたのが台所の建築法で今でも伯は来客のある毎に自ら案内して台所を見

せられる位です14)

刊行された『食道楽・春の巻』の巻頭を飾る口絵が，大隈重信邸の台所であった。大隈重信は，

台所の失火によって自邸を焼失したことから，熱源をガスに改め，西洋式器具を取り揃え，台所

を明る＜，また立働式にするなど，先進的な台所を明治 35年に新築した。山口昌伴は，『食道楽』

中の上述の場面をもとに，「上流社会の模範を矮小化することが，日本の近代台所のプロトタイプ

形成の主軸となった」と指摘している15)。この，「上流社会の矮小化」は，先に見た住宅改良の流

れの中でも，明治大邸宅（＝和洋館並列型住宅）のミニチュア版として，中流住宅での洋風応接

室・書斎の付加の動きと軌を一にするものと言えよう。ベストセラーを支えた読者層は，春・

夏・秋・冬の各巻に掲載された西洋料理のレシピ（スープ， ライスカレー，サンドウイッチ，ゼ

リー）などに心奪われるとともに，極彩色の巻頭口絵（大隈伯の台所，岩崎男の台所，天長節夜

会，大隈伯温室食卓）に溜め息をもらしたにちがいない。

3.家事労働軽減の主張

村井弦斎の『食道楽」が報知新聞紙上に掲載されていた明治 36年には，『建築雑誌』誌上にも，

三つの住宅論が掲載された。滋賀重列（東京高等工業学校助教授）「住家」，塚本靖（東京帝国大

学助教授）「住家の話」（「工学会臨時会」での講演速記録），矢橋賢吉（大蔵省営繕管財局）「本邦

に於ける家屋改良談」である。その中でも滋賀は，その第 13節において，中流住宅の改良と主婦

の仕事を明確に結びつけて論じている 17)0

古来より建築者にして余り気の付かざる事柄にして，而も近世住家建築の発達に関し，大関

係を有する事あり，…其事柄とは何ぞや，即ち主婦に関する家の仕事を謂ふなり。家は主人
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一人のみのものにあらず。夫婦共同して立つ可きものなり，主人は外に在て仕事をするもの

なれば，家にあること稀にして，主婦は之に反して家に居ること多く，従って之が便利を計

るは，最も至当の事にして，余は住家の研究に於ては，此辺に最も重きを置かんと欲するな

り， これを簡単に云へば，主婦の仕事を軽くし，身体を害すること最も少くして，容易に事

を運ばしむることを計らざる可からず，主婦の仕事は下婢の仕事と相関連するが故に，下婢

仕事を軽くすることを計るは即ち主婦の仕事を軽くすることとなるなり。一家の主婦にして

下婢一人位を使雇するものなれば，其働きは殆ど共同にして，家の仕事に従事せざる可から

ず。…

滋賀は，主婦の家事労働が繁雑な仕事の繰り返しであることを詳述する。そして，

これ等の事には主人は一切手を付けざるなり，全く男子の働きに対する裏面の働きと謂ふ可

きなり，この裏面の働きを，最も手軽く，最も便利に運ばしむるは，即ち余が所謂住家の便

利の一にして，便利とは酋に間取の都合能く取られたることをのみ謂ふにあらず

という滋賀の主張は，木村徳国によれば，最も早く，中流住宅改良と主婦の仕事（家事労働）を

結びつけた議論であった。この滋賀の，「主婦労働の軽減」の主張は，「主人は最も奥まりたる一

小部分に室を構へ厳として君主の位置に立ち，出る時は全家挙げてこれを送り，人る時は挙家一

同之れを迎ふ」という「封建時代の遺風」への批判に基づくものであり 18)，この滋賀の批判は，や

がて大正期に人っての三角錫子（大正5年に常盤松女学校を設立）の発言へとつながってゆくの

である。すなわち，

住宅の改良は先ず家長の心掛けからはじまるので…弟の家では家へ帰ると東洋主義であると

か云つて，寝転んで足を投げ出して靴下を脱がせたりなんどしている。それではどんなに奥

様が方法をお考えになっても駄目19)

という大正 6年の発言である。女性教育家であり家事労働の研究家でもあった三角は，明治末年

ごろ，日本に紹介されたテーラー・システムを家事に応用することにより，「動作経済」という考

え方を発案し，住宅改良の必要性を唱えていた20)0 

こうした三角の考え方の背景には，当時のアメリカでの家政学の隆盛があった。 1883年のシカ

ゴ博に合わせて全米家政学会が創立され，家政学の目的が，それまでの召使いの教育から合理的

で効率的な家事システムヘの発見へと変わり始める。中産階級の家庭で，召使いが減り，主婦が

家事労働を担うようになっていたのである。 1892年に女性クラプ総連盟を設立したマリー・パッ

ティンソンは，テーラー・システムを家事労働に持ち込み，かつ最新機器を台所に導入すること

で，家事の軽減を提案した。また，「レディース・ホーム・ジャーナル』顧問編集者であった家政

学者クリスティーン・フレデリックは， 1913年に『新しい家事 家庭管理における効率性の研

究』を出版し，子供を育てる一方で女性がドメスティシティから解放されてより自由になるには，

家事を効率的に行なうシステムが必要であると主張した。フレデリックは台所を改造し，一日の

過ごし方を工夫し，食事と掃除の手順を標準化し，家事への家電の導人を提唱し，家計簿の付け

方を指導した。そして，自由になった時間は夫との間の楽しく意味のある付き合いに使うべきだ

と主張した21）。これに対して，三角は家事合理化によって生じた自由な時間を自分自身の趣味や

自己向上の時間に使うべきことを主張したのであった22)。この三角の主張は，そのまま，「第一回

社会教育講習会」での棚橋源太郎の講演内容に結びついてゆく。
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4.家庭博覧会から住宅改良会へ

明治 30年代以降 家事労働の合理化は， 新しい道具・器具・設備の出現によって促されてい

た。明治30年代半ばに，まず「飯台」が広く用いられるようになった。それまで用いられていた

個人膳は，食事が終われば膳棚に片付けられていたが，「飯台」の使用は，食事の準備，片付けの

手間を省くことになった。町田玲子は，明冶 37年に，京都市近郊の農村部でも「飯台」が使用さ

れていたことを報告している23)。明治43年に書かれた漱石の『門』の中では，宗助と御米が，箱

膳ではなく，夫婦さし向かいで茶の間のちゃぶ台を囲んでいる。また，『門』の第二章では，宗助

が，市電の中で「瓦斯竃」の広告をものめずらしげに眺めている24)。東京瓦斯による調理用熱器の

最初の宣伝は明治 34年とされており，明冶 36年の第五回内国勧業博覧会では，「瓦斯厨墟」が褒

状を受けている。また，明治 37年に刊行されたと推定されている東京瓦斯の『瓦斯営業案内』に

は，和風国産ガス器具として開発された，お尻の丸い羽釜をおさめる「瓦斯竃」，ガスコンロを二

つ並べたガス台「瓦斯七輪」が紹介されている25)。第五回内国勧業博覧会では，冷蔵庫も初めて公

開されたが， これは建物の中全体を冷却した「庫室」であったという 26)0 

大正 4年には，「家庭」をテーマにした博覧会としては日本初の，国民新聞社主催「家庭博覧会」

が，上野公園で開催された。この博覧会開催の目的は，「如何なる家に住むべきか。如何なる食物

を用ふべきか。又如何なる衣服を纏うべきか•••時代に適合したる家庭，及び家庭の生活を，理論

の上に説かずして，ありのまま実際に示さんが為に我家庭博覧会は企画せられたり」というもの

であった27)0 

この家庭博覧会の出品希望者は，『国民新聞』紙上で公募された。住宅関係の出品の中で，最も

多かったのが台所関係で，医学博士婦人人沢常子の「一畳半の台所」は特に話題を呼んだという。

人沢の台所は，一人の主婦で立ち働けるよう，「上流しを取り，立て居て洗物をする，洗った器物

は，体を動かさずに手を延ばせば，それぞれ其容物に納められるやう」考案されていた。この案

は，単に従来の座り流しを立ち流しに改良するにとどまらず，従来の台所が広すぎてかえって不

便であることを指摘した上で，能率的に作業がおこなえるよう考案されていた28)。大正 4年 9月

には，報知新聞社によって日本初の住宅懸賞競技設計がおこなわれ，翌大正 5年 9月には，大阪

朝日新聞の主催で，「台所設計図案」の懸賞競技がおこなわれており，住宅改良の運動はジャーナ

リズムを通じて推進されたのである29)0

大正5年には，組立住宅の販売会社「あめりか屋」を開業していた橋口信助によって「住宅改

良会」が設立された。この住宅改良会の設立にあたって橋口は，三角の協力を得ている。橋口は

同郷の小村寿太郎と懇意であったことなどから，助賛員に首相大隈甫信以下政治家・行政関係者

62名，教育関係者28名など計 134名を集め，顧問としては明治 36年に本格的な在来住宅批判を

展開した塚本靖滋賀貢列ら 14名を集め，大正 5年の機関紙『住宅』の発行とともに活動を開始

した。この住宅改良会の設立により，明治期以来の住宅改良の動きは，単なる在来住宅批判から，

新しい住宅の追求を目指す住宅改良運動へと移行することになる。橋口は，住宅改良会の活動と

平行して，新しい中流住宅としてアメリカから導人した組み立て住宅の販売に着手していた30)0 

こうして， これまでの在来住宅批判の動きは，具体的な改良住宅を生み出し始める。

住宅改良会は，『住宅』誌上に大正 7年 1月， 2月，大正 9年 3月，大正 10年 3月と「台所特
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輯号」を組み，また，大正 7年には「台所懸賞競技設計」を主催している。また，大正 8年に住

宅改良会が行った「改良住宅」の競技設計は，全国から 158通の応幕があり，人選 6案は，この

年の 12月に，東京教育博物館で開催された，文部省主催「生活改善展覧会」に出品されたのであ

る31)。このように，民間レベルで始まった住宅改良運動は，文部省による生活改善運動へとつな

がってゆくのである。

5.生活改善同盟会への連続性

大正 8年6月，文部省普通学務局に社会教育担当の第四課が初めて設置される。そのーカ月後

の7~8月に出された文部省訓令，第 6, 7, 8号が，文部省主導の「生活改善運動」の出発点

とされている。同年 11月から翌大正9年2月にかけて，文部省の主催で生活改善展覧会が東京教

育博物館で開催された。また，大正 9年 1月には，生活改善同盟会が結成された32)。生活改善同盟

会発会式の翌日から行われた生活改善講習会では，棚橋源太郎が，「生活改善の第一義」という演

題で，講演を行っている33)。ここで棚橋は，「生活改善の第一義は節約と言ふより寧ろ消費の経済

である」また「之と同時に積極的に生産能率を高める事が大切である」と述べている。能率の増

進について，棚橋は，次のように述べる。

能率の多い生活をするには，各家庭に於きまして主婦が女中を廃めてしまつて，月々の経費

を減じ，今までやつて居った三度の食事や衣服の世話や，イロイロなことも出来るだけ軽便

にして時間を生み出す，サテ其生み出した時間を今度有効に使って行くと云ふことでありま

すが，それには第一に主婦の頭を改造しなければならぬ，一層修養の時間を作り，能率の増

進を計らなければならぬが，尚内眠副業と云ったやうなものも奨励しなければならぬ，観面

に収入の増加になるのでありますから，内戦に関する参考品の主なるものを大分陳列したの

であります

そして棚橋は，「家の構造を改良して女もモッと外へ行つて活動する事の出来るやうにする」こと

が必要と論じる。棚橋は，

廻縁と云ふものがーツもなくなり，窓もなくなると余程女中などの手が省ける，其所へ以て

来て買出しに出掛ける時に錠前を外から卸して出れば先づ安心でありますから留守番も要ら

ない，近来公設市場など出来ますが，女中の無い家でも奥さんが自から市場に出掛けて行け

るのみならず，女がモソツと外へ出ることが必要であります。

我が邦では宴会なども男ばかりの集りになって居るが，飲食する事ばかりを主にしないで，

差支えない限り，夫婦連れで行き，娘も連れて行く様にしたい， もう少し宴会とか其他の集

会例えばイロイロな研究会，講演会などに女も出なければならぬ， 日本人の半分を女が占め

て居る以上は，其女の頭を改善し，能率を進めねばならぬ，これを引込めて婦人雑誌位読ま

して居ったのでは駄目ですモツと女がイロイロな所へ出て社会の空気に触れ，さうして女の

地位を高くしなければならぬ

このように，棚橋は，女性に合理的・能率的な生活態度を習得させ，無駄な出費を押さえ，さら

に内戦による収人増を期待している。また， こうした生活態度を身につけさせるために，女性に

研究会・講演会への参加を薦めているのである。
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また，前節で触れた生活改善展覧会には，住宅改良会の「改良住宅」競技設計の入選案の外に，

「訪問接客簡易住宅」（東京府立第二高等女学校出品），「主婦室（家庭執務部屋）」（日本女子大学

出品），「共同小住宅及び主婦のための書斎」（三角錫子出品）などが展示されている。この三角の

提案した「主婦のための書斎」とは，ー間の押入を改造した僅か半坪に過ぎないものであったが，

一隅に机を入れ椅子を償くものであり，三角は一日一回主婦がここへ人って帳簿つけ，手紙，読

書などを行うことを提案している34)。

生活改善同盟会の中で，住宅改良の調査研究を担当した，住宅改善調査会は，大正 9年に「住

宅改善の方針」を発表している。その六項目は，①起居方式を椅子座式にする，②接客本位を家

族本位にする，③衛生・防火を考慮する，④実用本位の庭園を考慮する，⑤家具の実用性を考慮

する，⑥共同住宅•田園都市の施設を奨励する，というものであった35）。このうちの①②④⑤は，

これまでの住宅改良の議論中でとりあげられてきたものであり，⑥は大正 7• 8年をピークに，

建築学会で大きな関心の的となった「都市と住宅の問題」が盛り込まれている。また③について

は，大正9年の建築学会の大会テーマ「建築物の災害防止」との関連が指摘できよう36)。このよう

に，生活改善運動は，明冶 31年の士屋元作の「住宅改良談」にはじまり，建築学会に引き継がれ

ていった住宅改善の提案，および民間の住宅改良運動と密接につながっていたと言えるのであ

る。

おわりに

大正 10年に生活改善同盟会の住宅改善調査委員会が決定した改善方針の中で指摘された在来

住宅の台所の欠陥と，それに対する改良方針は，すでに，明治 31年に士屋元作が，『報知新聞』

紙上の連載「家屋改良談」で指摘した内容と重なるものであった。明治 30~ 40年代の住宅改良

は，和洋折衷の形で実現されてゆくが，北田九ーは，和洋折衷の提案に対して，「世人の熱望」を

強調した。洋風生活への憧れは，台所改良の面では，村井弦斎の「食道楽』がこの時期にベスト

セラーになるという現象に現れている。『食道楽』の口絵に採用された，大隈邸の近代的な設備を

備えた台所のミニチュア版が， 日本の近代台所の原型となる。

理論面では，明治 36年に滋賀甫列が，中流住宅の改良を家事労働の軽減と結びつけて論じた。

その根底には，封建的な家庭生活への批判があったが，その視点は大正期になって三角錫子に受

け継がれ，三角は家事労働の合理化を主張した。この家事合理化の主張は生活改善同盟会による

「第一回社会教育講習会」での棚橋源太郎の講演内容に結びつくものである。また，実際面では，

家事労働の合理化は，新しい道具・設備の出現により促進されていった。大正 4年からは，

ジャーナリズムによって住宅及び台所の競技設計が推進される。民間団体である「住宅改良会」

の競技設計の入選 6案は，文部省主催「生活改善展覧会」に出品された。

以上のように，生活改善同盟会の初期の活動や提案は，住宅改良，台所改善を見るかぎりにお

いて，これに先行する形で明治 30年代から始まっていた民間および建築学会での論議や，博覧会

または設計競技会という形で実践されてきた内容を，連続的に受け継ぐものであった。その受け

継がれた内容は，従来の「接客本位」の住宅を「家族本位」に改めることであり， これまで「不

経済・非衛生の状態に放置」されていた台所を重んじ，台所作業を合理的・能率的なものに変え
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ることであった。また，家屋の構造を改良することによって，女性の地位を向上させることで

あった。

したがって，先行研究において，真の「進歩」を阻み，あるいは民衆の目から階級の存在を隠

蔽する意図があったのではないかとされる，文部省主導の生活改善運動は，視点を変えて見ると

「家事労働の軽減」「家庭内での女性の地位向上」という積極的な主張ないし実践を，母胎の一部

として取り込んで生まれてきたものであることがわかった。また同時に，和洋折衷方式の住宅改

良，および近代的設備を備えた台所は，「世人の熱望」の的であり，この住宅改良および台所改善

は，まだ展覧会等による「提唱」の段階にあったが，新しい道具や設備の導人，あるいは住宅販

売会社の活動として徐々に具体化されつつあったことが確認された。

残された課題としては，まず，その後の生活改善運動の中で，この「家事労働の軽減」「家庭内

での女性の地位向上」という観点が，どの程度生かされていったかを検討することが必要となる。

第二に，家事合理化の結果生じた時間を，文部省側，民間側，がそれぞれどのように使うことを

意図したかを検討することが必要である。第三は，台所改善の持つ負の側面，例えば台所の近代

化が住宅を閉鎖的にし，地域の目に見えない人的なつながりをこわしてきたのではないか，とい

う指摘町こどう答えるかを考えることである。

また，本論でふれながら十分検討できなかった点が二つある。それは，三角の生活合理化の提

案が，当時のアメリカの家政学の影響を受けていることがわかったが，その影響の詳細な検討が

行えなかった点である。また， もう一点は，村井弦斎の『食道楽』がベストセラーとなったこと

の背後にある，読者心理の問題である。『食道楽』が手の込んだ料理の作り方を小説の進行ととも

に連載しつづけたことを考えるとき，生活改善運動の受け手の側が，本当に「家事労働の軽減」

を望んでいたのか， という疑問を検討できなかった点である。

以上を今後の課題としたい。
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