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はじめに 
　中原淳一は、1913年に生まれ、戦前から昭和30年代にかけて挿絵画家、ファッショ
ンデザイナー、雑誌編集者、プロデューサーなど多彩な活動を展開した人物である。
しかし、若くして病を発し、20年余りの療養を余儀なくされ、1983年に逝去した。様々
な方面で才能を発揮した中原であったが、だからこそまだ十分に中原が活躍した全て
の分野における研究は充実しているとは言い難く、さらにその研究傾向には偏りがあ
る。1つは、少女文化の源流をつくった人物であるという考え方である。例えば、神野
由紀氏は中原が少女雑誌において手がけたイラストやグッズは、「少女」という共同
体を形作る上で重要な役割を果たし、のちのカワイイ文化の起源であると述べている。
もう1つは、少女雑誌をはじめとした雑誌媒体を通じて、少女たちに美意識を提示して
いった点である。井上雅人氏は中原を「少女に向けたメディアそのものを作ってしまっ
た」人物であると評価している。これらの先行研究から、中原は「少女」というイ
メージを形成することにおいて重要な役割を担っていたことが明らかとなっている。 
　一方で、中原はファッションデザイナーとしても活動をしていたのだが、中原の描
くデザインの具体的な考察は未だなされていない。田中里尚氏は中原のファッション
デザイナーとしての側面に注目しているが、デザイン性を追求したものではなく、1950
年以降の中原のファッションデザイナーとしての活動の軌跡を復元し、そのデザイン
に対する思想を提示することを目的としている。 
　「少女」というイメージを形成した先駆者であったこと、そしてファッションデザ
イナーとして活躍したことという２つの視点を組み合わせて中原をみると、中原は日
本の服飾界において重要な役割を担ったことがわかる。つまり、中原は日本ではじめ
て「少女」のためのファッションを本格的に提示したファッションデザイナーであっ
たということである。中原は自身の「少女」のファッションについて、以下のように
述べている。 
　 
　あなたが少女であるということを、あなたの一生を通じて、最も美しい時代で
あることを、もう一度、考えてみて下さい。 
　少女時代は、あなたの長い一生のうちの、ほんの短い時代でしかありません。
少女時代。それは何という素晴らしい時代でしょう。美しさを飽和できる、それ
はあなたに恵まれた、ただ一度の機会なのです。 
　こんな大切な機会を、決して迂闊に過ごすことなく、あなたの時代を、最もそ
れらしく、送ろうではありませんか。 
　あなたは決して、大人の装いに、憧れたりしてはいけません。あなたには、少
女という、立派な特権があるのです。 
　あなたは少女であるという誇りを持って、それらしく装うことが、一番大切な
ことなのです。和服ならば、柄や色彩が、若さを表現する大部分です。しかし、
洋服の場合には、それだけでは不十分です。例えば、制服の場合など紺という地
味な色彩が、かえって最も少女らしさを、感じさせるものです。赤が若さを、黒
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が老人を表現するのではなく、結局、そのデザインの如何で、あなたを少女らし
く生かすことができるのです 。 1

　以上の引用において、中原は「少女」に対して少女らしく装うことを求め、「一番
大切なこと」であると強く主張している。なぜなら「少女時代」は「最も美しい時代」
であり、その「大切な機会」を迂闊に過ごし、「大人の装い」に憧れることはあって
はならないことだからである。これらのことから、中原は「少女」らしいファッショ
ンに対し、ある種の信念のようなものを抱いていたことがわかる。そして、中原はそ
の「少女」らしいファッションを「少女らしく生かすことができる」のは、「結局、
そのデザインの如何」であると主張した。 
　ここで、１つ疑問が生じる。中原の「少女」のファッションにおける「デザインの
如何」とは、具体的にいかような形態を指していたのだろうか。引用から中原は「大
人の装い」と「少女」のファッションは別のものとして捉えていることがわかる。つ
まり、両者をそれぞれ特徴づける際、異なるデザインを用いていたことが考えられる。
しかし、未だ先行研究において、その特徴は分析されていない。 
　したがって、本論ではこの中原淳一の唱えた「少女らしい」ファッションデザイン
の持つ特徴を明らかにし、そしてそれらが持つ背景の意味を明らかにすることを目的
とする。これにより、未だ十分ではない中原の研究に新たな知見を加えることができ、
さらに現存する先行研究の理解を深めることができると考えられる。 
　まず、本論第1章と第2章では、中原と少女文化の関係性を整理する。第3章では中原
の日本服飾史における立ち位置、そして当時の流行など、中原の活動期間における社
会状況を確認する。そして、第4章第5章では実際に中原の「少女らしい」ファッショ
ンの特徴を分析することを試みる。研究手法としては、中原自身が創刊した婦人誌『そ
れいゆ』と、少女雑誌『ひまわり』にそれぞれ描かれたスタイル画を比較する。最後
に第6章では、第4章と第5章で明らかとなった中原の「少女らしい」ファッションの
特徴と、「少女」が求められていた社会的な役割との間にある関係性を考察し、中原
の「少女らしい」ファッションデザインの背後にある意味を考察する。 

 『ひまわり』、1947.61
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第1章　少女文化について 
　はじめに、現代における「少女」という概念はいかように誕生したのだろうか。そ
の歴史は明治時代にまで遡ることができる。先行研究によると、高等女学校の台頭と
少女雑誌が「少女」の形成に大きな関わりを持つこと示されている。本章では、日本
における「少女」という概念がいかように成立したのかを概観する。 

第1節　少女の誕生 
　「少女」創出の経緯を理解するためには明治期における教育制度の変遷を辿る必要
がある。以下をまとめるにあたり、今田絵里香の『「少女」の社会史』(勁草書房、
2007）を参照する。日本は明治維新の後、西洋文化の技術や制度に出会い、急速な近
代化が必要であると考えた。そのため、教育により国民の知力を向上させることを目
的に、日本初の学校制度に関する基本法令である学制（1872）を制定し公的に男女関
係なく初等教育の普及を目指した。同時期に、近代日本で初めての全国的子ども向け
雑誌『穎才新誌』(1877-1891,1892）が発行を開始した。子どもたちが投稿する論説
文、作文、詩などによって紙面は構成されており、学校教育の場で用いられていたこ
ともあった。『穎才新誌』自体には男子向け・女子向けといった区別は設けられてい
ない。しかし、発刊当初の『穎才新誌』において、女子の投稿者が存在するにも関わ
らず、「少年」という言葉は登場するものの「少女」という言葉は用いられていなかっ
た。むしろ、女子の投稿者は作文において自らを「少年」と称していた。この理由と
して、当時「少年」という語が現代日本の「少年」とは異なる意味を持っていたこと
があげられる。つまり、現代日本においては「少年」は男子を指す言葉として用いら
れるが、本来は男女両方の子どもを指す言葉であった。学制のように学校制度が性別
の区別に関係なく教育を普及していた背景もあり、「少年」は性別に関係なく、ただ
単に子どもを指す語であったのである 。 2

　しかし、明治中期以降になると以上の状況に変化が訪れた。学校を卒業しても結婚
をして家に入る女子に対し教育不要論が広がったのである  。そして、中等学校令3

（1887）が定められて以降、中等教育は男子のみを対象にしたものとなった。一方、
置き去りにされた女子教育は高等女学校令（1899）により、従来のような男子と同様
に立身出世を目指すための教育ではなく、あくまで中流階級を担う良妻賢母になると
いう国家義務を満たすという目的を掲げ再編成された。以上のような教育制度の変化
により、女子はそれまで男女全ての子どもを指していた「少年」から排除され、結果
として「少女」が創出されるに至ったのである。 
　「少年」はのちの立身出世という目的のために勉学に勤しんだが、対して卒業した
ら結婚という国家において定められた将来が確約されている少女は、知識や学歴を身
につけてもその後の人生に影響はない。そのため、子どもを産み育てる良妻賢母とし

 今田、2007、p.332

 神野、20123
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ての生き方と、女学校において「少女」として学問を身につける生き方との間に断絶
が生じた。結果、「少女時代」の先の時代はなくなり、結婚するまでの完結した特別
なモラトリアム期間としてみなされるようになった。また、実際に「少女」に該当す
るのはごく少数の女子のみであった。女学校に通うための経済力と学問に価値を見出
す家族の元で育った女子のみにしか「少女時代」を過ごすことは出来なかったのであ
る。したがって、新たに創出された「少女」に新たな意味を与える動きが高まっていっ
た。限られた「少女」のみにしか過ごすことができない「少女時代」は特別なもので
あり、新時代を象徴する魅力的な存在として表象されるようになったのである。以上
のような、「少女」という新しい概念の形成、及び一般的に「少女文化」と称される
文化の形成に少女雑誌が大きく関与することととなった。 

第2節　少女文化の形成における少女雑誌の役割 
　学習環境の分化によってひきおこされた少年・少女の区別化は、当時相次いで創刊
された子ども向け雑誌に直接的に反映されていた。実際に日本最初の子ども雑誌『穎
才新誌』において男女の区別は存在せず、その後創刊された少年誌『少年園』
（1888）、『小国民』（1889）、『少年世界』（1895）らも同様に初期は少女も読
者層として想定されていたものの、次第に男子に限定されるようになっていった。こ
の傾向を受け、「少年」から排除された「少女」のための雑誌が新たに創刊されるよ
うになった。それが少女雑誌である。日本初の少女雑誌『少女界』（1902）が創刊さ
れたのを契機に、『少女界』（1906）、『少女の友』（1909）、『少女画報』
（1912）などの創刊が相次いだ。（表1-1） 
　少女雑誌は近代において現代とは比べものにならないほど大きな影響力を持ってい
た。なぜなら、近代日本社会には雑誌、単行本、映画、ラジオ、テレビ、インターネッ
トのような多種多様のメディアが存在していたわけではなく、また少女雑誌以外の雑
誌、漫画誌、ファッション誌も同様に充実していなかった。つまり、少女雑誌は「少
女」という新しい概念を形成する特権的な立場にあったと言える。少女雑誌は「少女」
に独特の意味を与え、非常にポジティヴな語としてきらびやかに装飾し人々に提示し
た。「少女らしい」ファッション、「少女らしい」言葉遣い、「少女らしい」振る舞
いなど、実に様々な事象を「少女」に結びつけ、一つのアイデンティティとして創出し
たのである。実際に、紙面は少女を題材とした「少女小説」や、少女のファッション
や生活に言及した挿絵やコラムで構成されている。さらに、少女雑誌は「少女」にこ
れらを実践し、「少女らしさ」を「少女」であるという自己のアイデンティティの核
とすることを促した。大人の男性である雑誌の編集者が「少年」から排除された「少
女」に特別な意味を付加し、それらを「少女」に提供していたのである 。 4

　当時の代表的な少女雑誌の一つとして『少女の友』(実業之日本社)があげられる。本
雑誌は戦前の少女雑誌の中で最も発行継続期間が長期にわたり、また発行部数は創刊

 今田、2007、参照4

 5



から常に上位を保っていた  。これらのことから、本雑誌は他の雑誌に比べてより多5

くの少女たちに「少女らしさ」を提供していたということが言えるだろう。では、な
ぜ本雑誌はこれほどまでに長期間にわたり一定の読者数を保つことができたのだろう
か。理由の一つとして、本雑誌が他の雑誌と差異化を図るべく、独自の編集方針を掲
げていたことがあげられるだろう 。 例えば、昭和以降になると大日本雄弁会講談社6

がその名を轟かすことになった影響で躍進した『少女倶楽部』の発行部数は、『少女
の友』よりもやや優勢であった。しかし、『少女の友』は当時「少女」として台頭し
た都市移住・中以上階層をターゲットにした少女雑誌の中でも、さらにそれを絞り込
んだ新中間層の女子に狙いを定め、『少女倶楽部』と棲み分けを図っていた。つまり、
「リリカルなもの̶̶すなわち優しさや甘さを美しく表現すべき少女物」 という独自7

路線のもと、少女歌劇や外国映画のグラビアを多数掲載し、それらに理解がある高学
歴でモダンなライフスタイルを持つ家庭に生まれた少女たちを念頭に紙面づくりをし
ていたと言える。一方で、以上のようなモダン文化に抵抗を持つ動きは地方の高等女
学校を中心として存在しており、逆にいうとこのようなモダン文化を掲載しなかった
『少女倶楽部』はそれらに否定的な読者を取り込むことに成功したのである 。 以上8

から、『少女の友』は少女雑誌がこぞって「少女」を創出し始める時代から、戦争の
影響で言論統制が激しくなる時代を駆け抜け、他の少女雑誌よりも長期間にわたり「少
女らしさ」を提供しており、さらに読者層を新中間層の少女に絞り込むことで、より
モダンで洗練された「少女らしさ」を創出するという独自路線を図っていたことがわ
かった。では一方で、「少女らしさ」に与えられた特別な意味とは、具体的にいかよ
うなイメージであったのか。以上については、後に分析する中原の「少女らしい」
ファッションにおけるデザイン性と深い関係性を持つことが予想されるため、第6章に
おいて詳細に述べてゆく。 
　少女雑誌の創出した「少女らしさ」を具現化する要素として、挿絵画家の存在が重
要であることは言うまでもないだろう。少女雑誌は主に少女小説や読者の投書・投稿
作品などの文学的な側面から「少女らしさ」を構築したが、それらをより鮮明に体現
すべく、それぞれの編集方針に基づき専属の挿絵画家を雇った。数多くの挿絵画家が
活躍していたが、当時の代表的な少女雑誌である『少女の友』で絶大な支持を得た挿
絵画家がいた。この人物こそ、現在でも戦前の少女雑誌及び少女文化の象徴と称され
る中原淳一である。 

 今田、2007、p.145

 小澤、20136

 上笙、19747

 今田、2007、p.198
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表1-1 少年・少女雑誌と学校制度の変遷

創刊年 少年・少女雑誌 学校制度

1872 学制

1877 教育令

1887 中等学校令

1888 『少年園』

1894

1899 高等女学校令

1902 『少女界』（金港堂書籍）

1903

1905 『婦人画報』（近事画報社、現・ハース
ト婦人画報社）

1906 『婦人世界』（実業之日本社）

1908 『少女の友』（実業之日本社）

1910 『婦女界』（同文館）

1911 女学生画報

1912 『少女画報』（東京社）

1915 『新少女』（婦人之友社）

1916 『婦人公論』（中央公論新社）

1917 『主婦之友』（主婦の友社）

1920 『婦人倶楽部』（大日本雄辯會社、現・
講談社）

1922 『令女界』（宝文社）

1923 『少女倶楽部』（大日本雄辯會社、現・
講談社）



第2章　中原淳一 
　神野由紀、小澤京子、井上雅人といった、少女文化を扱う数多くの先行研究におい
て、中原の存在が語られていないものはない。なぜ中原はこれほどまでに少女文化の
形成において重要視されているのだろうか。以上について考察するため、本章では中
原の経歴を概観し、彼の少女文化における役割を明確にしたい。 

第1節　中原淳一の経歴 
　はじめに、表2-1を参照しつつ、中原の経歴を確認する。中原は1913年に香川県に
生まれたが、その後は移住場所を転々とした。1928年には日本美術学校絵画科へ入学
し、文学や絵画に夢中になった。特に当時、中原が傾倒していたのは竹久夢二であっ
た。竹久は美人画家として今日までその名を轟かせているが、彼の活動範囲は広く、
当時は『少女の友』をはじめとした少女雑誌の挿絵や人形制作も行っていた。そのよ
うな竹久に強く影響され、中原自身も抒情画と人形に強く関心を持つようになっていっ
た。とりわけ人形制作において中原は才能を発揮した。当時上村露子がフランスから
帰国し、日本に西洋人形を持ち帰ったことを皮切りに人形制作のブームが生じており、
数々の作家団体が誕生していた。竹久夢二もこの頃人形制作を行い、自身のアトリエ
に集まった岡本さだみ、堀柳女らと「どんたく社」と銘打つアマチュア人形のグルー
プを作り、1930年に銀座の資生堂ギャラリーで「雛によする展覧会」という人形展を
開催した。中原自身もこの展覧会に触発され、「イルフトイス」なる童画家の武井武
雄を中心に結成された人形と玩具の創作を目的とした団体に入り、本格的に人形を制
作するに至った。そして、中原が制作した人形を見た知人が展覧会を勧め、松屋の担
当者を紹介されてことで、1932年に創作人形の古典「第一回フランス・リリック人形
展覧会」を開催した  。この展覧会が中原の未来を切り開くこととなった。本展は好9

評を博し、様々な新聞や雑誌に取り上げられた。そればかりではなく、先述した『少
女の友』の編集者である内山基の目にとまったのである。当時内山は、竹久に代わる
『少女の友』の新しい専属挿絵画家の発掘を試みており、中原を抜擢した。中原は『少
女の友』の専属契約開始から翌年の1933年には本雑誌の付録を手がけ、また挿絵だけ
ではなく、毎月編集や付録にプランを出すなど雑誌作りに深く関わるようになった。
これにより雑誌の売り上げを倍増させ、そしてその2年後には早くも少女雑誌にとって
最も重要な表紙に登場した。中原は瞬く間に読者から絶大な支持を得、『少女の友』
の看板絵師へと上り詰めることとなったのである。 
　1940年には中原の手がけるグッズの店「ヒマワリ」を開店した。洋服やバッグ、人
形、便箋、絵葉書など、数々の商品を製作し女子高生の人気の的となった 。 10

　しかし同年の5月を最後に、中原は絶大な支持を集めていたのにも関わらず『少女の
友』を降板することとなった。世の中の戦時色が強まり印刷物の検閲が厳しさを増し、

 藤田、20139

 『別冊太陽238 中原淳一のそれいゆ (別冊太陽 日本のこころ 238) 』、1999、p.17910
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中原の描く少女像が軍の意向に反するという理由で差しどめを受けてしまったのであ
る。これを受けて内山は『少女の友』に以下の言葉を寄せた。 

　中原さんの画は大変美しいものを持ち、その技巧の優秀さは恐らく絶品に近い
ものを持ってゐたにかゝはらず、その美しさは弱々しいものの中に形づくられて
ゐました。中原さんの画く少女は、健康な強い少女ではなかつたのです。これが
五年、六年の平和な時ならば、恐らく、一個の特色ある美しさとして不思議では
ありませんでしたが、今は国全体が好むと好まざるに拘わらず、一つの目的に向
かつて進んで行かなければなりません。その目的こそ、皆さんもお分かりのやう
に聖戦の遂行なのです。その大きな目的を果たす為には、先ず第一に国民が健康
でなければならないことです。  11

　つまり、中原の描く少女は、国家が求めた「健康な強い少女」ではなかった。国民
全体が戦闘および労働を強いられていた時代背景と、中原が描く少女の「美しさ」は
あまりにもかけ離れていたのである。中原の降板に対し読者から数千もの抗議の手紙
が殺到し、次号から部数が7000も激減した 。 12

　しかし、中原は降板後すぐに自身初の単行本『きものノ絵本』を出版した。当時ス
タイルブックと言えば外国製のものばかりであった日本で、個人名で出版された最初
のスタイルブックであった。通信販売で売り出された本書は大反響を呼んだ 。 13

　1945年には召集され、横須賀海兵隊に入隊するが、翌年には単行本『ABC絵本』や
4冊目となる『きものノ絵本』を発行した。そして、ヒマワリ社（のちのひまわり社）
という編集室を構え、自身初の雑誌である婦人雑誌『ソレイユ』（のちの『それい
ゆ』）を創刊した。戦後間も無く全てが貧困な世の中で、華やかなスタイル画が掲載
された本雑誌はある意味で異質であった。しかし中原が以上のような社会背景の中で
創刊に至った理由として、戦争を生き抜いたかつての『少女の友』の読者であった女
性たちに、美しい暮らしという夢を補って欲しいという願いを抱いていたことがあげ
られる。  実際、『ソレイユ』創刊号には『少女の友』にも掲載されていた作家や芸14

術家たちが登場していた。さらに、翌年には十代の少女向け雑誌『ひまわり』を創刊
した。創刊に至った理由として、中原は次のように述べている。 

　「ひまわり」は「それいゆ」の一年あとに生まれました。美しくて、かしこく
て、優しくて、ものを考えることのできる女性であって欲しいと思って、「それ

 『少女の友』、1940.711

 今田、2007、p.4012

 『別冊太陽238 中原淳一のそれいゆ (別冊太陽 日本のこころ 238) 』、1999、p.14613

 石田、201314
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いゆ」は生まれたのですが、そんな女性をつくるためには、それにふさわしい少
女のための雑誌がなければならないと思ったのです。 
　　当時、つぎつぎに少女雑誌が生まれましたが、早いものは一号か二号かで終
わり、長いものでそう何年も続きませんでした。少女雑誌で「ひまわり」はトッ
プクラスの売れゆきで、当時の少女たちに愛されていたそうです。 
　音楽が好きで、読書が好きで、詩が好きで、優しくてちょっぴりおしゃれの少
女がたくさんいてほしかったのです。  15

　つまり、『ひまわり』は『それいゆ』の願う女性像を少女たちが目指すためにつく
られたものであると以上の引用からわかる。『ひまわり』の内容と執筆者をみると、
『少女の友』でも馴染みがあった吉屋信子、川端康成、村岡花子や、そして中原自身
が、毎月少女たちへ生活する上での指針を示している。さらに紙面は連載小説、時事
問題、美術や音楽作品のコラム、そして中原が手がける「みだしなみせくしょん」と
いうスタイル画や型紙特集で構成されていた。したがって、中原は『ひまわり』にお
ける主張や信念を多角的な視点から読者である少女たちに提供していたと言えるだろ
う。『ひまわり』は熱烈な支持を受け、1948年には「ひまわり音楽と舞踏の集い」と
いう愛読者の集いも開催された。中原の活動は雑誌編集だけには止まらず、例えば1950
年には日本で初めての本格的ミュージカル「ファニー」を開催した。脚色、プロデュー
サー、演出、衣装、装置を手がけ話題を呼んだ。 
　だが、あまりにも多忙な日々を送っていた中原は、この殺人的なスケジュールから
逃れるように1950年にパリへ赴くこととなった。動機としては、もちろん中原自身が
当時のファッション流行の発信地であったフランスに対して憧れを抱いていたという
事実もあるのだが、自社の社員から言われた「雑誌は営業さえしてればなんでも売れ
る」という言葉が胸に突き刺さり、無力感を感じてしまったことが第一の理由として
あげられる。一方で滞在中には『それいゆ』『ひまわり』のほか、新聞やラジオにも
パリ便りを寄せ、パリの情報をいち早く読者に伝えていた。 
　中原は、特に『ひまわり』において雑誌の売り上げ部数が激減したために、編集部
から呼び戻される形で1952年に帰国した  。しかしひまわり社の経営悪化により、同16

年の11月号で『ひまわり』を廃刊するに至った。だが、翌年に『それいゆ』臨時増刊
の形で「ジュニア号」を発刊し、1958年には『ジュニアそれいゆ』というティーンエ
イジャー向けの雑誌を創刊した。この雑誌は『ひまわり』のようなかつての日本の少
女雑誌の形態とは異なり、アメリカのセブンティーン誌を思わせるものであり、『ひ
まわり』に代わる新しい雑誌として登場した。また、本雑誌では弟子の内藤ルネが起
用されており、1959年に中原が脳卒中で倒れたのちは内藤が『ジュニアそれいゆ』の
表紙を担当することとなった。 

 『新装版　中原淳一画集』、2011、p.3915

 『新装版　中原淳一画集』、2011、pp.100-10116
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　病で倒れた中原は自宅で療養生活を送っていたが、1960年に心臓発作を起こし、仕
事の禁止と5年間の療養を言い渡された。これにより、『それいゆ』と『ジュニアそれ
いゆ』は廃刊を余儀無くされてしまったのである。しかし、1964年にパリにいた高英
夫の誘いで再渡欧し、約半年間の滞在後、少しずつ仕事を開始した。1975年には『中
原淳一画集・第1集』を講談社より出版し、また1972年に日本橋高島屋にて中原淳一
原画展「抒情画の世界」が開催された。以後全国を巡回し人気を博した。だが、1979
年に脳血栓と心臓発作を起こしたことをきっかけに入退院を繰り返した。そして1982
年、70年の生涯に幕を閉じたのである。 
　以上のように中原の経歴を概観することで、中原は多くの少女雑誌の挿絵画家のよ
うに、少女の絵をただ提供していただけではなく、戦前から戦後にかけての波乱に満
ちた時代を駆け抜け、雑誌編集、ファッションデザイン、雑貨販売、執筆活動、プロ
デュース業など、様々な分野に渡って活躍し、それらを形成していったことがわかった。
つまり、当初は既存の少女雑誌というメディアのなかで既存の役割を演じていたこと
には変わりはないが、次第にそこから新しい「少女に向けた」メディアそのものをつ
くっていったと言えるだろう。 
　このような多角的な方面から「少女」を紡ぎ出す活動を行なった人物は他にも存在
するのだろうか。中原の活動モデルとなった人物として、やはり中原が憧れを持って
いた竹久の名が再び現れる。竹久もまた挿絵画家やグラフィックデザイナー、商業デ
ザイナーなど幅広い活躍をみせた。マスメディアに絵を提供するのみならず、中原が生
まれたまさに1913年に「港屋」という雑貨店を開いた。店舗という自分だけのメディ
アをつくり、その中に出版物だけではなく洋服、団扇、便箋など、少女の日常の環境
に少しずつ浸透していく手法は、中原と共通していると言えるだろう。中原と竹久が
したことは、多種多様なメディアの組み合わせによって、少女雑誌のように理想の「少
女らしさ」を提示するだけではなく、「少女らしい」思考や身体の在り方の規範を具
体的に示し、それを物理的に可能とする環境を形成したのである。 
　しかし、この手法の洗練度合いにおいては、やはり中原の方が上であったと筆者は
考える。少女のための雑誌を創刊し、少女になるための文章を書き、そして少女に相
応しい衣服をデザインしたばかりか、作り方まで解説をした中原の方が、竹久より徹
底していたと言える。 
　また、竹久と中原の描く少女像に、当時の人々は明らかな違いを感じていた。例え
ば、中原を『少女の友』に抜擢した内山は、中原の絵を最初に見たとき、その中に竹
久の影響を感じ取ったものの、両者を比較して以下のように述べた。 

　夢二の画は、日本の古い女である。夢二の長い血みどろな人生の女性巡礼の果てに
彼がつかみとった女の美しさ、女の哀しさを夢二は自分の画の女性像として想像した。
夢二の画が今もなお、あんなに評価されるのは、夢二の画の中に日本の女の持つ永遠
の哀しみというか、現代にも共感される女の原点が表現されているせいではないだろ
うか。 
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　併し、中原君の画は夢二の画とは全く異質である。モノセックスなそして閉鎖され
た昭和十年代の、性を持たない透明な美しい少女像である。それだけに中原君の画は
当時の女学生たちの心を強くつかまえたのであろう 。 17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　実際に1939年5月に発刊された『少女の友』で夢二の特集が組まれた時、読者から
の反響は少なく、読者の投稿欄を見てもたった2人しか賛辞の言葉を寄せていなかっ
た  。一方で当時中原は『少女の友』で目覚ましい活躍をみせていた。したがって、18

中原と竹久はそれぞれの活動領域や内容が似ているとみなされるが、むしろ少女文化
隆盛期の1930年代から1940年代に読者であった少女たちは、両者に明確な差異を見
出し、竹久の描く「少女」には違和感を持ち、中原を支持したのである。 
　以上のことから、中原は既存の「少女らしさ」を体現するだけではなく、多様な企
画を自らの美意識に沿って、編集、文学・ファッション・美術・生活の全領域にわた
り少女文化を提示したことが、他の挿絵画家にはない特徴であり、少女文化を形成す
るための重要な役割を担ったと言えるだろう。 

第2節　中原淳一の「少女らしい」ファッション 
　中原は多岐にわたる活躍を見せる中で、時にはある分野における先駆者としての役
割を果たすこともあった。そのうちの一つとして、日本で初めて少女向けのファッショ
ンをデザインしたことがあげられるだろう。確かに、他の挿絵画家も少女雑誌におい
て少女の衣服を描いていた。しかし、一方で中原は『少女の友』で「女学生服装帖」
という少女向けのファッション特集を自ら企画、そして『少女の友』降板後は『きも
のノ絵本』においてデザインを発表し、さらに戦後は少女向け雑誌『ひまわり』を創
刊した。つまり、中原は他の挿絵画家とは異なり、自ら少女のためのファッションを
考案していたのである。かつて上野広小路の高級洋装店でデザイナーとして働いてい
たこともあり、洋服を自ら作ることができた中原だったからこそ可能であったとも考
えられる。中原は少女雑誌『ひまわり』において以下のように述べている。 

　あなたは決して、大人の装いに、憧れたりしてはいけません。あなたには、少
女という、立派な特権があるのです。あなたは少女であるという誇りを持って、
それらしく装うことが、一番大切なことなのです。（中略）結局そのデザインの
如何で、あなたを少女らしく生かすことができるのです。  19

　少女雑誌の出身である中原は、少女時代を「最も美しい時代」とみなし、「ただ一
度の機会」であるため少女らしく装うことが「一番大切なこと」と考えていた。それ

 『花も嵐も』、1997.9、pp.50-5117

 今田、2007、p.7518

 『ひまわり』、1947.619
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を可能にするのは洋服の「デザインの如何」であると明言していることから、中原が
「少女らしい」ファッションをデザインする際、彼の少女に求める美学や意図を組み
込んでいたことが推測できる。 
　　では、中原の「少女」のファッションにおける「デザインの如何」とは、具体的
にいかような形態を指していたのだろうか。引用から中原は「大人の装い」と「少女」
のファッションは別のものとして捉えていることがわかる。つまり、両者をそれぞれ
特徴づける際、異なるデザインを用いていたことが考えられる。しかし、未だ先行研
究において、その特徴は分析されていない。 
　中原がデザインしたファッションは後世にも影響を与えている。内弟子であった芦
田淳をはじめ、高田賢三、金子功、森英恵、花井幸子、丸山敬太など、世界で活躍す
る多くのデザイナーの多くが、中原の影響を強く受けたことを語っている。1970年代
に民族衣装に着想を得て、フォークロアファッションを綺麗な色使いで可愛らしく表
現したデザイナーの高田賢三や、1980年代に誕生した「少女的な」装飾志向のスタイ
ルを打ち出すブランド「PINK HOUSE」のデザイナーである金子功は、共に中原の作
品を好み、中原が描いた「少女らしい」スタイル画を真似して描いていた 。また、小20

澤京子は中原の提案する「少女らしさ」には、今日的な「ガーリー」にまで伏流する
諸要素がすでに含まれており、中原が描き出した「少女的イメージ」には、ガーリー・
カルチャーのパイオニアとしての全てが含まれていると断言している  。これらのよ21

うに、中原の提唱した「少女らしい」ファッションは先駆的な存在であり、多大な影
響を与えたと言われている。したがって、次章以降では中原淳一の唱えた「少女らし
い」ファッションデザインの持つ具体的な特徴を明らかにすることを試みる。 

 『別冊太陽S 美しく生きる 中原淳一 』、1999、pp.45,5420

 小澤京子、2013、p.7521
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表2-1：中原淳一年表

年

1913 香川県大川郡白鳥町（現・東かがわ市）に生まれる。

1928 私立日本美術学校洋画家に入学。絵画研究所にも通い始める。

1930 上野広小路の高級洋品店にオーダー服のファッションデザイナー
として迎えられる。

1932 銀座松屋にて『中原淳一・第一回フランス・リリック人形展覧
会』を開催し、新聞雑誌にて絶賛。一躍有名になり『少女の友』
と専属契約を結ぶ。

1933 『少女の友』の付録を手掛け売り上げが倍増。日本美術学校を卒
業。

1935 『少女の友』の表紙絵の担当が始まる。

1939 麹町に淳一グッズの店『ひまわり』を開店。 
洋服・バッグ・人形・便箋等を販売し女学生の人気を得て通信販
売を始める。

1940 軍当局の干渉により６月号を最後に少女の友を降板する。 
初のスタイルブック『きものノ絵本』刊行。11月、宝塚のトッ
プスター葦原邦子と結婚。

1945 ３月：召集され横須賀海兵隊に入隊。 
８月：復員し出版の準備を始める。

1946 婦人雑誌『ソレイユ』（ヒマワリ社）（のちに「それいゆ」）創
刊。 
「ヒマワリ社」（のちに「ひまわり社」）を会社組織化。

1947 月刊少女雑誌『ひまわり』（ヒマワリ社）創刊。

1948 「ひまわり音楽と舞踏のつどい」を開催。 
プロデュース・演出・衣装を手掛け、好評のため以降恒例化。

1950 日本初の本格派ミュージカル「ファニー」を開催。 
プロデュース・演出・衣装を手掛け、話題を呼ぶ。

1951 渡仏、『それいゆ』「ひまわり」のほか新聞やラジオにパリ便り
を寄せる。

1952 帰国。帰朝第一回ファッションショーを開催。

1954 「ジュニアそれいゆ」創刊。

1958 テレビ番組「中原淳一のおしゃれおしゃべり」の収録中、心筋梗
塞で倒れ入退院。

1959 テレビ番組「花の日記帳」の脚本を担当、バラエティ番組のはし
りとなる。 
脳溢血で倒れ入退院後、自宅療養となる。

1960 自宅で心臓発作を起こし入院、仕事の禁止と５年間の安静を宣言
される。

1961 退院し千葉県館山市塩見にて療養を始める。 
少しずつ元気になり、人形作りや執筆活動を開始。

1970 新しい月刊誌「女の部屋」を創刊。 
この年、病で３度倒れ、５号をもって廃刊。



第3章　中原淳一の活動時期における社会状況 
　中原の「少女らしい」ファッションの特徴を見出す手法として、中原自身が創刊し
た婦人誌『それいゆ』と、少女雑誌『ひまわり』に描かれたスタイル画をそれぞれ比
較する。以上の手法を取る理由として、次の2点があげられる。はじめは、両雑誌は同
時期に発行されており、それぞれのスタイル画が同じ流行条件や社会的背景に基づい
てデザインされている点である。次は、第2章で述べた通り『ひまわり』は『それいゆ』
の公式的な少女版であることから、婦人向けの『それいゆ』と少女向けの『ひまわり』
は対応関係にあるという点である。したがって、同時期かつ同コンセプトで編集され、
年齢によってのみ区別された両雑誌のスタイル画の差異を明らかにすることで、中原
が「婦人」と「少女」に求めたそれぞれの特徴をあぶり出すことができると考えられ
る。 
　しかし、実際に分析する前に、中原の活動期間における社会状況を確認する必要が
ある。中原がどのような社会背景や服飾流行の下でデザイン画を描いていたのかを把
握することで、中原のデザインを客観視できる。また、中原がいかにして情報を取捨
選択し、「少女らしい」ファッションのデザインを構築したのかを考察することに有
用できる。 

第1節　日本における「少女」向けファッションの成立 
　先述したように、中原は日本の服飾史、特に「少女」向けのファッションデザイン
において、重要な活躍をした。では、そもそも日本において「少女」のファッション
が、一般的に認知され始めたのはいつ頃なのだろうか。ここで、岡村節子氏の『日本
の子ども服物語』(チャネラー、2003）を基に、少女の服の母体となった子ども服の変
遷を整理しておく。 
　少女という概念はこどもから派生したものであるため、まず日本の子ども服の歴史
を整理をする必要がある。日本において子ども服の歴史が始まるのは、洋服が日本に
もたらされた時期である。それ以前の和服が主流であった時代は、一般の家庭におい
て子どもが着る着物といえば大人用のものを子ども向けに小さく仕立て上げただけの
ものであった。しかし、1854年にペリーが来日し、日本人が初めて洋服をみて以降、
子ども服が徐々に上流階級の一部の家庭で認知されていった。だが、それでも当時は
まだ和服の方が一般的であり、本格的な子ども服の普及には至っていなかった。　 
　子ども服の需要が急速に拡大した要因として、1923年に起きた関東大震災の影響が
非常に大きい。岡村は、以下のように述べている。 

　しかしながら、我が国の婦人子供服の「服飾史」という側面からみると、この
関東大震災がエポックメーキングとなっていることは、歴史の皮肉とでもいうベ
きだろうか。 
　何故かというに、大震災によって各家庭では衣類のことごとくを焼き尽くして
しまい、急場の用事をなすために簡便で活動が自由であるということから、にわ

 15



かに洋服を求めるようになった。そればかりか、それまでにも徐々に普及してき
ていた子供服-幼児服、男女子供服・児童の金ボタン服、女生徒のジャンバー・
セーラ服・オーバーなどの需要が急激に増大したからである。 
　中でも、洋服の婦人は猛火の中をくぐり抜けて助かっているのに、和服の婦人
は袖や袂に日が燃え移ってそのために少なからず倒れていった生々しい大震災の
経験が、一般の女性に、最も活動的であるためには洋装の便利であることを悟ら
せたのである 。 22

　 
　つまり、大震災によって各家庭の衣類のほとんどが焼けて落ちてしまったことをきっ
かけに、人々は丈夫でより活動的に動くことができる洋服を求めるようになった。ま
た、それ以外にも当時の生活様式が徐々に西洋的になり、住宅文化や椅子式生活が普
及していったこと、更には学校教育で体育の時間が追加されたことなどを理由に、子
ども服はより人々に普及したのである。 
　関東大震災から翌年の1924年以降、高等女学校の制服として「セーラー服」が普及
した。先述したように女学生の出現は、明治の少女文化が誕生した理由である 。少23

女文化を中心となって築き上げていった中原が担当した、『少女の友』における「女
学生服装帖」という連載を見ると、中原が当時、実際にセーラー服の着こなし方など
を詳細に描いていることが分かる。女学生が出現したことをきっかけに、「少女文化」
が構築され始め、少女雑誌を通じて少女向けファッションは徐々に台頭し始めた。し
かし、今田氏の言うように、これらの少女雑誌はごく限られた一部の少女しか購読で
きなかった。これらのことから、一般的に少女向けファッションが普及していたわけ
ではなかったと言えよう。 
　関東大震災や学校教育の普及により、子ども服は一般的に着られ始めるようになっ
たが、少女向けのファッションは少女雑誌上では存在していたものの、一般的には認
識されていなかったことが以上に述べた先行研究から明らかである。だが、1952年に
子供服標準寸法が改定され、幼児・ジュニア・ティーンの各サイズに分けられた。こ
れにより少女向けのファッションが日本においてある一つのジャンルとして認識され
たと言えるだろう。 
　以上のように、子ども服の変遷を通して少女向けファッションが確立されていく流
れを整理していくと、中原は日本で「ティーン」という服飾規格が成立される1952年
以前から少女向けファッションデザインを考案していたことが明らかとなった。少女
向け雑誌『ひまわり』が創刊されたのも1947年のことである。これらのことから、中
原が日本において少女向けファッションの先駆者的存在であったことは間違いないだ
ろう。では、中原は少女向けファッションを完全に独自の感性のみでデザインしてい

 岡村節子、2003、p.822

 今田絵里香、200723
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たのだろうか。中原は少女雑誌『ひまわり』において「少女らしい」ファッションを
描く際、いかような情報を得てそれらを構築していったのであろうか。 

第2節 1930年代から1950年代のフランスとアメリカのファッション 
　中原が本格的に活動を始めた1930年代から、脳溢血で倒れ止む無く休養せざるを得
なくなった1950年代にかけて、日本の服飾業界は主にフランスとアメリカのファッショ
ンを参照していた。そのような社会背景の中で、中原はどのようにフランスとアメリ
カのファッションを自身のデザインに取り入れていたのだろうか。ここで、まず中原
が活躍した1930から1950年にかけてのフランスとアメリカの服飾界においての大まか
な動向を整理しておきたい。 
　1920年代まで、世界のファッションの中心地はパリであった。19世紀に国の主要な
産業となっていた仕立業や手工業が目覚ましい発展を遂げ，ファッションの中心とし
て確立されたのである。しかし、1939年に第二次世界大戦が勃発し、さらに翌年の
1940年パリ陥落後、状況が一変した。これによりパリのクチュール業界は形骸化しつ
つも存続はしたが、パリ・モードの情報は国外に届かなくなったのである 。 24

　パリの代わりにファッションの中心地を担ったのはアメリカである。1930年代にな
ると、ハリウッド・スタイルがファッション界に最も大きな影響を与えるようになっ
た。ハリウッド映画は1930年から1940年にかけて隆盛し、映画館に行くことが当時
の人々の大きな娯楽であった。ハリウッド衣装のデザイナーたちが映画スターのため
にデザインした華麗な衣装は、大恐慌とヨーロッパの大戦で疲弊していた人々を癒し
た。このような衣装を実際に手に入れることは、もちろん大多数の人にとっては困難
であったが、型紙や簡略化したものであれば手が届いた。小売店は映画のファッショ
ンをコピーし、アメリカのデザインはパリから離脱し始めた 。(図3-1,3-2） 25

 深井晃子、2013、p.27024

 深井晃子、2013、pp. 270,30625
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右)図 3-1 左)図 3-2 
《Fashionable Clothing from the Sears Catalog: Mid 1930S》



　第二次世界大戦が終わり、ヨーロッパの大部分が長期にわたる復興期に入るにつれ
て、パリもファッション界に復帰を試みた。パリ衣装協会はクチュール・メゾンのオー
プンとコレクションの開催を後押しした。パリを本格的にファッション界へ舞い戻ら
せる決定的な要因として、1947年にクリスチャン・ディオールがラ・コロール・コレ
クションを発表したことが挙げられる(図3-3)。本コレクションにおいてディオールは、
戦争前・戦争中に主流を占めていた、配給制で布を節約した角ばった肩のユーティリ
ティスーツ・スタイルから脱却し、丸みを帯びた肩、絞ったウエスト・パットを入れ
たヒップ、プリーツのたっぷりしたスカートを特徴としたシルエットを考案した。こ
のシルエットは『ハーパース・バザー』誌編集主幹のカーメル・スノウによって
「ニュー・ルック」と名付けられ、以後この呼び名が定着した。ディオールが創出し
た「ニュー・ルック」は次の10年間のファッションの基本形となった 。パリが復帰26

した1950年代以降、ファッション界では主にフランスとアメリカの両方が影響力を持
つようになった。まずフランスにおいては、ディオールが「ニュー・ルック」を創出
した後、バレンシアガやバルマンといったデザイナーたちが次々とコレクションを発
表し、ファッションの流行を生み出していった。 

　次にアメリカでは、新たな消費者として「ティーン・エイジャー」が台頭した(図3-
4,3-5）。若者のほとんどは、1940年代後半まで、16歳になる前に学校を出ると職に
就くか軍隊に入った。しかし1950年代に家計が豊かになり、若者が家に留まる期間が
長くなると、自分たちの独自性を主張する道を探り始めた。それは標準とは異なる服
を着ることだった。デニムのメーカーは10代の若者をターゲットにジーンズを売り出
し、エディ・コクランやエルヴィス・プレスリーといったロックンロールスターが流行
に拍車をかけた。映画『乱暴者（あばれもの）』でマーロン・ブランドがジーンズと

 深井晃子、2013、pp. 314.31926
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図 3-3 
《The Golden Age of Couture: 
Paris and London 1947-1957》



皮のジャケットを着た時、若者たちはそこに反攻にふさわしい新たなファッション・
ユニフォームを見出した。新たな十代のスタイルが、音楽や映画とリンクしながら出
現したのである  。以上が1930年代から1950年代にかけてのフランスとアメリカの27

服飾動向である。 

第3節 日本におけるフランスとアメリカ服飾の受容 
　中原が活躍した時代、ファッションの発信地としてフランスとアメリカの両方が時
折入れ替わりながらもその役を担っていた。では、日本はいかなる手段を用いてそれ
らの情報を受容し、選別していたのだろうか。 
　洋装化が徐々に進み始めた1930年代から1950年代頃、日本の海外服飾情報の入手
経路は主に映画や雑誌であった。特に服飾雑誌『装苑』は情報入手手段として重要な
雑誌の1つであった。『装苑』は1936年4月に創刊された文化服装学院の機関誌であり、
創刊の目的は「服装の改善と、その普及」とされている。洋裁技術の教育とそれを補
助する実用的な情報の他に、海外流行の報道記事も充実していた。海外で出版されて
いた『VOGUE』や『Harper's BAZAR』といった服飾雑誌は、当時の人々にとって直
接入手することは困難であったが、『装苑』が窓口となりそれらの内容を読者に伝え
ていた  。したがって、海外服飾情報を入手すること自体は当時の日本人にとっても28

比較的容易であったと考えられる。中原も『装苑』を通じていたのかでは定かではな
いが、中原自身が発刊した『それいゆ』をみると、「ヴォーグやバザアをみると」と
いう記述がある 。つまり、中原も海外服飾雑誌には目を通していたことが分かる。 29

 深井晃子、2013、p. 34427

 田中里尚 、201628

 『それいゆ』、1950.529
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右)図 3-4  左)図 3-5 
《Fashionable Clothing from the Sears Catalogs: Mid 1950s》



　では、以上のようにフランスとアメリカの服飾情報は、いかにして日本の服飾界に
影響を与え、解釈されいたのだろうか。はじめに、日本におけるフランスの服飾情報
の受容について述べる。日本においてパリ・モードが本格的に意識されはじめるのは
1940年代後半から1950年代のことである。先述したように、フランスの服飾界は第
二次世界大戦の影響により1940年代半ばまでは機能していなかった。しかし、1947年
にクリスチャン・ディオールが「ニュー・ルック」を発表して以降、世界中からパリ・
モードが注目を浴びるようになった。洋服の流行の型がパリという中心からもたらさ
れるようになった以上、日本でも1950年代にはパリ・モードの受容とそれを巡る葛藤
はより明確な輪郭を持って立ち現れてきた。そして、それはパリ・モードの中心的な
存在であるクリスチャン・ディオールが次々と手がけるデザインを巡って展開され
た 。 30

　クリスチャン・ディオールが手がけるデザインが具体的に誰によって受容されたかと
いうことを考える時、井上雅人の論考「洋装文化の構造-戦後期日本のファッションと、
その場・行為者・メディア(2）」に見られる以下の指摘は一つの重要な示唆を与えて
くれる。井上氏は、「パリ・モードが規範として存在し、その日本における翻訳者と
してデザイナーたちが機能し、さらに、そのデザイナーたちを模倣する集団が形成さ
れていたというのは間違いないことだろう」 と述べている。本文の「デザイナー」と31

は、同論考の中で指摘されている杉野芳子、伊藤茂平、田中千代、桑沢洋子など、こ
の頃活躍してた洋裁学校の経営者でもある人物たちのことである。彼らの仕事は「ス
タイルブックでの執筆、ファッションショウでのプレゼンテーション、百貨店の販売、
洋裁学校での教育」 と多岐に及んでいる。中原も洋裁学校の経営はしていなかった32

が、ファッションをデザインし、それらをメディア等で伝えていたことからデザイナー
であったと言えるだろう。井上が指摘するように、当時のパリ・モードを象徴する存
在であったディオールのデザインは、まずデザイナー達によって受容され、次に彼等の
言葉やスタイル画を通じて、より間接的に、そしてより広範囲に、服装や洋裁に関心
を持つ人々によって受容されていった。 
　以上から、1940年代後半から1950年代にかけて、ディオールをはじめとしたパリ・
モードが日本人に意識されていたことがわかった。次に、日本におけるアメリカの服
飾受容について述べる。田中里尚 によると、日本は太平洋戦争が始まるまでの間、33

アメリカの服飾流行を好ましく思い、その「合理性」や「経済性」において、パリ・
モードよりも高く評価していた。戦争が泥沼化する中でアメリカの服飾流行は徐々に
否定されていったが、論者の中には一定の評価を与えるものもあった。しかし、1941
年11月号の『装苑』『手芸と洋裁』『服装の文化』の3誌は政府の命令で統合され、

 安城寿子、201430

 井上雅人、2011、p.831

 井上雅人、2011、p.932

 田中里尚 、201633

 20



『服装文化』として生まれ変わることが表明された。本誌は洋服依存から脱却すると
共に、非活動的な和服を改めた日本独自の服飾に改新することを目的とした。戦時中
であるため洋服を肯定することは出来ないが、動きにくい和服を採用することも難し
いという葛藤から、日本独自の洋服を考案しようとしたのである。 
　戦後になると、アメリカ服飾流行を表面的には否定し、一定の距離は置きつつも、
『装苑』等の雑誌内のグラビア表現はアメリカンスタイルそのものでっあたという矛
盾が生じていた。1948年頃からその矛盾を解消するため、アメリカ服飾流行の意味付
けを議論する声があがった。というのも、当時の日本の服飾界では、流行への追随と
戦前の日本独自の服飾美の創造という二者択一で頭を悩ませていた。しかし、1949年
の1月号の『装苑』の「年頭の辞」において、海外流行を排除した日本独自の洋服の創
出を論じていた遠藤政次郎が、『装苑』の紙面にアメリカ服飾界の情報を連載すると
宣言した。これにより、以降アメリカの服飾情報が正当に掲載され続けることとなっ
た。 

第4節 『それいゆ』と『ひまわり』における海外服飾情報の影響 
　アメリカとフランスの服飾情報が同時に入手することが可能となった1940年末から
1950年代初めにかけて、日本は自国の服飾にどちらの流行を取り入れるのかというこ
とが議題にあがった。例えば、1948年10月号の『装苑』(文化出版局、1948.10)の「服
装を生かす色彩について」の中で、中原がその二者択一に対して言及している。 中原
はフランスは耽美主義でくずれそうな美しさも含んでいる一方、アメリカは生活的で
機能的とし、現在の日本の状況を考えるとアメリカ的に美を求めた方が健康で建設的
ではないかと提言している。 
　だが1950年頃になると、日本においてフランスとアメリカという流行の双璧は、服
飾雑誌などにおいて次のように整理されるようになったと田中里尚は述べている。フ
ランスは、センスをもつ大人向け。アメリカは若々しい女学生向け 。つまり、パリ・34

モードがディオールの出現により流行の要を創出していく一方、アメリカではティーン・
エイジャーが新しいスタイルを構築したという背景から、日本はどちらか一方の流行
を採用するのではなく、年齢によって両国の服飾の特徴を捉え解釈したと言えよう。 
　以上を踏まえ、中原の婦人誌『それいゆ』と少女雑誌『ひまわり』のファッション
デザインについて、次のことが考えられる。中原が両雑誌を創刊した1946年から1947
年にかけて、日本人は服飾デザインを手がける際、海外の流行情報をもとにしていた。
当時の服飾の中心はフランスとアメリカであったため、日本は両国どちらの流行情報
を取り入れるかについて思案していたが、1950年頃には服飾雑誌内などにおいて、「パ
リ・モードは大人向け」「アメリカは若々しい女学生向け」と特徴付けられた。この
ような背景から、中原が婦人誌『それいゆ』と少女雑誌『ひまわり』においてデザイ
ンをする際にも、両雑誌間においてアメリカとフランスの服飾流行の違いが確認でき

 田中里尚  、2016、p.76 34
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るのではないかと考えられる。つまり、大人向けの『それいゆ』にはパリ・モードを、
少女向けの『ひまわり』にはアメリカのティーン・エイジャーのスタイルを採択し、
参考にしていた可能性があると考えられる。中原が両国の服飾流行を具体的にいかよ
うに取り入れていたかということは、先行研究でも未だまとめられていない。そこで、
以上の可能性については、次節で実際に両雑誌のスタイル画を比較していく際に検証
していく。 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第4章　中原淳一の「少女らしい」ファッションの特徴 
　中原の「少女らしい」ファッションの特徴を見出すため、前章で述べた中原の活動
時期における社会状況を踏まえ、本章では実際に婦人誌『それいゆ』と少女雑誌『ひ
まわり』においてそれぞれ描かれたスタイル画の比較を試みたい。 
　『それいゆ』は1946年から1960年、『ひまわり』は1947年から1952年まで発行さ
れた。これらのうち、両雑誌が同年月に発刊されたもののみを調査対象とする。(表4-
1）また、両雑誌の巻号を本論において述べる際、国立国会図書館の表記に基づいて表
記する。例えば、1948年1月に発行された『ひまわり』の場合、『ひまわり』2巻の1
月号であるため、『ひまわり.2(4)』とする。 
　そして、雑誌においてファッションデザインを紹介した連載が、『それいゆ』は「そ
れいゆぱたーん」、『ひまわり』は「みだしなみせくしょん」であったため、本調査
はそれぞれの連載内で描かれたスタイル画を主に対象とする。しかし、両雑誌はこれ
ら2つの連載以外にも臨時で特集が掲載された刊もあるため、それらは随時参照する。 
　両雑誌間のスタイル画において具体的にいかような特徴の差異があったのかを明ら
かにするため、以下ではスカート・トップス・小物の3つに分けて、『それいゆ』と『ひ
まわり』のスタイル画が持つ特徴をそれぞれ分析する。 

第1節 スカート 
　はじめに、『それいゆ』と『ひまわり』のスタイル画におけるスカートの描かれ方
の違いに焦点を当てる。先述したとおり『それいゆ』のスタイル画においては、パリ
モードの影響を如実に受けているため、主にディオールが発表したラインに沿ってデ
ザインが展開したことが予測できる。 
　ディオールはラインに応じて様々な種類のスカートをコレクション内で発表した。
しかし、 “Dior Catwalk: The Complete Collections”（Alexander Fury&Adelia 
Sabatini、2017）におけるスカートに関する記述を分析すると、大まかなシルエット
は主にフレア型とタイト型に大別することができる。フレア型はサーキュラースカー
トやギャザースカートといった裾に向かって広がる形のシルエットであり、代表的な
ラインは コロール・ライン (ニュールック）があげられる。次にタイト型は、ストレー
トスカートやペンシルスカートといった身体に沿う形のシルエットである。代表的な
ラインはオブリック・ラインがあげられる。1947年にニュールックが従来まで一般的
ではなかったボリュームのある華やかなフレア型のスカートを発表し、一世を風靡し
た。その後フレア型はミリュー・ドュ・シエクルまで主流であったが、バーティカル・
ラインにおいてディオールが「女性らしさ」を意識したデザインを発表し始めると同
時に、スカートのシルエットもフレア型から身体の線を強調することが出来るタイト
型へ移行した。そして、最も女性の身体に着目し、「3つの卵型」を念頭にデザインさ
れた ナチュラル・ライン においてタイト型は隆盛を極めた。しかし、1952年に冷戦
により緊張が高まり、より活動的な衣服が求められるようになったシニュアス・ライ
ン以降、徐々にフレア型も再び現れはじめた。 
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　以上のディオールにおけるフレア型とタイト型のスカートの変遷と、『それいゆ』
にて描かれているフレア型とタイト型のそれぞれのスカートの点数を比較したい(表4-
2) 。ディオールのラインにおいてフレア型が主流であった1948年から1949年にかけ
て出版された『それいゆ』のスカートは、ほぼ全てフレア型のものであった。また、
フレア型とタイト型が同時に混在する バーティカル・ラインとオブリック・ラインが
発表された時期、『それいゆ』においてもフレア型の方が優勢ではあったものの、タ
イト型スカートが出現しはじめる。そして、タイト型が隆盛を極めたナチュラル・ラ
インが発表された『それいゆ』では、従来とは逆にタイト型が圧倒的に優勢となる。
これらのことから、やはり『それいゆ』のスカートのシルエットはディオールのライ
ンから多大な影響を受けており、ラインの展開とともにデザインを随時流行に合わせ
変更していたことが明らかとなった。 
　では『ひまわり』においても同じことが言えるのだろうか。以上のことを明らかに
するため、『それいゆ』と同様に、『ひまわり』のスカートとディオールにおけるフ
レア型とタイト型のスカートの変遷をまとめた(表4-2) 。すると、ラインに応じてフレ
ア型とタイト型が入れ替わりながら登場するディオールとは異なり、『ひまわり』の
シルエットは一貫してフレア型のみであることがわかる。 ナチュラル・ラインの登場
によりタイト型が一世を風靡し、『それいゆ』のスタイル画にも影響を与えたシーズ
ンにおいてさえ、『ひまわり』にはフレア型しか掲載されていなかった。したがって、
中原は意図的に『ひまわり』においてフレア型のスカートのみをデザインし続けてい
たということが言える。 
　中原はなぜ『ひまわり』においてフレア型のスカートのみを掲載したのだろうか。
『ひまわり.5(5)』の「みだしなみセクション」では「少女のスカート」というタイト
ルの記事が掲載されていた。中原が詳細にスカートの種類について解説したものであ
るが、ここにおいても紹介されているのはフレア型のスカートのみである。本記事内
にて、中原は以下のように述べている。 

スカートは、ドレスの下半身になります。このスカートの形ひとつで、可愛らし
い感じになつたり、おとならしい型になつたり、ふだん着に向くものになつたり、
又よそゆきにふさわしいドレツシーな感じのものになります。  35

　つまり、中原はスカートはファッション全体の雰囲気を左右する最も重要な要素で
あると考えていたことがここからわかる。また、ファッションのシルエットによって
少女向けの「可愛らしい感じ」や、「おとならしい型」を演出することが出来るとも
述べていた。さらに、中原は続けて以下のように述べている。 

 『ひまわり』、1951.535
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また、この外にタイトスカートとか、最近の流行にはトランペットスカートとか
がありますが、これはみんなおとなのもので、皆さんの様な少女には関係のない
ものです。  36

　以上に記載されている「タイトスカート」や「トランペットスカート」といった「最
近の流行」とは、ナチュラル・ラインをはじめとした当時のパリ・モードの流行であ
ると考えられる。すなわち、中原は当時パリ・モードの流行であったタイト型のスカー
トを「少女には関係のないもの」とみなしていたことが以上から浮かび上がった。 
　では、一方でフレア型のスカートにおいてはいかように考えていたのだろうか。本
特集において中原は様々な種類のスカートを解説しているが、フレアスカートにおい
て以下のように言及している。 

誰にでも似合つて、よそゆきにも、ふだん着にも向き、絹でも、木綿でも、ウー
ルでもつくることができます。フレヤーがあまり少なくなるとおとなつぽくなり
ますから、少女らしい可愛らしらしさが出る程度にゆるやかに作つて下さい。  37

　すなわち、中原は少女らしさをスカートで演出する場合、フレアの広がりが重要で
あると考えていたことが以上からわかる。逆に、スカートの広がりが少ないスカート、
つまりタイト型のスカートは「おとなつぽく」なるため「少女らしい可愛らしらしさ」
には不適切であると考えていたのである。これらのことについては、『それいゆ(16)』
の「デザイン研究̶スカートがつくる性格」においても同様のことが述べられている。

一枚の布地も、それに選んだデザインによつて若向きにもなり中年向きにもなり
普段着にもなりよそゆきにもなる。ドレスには飾りの多いのがよそゆきでもなく
若向きと云う訳でもない。その選ばれたデザインの性格によつてきまる。スカー
トはその性格を作る大きな役目をしているもので、上半身が同じものでもスカー
トの選び方一つで少女服になつたり中年向きなドレスになつたり、普段着になつ
たり、外出着になつたりする。  38

　以上の引用においても、中原はスカートはファッションの雰囲気を演出する上で重
要なものであると主張していた。さらに本特集において興味深い部分として、トップ
スは同じものであるが、スカートのシルエットが異なる2点のスタイル画を比較し、そ

『ひまわり』、1951.536

『ひまわり』、1951.537

『それいゆ』、1952.238
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れらの表す性格の違いを表しているところである。例えば、図4-1,4-2で描かれている
2点のスタイル画について、中原は以下のように比較していた。 

ギャザアスカートにすると隔肩の雑布が幼い感じを出して、可愛らしさを誇張し
ているが、スカートを細くすると大人の感じで上半身が可愛さを一寸引き締めて
いる。(図4-1) 

可愛らしいふくらんだ袖であるが、スカートのテクニックで少女のものにはどう
してもならないし、木綿ではつくれない。ギャザアスカートにしてみると完全な
少女服。(図4-2) 

　以上のような比較が、本特集において全12点掲載されていた。それら全ての解説を
読む限り、中原はスカートに膨らみを持たせることで少女らしい可愛らしさを演出で
き、逆にスカートを体に沿うよう細く作ることで大人らしくなると考えていたことが
わかる。タイトスカートにおける解説で「そして、これは若いひとのものではなく、
絶対に、大人を表現する形である。」と断定していることからもこのことが理解でき
る。 

　以上から中原はスカートのシルエットにおいて、フレア型は少女向け、タイト型は
大人向けと捉えていたことが明らかとなった。しかし、『それいゆ』と『ひまわり』
で描かれているスカートの特徴の違いはシルエットにおいてだけではない。例えば、
『ひまわり.3(6)』で中原は以下のように述べている。 

大人の人々の間では、ロングスカートという事が、この頃問題になつていますが、
少女の皆さんには、余り必要のないことですね。ですから、鏡に向かつて、あな
たが一番少女らしく可愛く健康に見える長さをきめましょう。  39

 『ひまわり』、1948.639
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右)図 4-1 左)図 4-2 
『それいゆ(16)』(1951.2)



　また、『ひまわり.4(3)』「みだしなみセクション̶あなたの日日をつつむ制服」に
おいて、少女たちの制服について以下のような指摘をしている。 

その時その時の流行の真似をして、大人の世界でロングスカートが流行ると、制
服のスカートもひどく長くしたり、上着をキュッとつめて短くしてみたり、袖を
うんと膨らませて見たりするのは、やめたいものです。  40

　これらのことから、中原は少女においてロングスカートはふさわしくないと考えて
いたと思われる。また、実際に全ての『ひまわり』を調査すると、『ひまわり』で描
かれているスカートの丈は全て膝上からミディ丈であった。一方で『それいゆ』にお
いては全てミモレ丈からロング丈であり、ロング丈を提唱したディオールなどのパリ・
モードの影響がうかがえる。さらに中原は『ひまわり』において、少女は手足を出す
のが健康的で美しいと述べている。これらのことから、中原は少女には膝上からミ
ディ丈の短いスカートを、大人にはミモレ丈からロング丈の長いスカートをデザインし
ていたことがわかる。 
　これらのことから、『それいゆ』と『ひまわり』におけるスカートの形態的な特徴
として以下のことが明らかとなった。まず、婦人向けの『それいゆ』では、パリ・モー
ドの流行の変遷に沿ってフレア型やタイト型など様々な種類のスカートが掲載されて
いたが、『ひまわり』においてはフレア型のスカートのみであった。なぜなら、中原
はフレア型のスカートが少女にとって最もふさわしいシルエットであり、タイト型は
大人むけであると捉えていたからである。次に、スカートの丈について、『それいゆ』
においてはミモレ丈からロング丈の長いスカート、『ひまわり』には膝上からミディ
丈の短いスカートを意図してデザインしていたのである。 

 『ひまわり』、1950.340
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第2節 ネックライン 
　『それいゆ』と『ひまわり』における形態的な特徴の違いはスカートにおいて見ら
れるだけではない。次に、両雑誌に描かれているトップスに焦点を当て、相違点を分
析したいと考える。ここにおいて最も着目すべき点は、トップスにおける襟元の表現
の違いであろう。例えば、以下の表4-3・4-4は『それいゆ』と『ひまわり』において
描かれているネックラインとカラーを、それぞれ種類別に年代順にまとめたものであ
る。両者のネックラインとカラーの種類を数えると、『それいゆ』においてネックラ
インは23種類、カラーは24種類確認することができ、一方で『ひまわり』においては
ネックラインは10種類、カラーが9種類のみであった。このことから、『それいゆ』
は多種多様なネックラインとカラーを使用しているが、『ひまわり』は限られた種類
のみを中原が選択していることが推察できる。 
　さらに、表4-3・4-4における黄色のマークは胸元を鎖骨程度まで大きく開ける種類
のネックラインとカラーを示しているが、『それいゆ』の方が以上の種類のネックラ
インとカラーを多用していることがグラフ1からわかる。実際に、『それいゆ』ではス
タイル画全361点中153点、つまり掲載されている4割以上のスタイル画に胸元の広い
ネックラインとカラーが採用されていた。 

また、表4-3をみると1950年から1951年初頭にかけて胸元を広く開けたネックライン
とカラーが最も頻繁に用いられていることがわかる。特に『それいゆ(12)』(1950.3)の
「それいゆパターン」内では、「美しい胸のふくらみを作る」という特集が組まれ、
さらに『それいゆ(13)』(1950.6) はブラウスの特集が組まれ、全スタイル画中半数以
上(スタイル画全79点中47点)が胸元を広げたデザインであった。続いて同時期のディオー
ルのコレクションに目を向けると、バーティカル・ライン(1950 S/S)、オブリック・
ライン(1950 A/W)  、ナチュラル・ライン(1951 S/S) などといった、「女性らしさ」
をテーマに胸部を強調するデザインが多数発表されたコレクションが継続して展開さ
れていた。これらのことから、中原はこの時期、パリ・モードの流行に合わせて襟元
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を広げ、胸元を強調するデザインを考案していたことが考えられる。一方で、『ひまわ
り』においては胸元を広げるネックラインとカラーは『それいゆ』と比較すると少な
いことがグラフ1からわかる。スタイル画全86点中わずか15点しか用いられておらず、
全体の2割にも満たない。その代わりに、ショートポイント・カラーやスタンダード・
カラーのような、襟元が詰まったカラーが用いられ、さらにラウンド・カラーやバス
ター・ブラウン、ペタル・カラーなどの曲線を描く柔らかなデザインのネックライン
やカラーを採用する傾向がみられた。実際に以上のようなネックラインとカラーは全86
点中62点に用いられていた。また、『それいゆ』においては様々な種類のネックライ
ンとカラーを中原自身が工夫を加え、より技巧的なデザインへと昇華させていたが、
『ひまわり』においては以上のような事象は見られなかった。スタンダード・カラー
やショートポイント・カラー、ラウンド・カラーをそのまま用い、シンプルで素朴な
印象の胸元に仕上げていた。 
　また、中原は『ひまわり.2(3)』においてセーラー・カラーについて以下のように述
べている。 

メリアス絹で、打ち合わせから衿にかけてガーターになつていて、衿はセーラー
の型で少女らしいもの。  41

つまり、中原はセーラー・カラーが少女に相応しい襟であると考えていたことが以上
からわかる。この言葉通り、調査対象の『ひまわり』におけるスタイル画全86点中5
点  が登場したが、対して『それいゆ』においては全361点中3点のみしか用いられて42

いない。また、『それいゆ』で描かれている際にも、「セーラースタイルは、若さの
象徴。」 「若い人がこんなスタイルを選べば、生々とした美しさのあふれるもの43

だ。」  のように、セーラー・カラーと若さを関連づける記述が見受けられる。これ44

らのことから、やはり中原はセーラー・カラーは少女に相応しいと考えており、大人
向けの『それいゆ』においては意図的にあまり描かなかったことが考えられる。 
　したがって、『それいゆ』と『ひまわり』におけるネックラインの形態的な特徴の
違いについて以下のことが言える。まず、当時の流行ともなった大きく広がった胸元
を強調するデザインは『それいゆ』においては数多く用いられていたが、『ひまわり』
では避けられていた。代わりに、首元までの襟元が詰まったネックラインやカラーが
採用され、そのフォルムは丸みを帯びており、柔らかな印象を読者に与えた。加えて、
『それいゆ』においては中原が工夫を凝らした独創的なデザインが豊富であったが、
一方『ひまわり』ではデザインに手を加えず、シンプルで素朴なものを使用していたこ

 中原、1948、p.xx41

 女学生の制服特集が掲載されていた『ひまわり.4(3)』を除く42

 『それいゆ』、1949.643

 『それいゆ』、1950.1044
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とが明らかとなった。さらに、セーラー・カラーについては中原は少女に相応しいも
のであると考えており、『ひまわり』ではそれらを描いたが『それいゆ』においては
数多く紹介することはしなかったのである。 
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第3節　小物 
　次に、『それいゆ』と『ひまわり』におけるバッグやアクセサリーなどの服飾小物
の扱い方について述べる。表4-5は両雑誌における小物を種類別に数え、年代順にそれ
ぞれまとめたものである。まず『それいゆ』においては様々な種類の小物が調査対象
全ての雑誌に用いられていることがわかる。特にグローブが頻繁に描かれる傾向にあ
り、全12巻中10巻において最も多く登場していた 。一方『ひまわり』においては、45

全11巻中5巻において小物は一切描かれていない 。この理由として以下の中原の言葉46

が理解の助けとなると考えられる。 

飾りの多い服には其の上にブローチを付けて飾る事は必要ない事だと思います。
又よそ行きの服でも光るものや宝石等使つたきらきらするものは少女たちに相応
しいとは云えません。  47

ブローチは、あなたの服装のポイントです。（中略）又、特別のよそゆきの服で、
絹のアフタヌーン等の服を持つている少女は別ですが、女学生が、普通、真珠が
ついているものや、宝石がついているもの等を買うことは、それがたとえどんな
に美しく高価なものであつても、おかしいものです。又、制服につけて歩くこと
は勿論なさらないでしょうね。  48

大人になるまでは、ハンドバッグを持つたりすることはやめましょう。お店に売
つているものの殆どが、大人のために考えて作られたものですから、少女が持つ
て似合うのはなかなかない筈です。（中略）可愛らしい少女らしい手さげの様な
ものを作つて持つてくださるように。  49

したがって、これらの引用から中原は少女が小物を身につけることを好ましく考えて
いなかったことがわかる。高価なアクセサリーやハンドバッグをはじめとした小物た
ちは、全て大人のためにつくられたものであり、少女の日常着にはそぐわないとし、
『ひまわり』においては意図的に掲載しなかった。しかし、『ひまわり.6(9)』におい
てのみ『それいゆ』と同様に複数の小物が描かれている。以上のことから、『それい
ゆ』と『ひまわり』における小物の取り入れ方の違いについて、『それいゆ』では多
数の小物が描かれていたが、『ひまわり』においては少女にはそぐわないという理由
から掲載を避けられていたことが明らかとなった。 

 『それいゆ(21)』を除く45

 『ひまわり.4(3)』『ひまわり.6(5)』を除く46

 『ひまわり』、1948.347

 『ひまわり』、1949.6、p.3548

 『ひまわり』、1949.6、p.3549
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　これらの調査の結果、中原の「少女らしい」ファッションの特徴を具体的に明らか
にすることができた。一方で調査を進めていくにつれ、中原の描く婦人と少女のファッ
ションデザインにおける差異において、海外流行の取り入れ方の違いが関係している
可能性があることがわかった。以上調査した、スカート・トップス・小物における全
ての項目において、中原は『それいゆ』には流行を取り入れるが、『ひまわり』にお
いては意図的に避ける傾向があるという共通点がある。したがって、次章においては
本章で述べた特徴の違いをより深く考察するため、その特徴の背景にある流行の取り
入れ方の違いを述べていく。 

 42
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第5章　『それいゆ』と『ひまわり』における流行の取り入れ方の違い 
　第4章における調査から、中原の「少女」らしいファッションにおける形態的な特徴
を分析した。その結果、『それいゆ』においてはパリ・モードを取り入れたデザイン
がみられたのに対し、『ひまわり』においては意図的に流行を排除する傾向にあるこ
とが判明した。したがって、本節では第4章で明らかとなった特徴の理解を深めるため、
両雑誌の流行の取り入れ方の違いを考察していきたい。 

第1節　『それいゆ』における流行の取り入れ方 
まず、婦人向けに編集された『それいゆ』では、当時日本の服飾界に多大な影響を与
えていた海外服飾流行を取り入れたスタイル画が数多く見受けられた。以下では具体
的に例を挙げて詳しい特徴を述べてゆく。　 
　例えば、1948年の『それいゆ(6)』「それいゆパターン」内のスタイル画全22点中2
点に、図5-1・図5-2のようなジャケットが描かれている。少し短めの丈に、背中に空
間を持たせたケープのようなシルエットを特徴としたジャケットである。 
　次に、パリモードを代表とし、世界の服飾流行をリードしていたディオールが同時
期に発表したアンボルラインと呼ばれるジャケットを見る（図5-3,5-4）。アンボルラ
インは裏から糊付けしたり、裏に粗布を貼り付けたりして背中を隆起させるシルエッ
トが特徴であり、ディオールはこの時期このラインを用いたケープやジャケットを数
多く考案していた。さらに、『それいゆ(6)』だけではなく、同年の11月に発行された
『それいゆ(8)』においても、アンボルラインの影響で流行を受けたようなケープを確
認することができた(図5-5,5-6)。 
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右)図 5-1 左)図 5-2 
『それいゆ』1948.6



 
　また、『それいゆ(8)』にて図5-7,5-8のようなロングコートが描かれている。中原
は、図5-7において「四角い感じの外装は去って、色々な新しい形の外装が現れまし
た。その一つとして裾にフレヤーの澤山入ったものがあります。これも特に後ろに多
くフレヤーを入れ、丸いカラーを立てて紐で結びます。」と述べた。また図5-8につい
ては「ケープの流行はマントにまで興味をそそってきました。」と説明を加えてい
る  。これらのような裾にフレアが入った重厚感のある釣鐘型のロングコートは、同50

年のディオールの作品で多数みられ、更に翌年のコレクションミリュー・ドゥ・シエ
クルにおいても発表されている。ディオールによると、このような形態のロングコート
は14世紀から15世紀にかけて欧州で着用されていたウプランドの民族衣装を参照にし
ており、わざと無骨で原始的なスタイルになるように仕上げたと述べている。オーバー
サイズの少し野暮とも言える大胆なデザインのコートに、あえて華奢なヒールを合わ

 中原、194850
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左)図 5-6 
《Dior by Avedon》

左)図 5-4 
《Dior by Avedon》

右)図 5-3 
《Dior Catwalk: The Complete 
Collections》

右)図 5-5 
『それいゆ』1948.11



せたスタイルは、当時の人々の目に斬新に映り、大きな流行の１つとなった。（図5-
9,5-10） 
 

　　その他にも、『それいゆ(8)』に描かれているアウター全8点 のうち、3点はペプ51

ラム型のジャケットであった（図5-11）。ペプラム型のジャケットといえば、ディ
オールの創出したニュールックの大きな特徴の1つである(図5-12) 。以上これらのこと
から、『それいゆ(8)』の全アウターのうち少なくとも約半数が、ディオールを筆頭と
したパリ・モードのスタイルを参照していることが明らかとなった。 

 以上例をあげた3点を含む51
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右)図 5-7  左)図 5-8 
『それいゆ』1948.11

図 5-9 
《Dior by Avedon》

図 5-10 
《Dior Catwalk: The Complete Collections》



　次に、1949年9月に発行された『それいゆ(11)』をみる。本号の「それいゆパター
ン」においても、アウター全4点のうち3点が流行のケープ型であり、更に本号の特別
企画「羽織るもの」において、図5-13のような『それいゆ(8)』と同じ特徴を持つロン
グコートが描かれている。また、図5-14,5-15のような複雑なカッティングを施したワ
ンピースもデザインされている。中原は図において「一つの面だけなく、面の複雑さを
狙ったもので、前が三重にたゝまれて、それがポケツトの蓋る。と解説している。ま
た、図5-14においては「此も布の裏表や、面の複雑さを狙ったデザイン。（中略）複
雑な布地の扱いに別布が一層面白い味を見せている。」と述べている 。このように52

多様なカッティングを施した複雑なデザインは、当時ディオールが発表したコレクショ
ン、「Milieu du Siècle」の大きな特徴である。ディオールはこのコレクションについ
て以下のように述べている。 

It was founded on a system of cutting based the internal geometry of the 
material. I have mentioned earlier the importance of the material: at this 
period, my models exploited it to the utmost . 53

本コレクションは、素材の内在的幾何学に基づいた、カッティングのシステムを
基礎に置いている。私は素材の重要さについてすでに先に述べた。その時代にお
いて、私の作品は素材の重要性を最大限に探し求めたのである。（筆者訳） 

 『それいゆ』、1949.952

 Alexander Fury＆Adelia Sabatini、2017、p.3853
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図5-11 
『それいゆ』1948.11 

図 5-12 
《The Golden Age of Couture: Paris and 
London 1947-1957》



　したがって、『それいゆ(11)』で描かれている図のワンピースは、当時ディオールが
発表した「Milieu du Siècle」の多様なカッティングを施し、デザインをより洗練し複
雑化するというコレクションの特徴と一致しており（図5-16）、中原がこのコレク
ションを参照してスタイル画を描いた可能性は高いと言える。 

　1950年3月に発刊された『それいゆ(12)』では、「美しい胸の膨らみをつくる」と
いう特集が掲載された。和装にはない立体感を作ることができる洋服の特性を生かし、
バストラインを美しく演出するため、トップスのダーツの取り方などについて事細か
に描かれていた。 
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図5-13 
『それいゆ』1949.9 

右)図 5-14 左)図 5-15 
『それいゆ』1949.9

図 5-16 
《Dior Catwalk: The 
Complete Collections》 



　一方で、同年の春夏コレクションにおいて、ディオールは バーティカル・ラインと
称されるラインを発表した。ディオールは、 バーティカル・ラインにおいて「女性ら
しさ」に着目したと述べ、具体的なデザインの特徴を以下のようにあげた。 

Busts were narrowly moulded, waists well nipped-in, and colors were clear 
like daylight.  54

胸の部分は体にフィットするように形成し、ウエストはよくくびれさせ、そして
色は日の光のように鮮明であった。（筆者訳） 

さらに、当時ワシントン・ポストは本コレクションについて以下のように報道した。 

Experts agree the biggest news in his fashion collection was Dior’s 
treatment of bust.  55

専門家たちは、ディオールのコレクションにおける最大のニュースは、彼のバス
トの扱いであることに合意した。（筆者訳） 

　 
　つまり、 これらのことからバストを強調するデザインは バーティカル・ラインのテー
マである「女性らしさ」を表現するために重要な手段であったと言えよう。実際に本
コレクションでは胸元が大きく開いたワンピースやジャケットが発表された。中でも
図5-17のような蹄鉄型の襟が用いられたジャケットは、バーティカル・ラインを象徴
するものとして当時から度々報道されていた。 
　以上のように、ディオールが胸元を強調するデザインを多数考案したコレクション
を発表した同時期に、中原も自身の雑誌で「美しい胸の膨らみをつくる」という特集
記事を掲載したことは偶然ではないだろう。さらに、中原の特集内においてバーティ
カル・ラインの象徴的なデザインである蹄鉄型の襟を、特集内のスタイル画全23点中
から2点確認することができた。(図5-18,5-19）以上から、中原の本特集はバーティカ
ル・ラインから影響を受けていた可能性が考えられる。 

 Alexander Fury＆Adelia Sabatini、2017、p.4254

 Alexander Fury＆Adelia Sabatini、2017、p.4255
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　また、バーティカル・ライン の特徴として、明るく鮮やかな色を用いる点が挙げら
れる。この特徴は同年の秋冬コレクションであるオブリック・ラインまで続いた。こ
れら2つのラインが続いて発表された時期の『それいゆ(13)』（1950年6月）をみると、
夏の女性のファッションについて、中原は以下のように記している。 
 
地球上に色というものがなかつたら、どんなにつまらなくなるだろうか。（中略）
何色をえらぶのも自由ではあるが、夏の街に見る若い女の服の、黒やグレイは例
外を除いて美しいとは思えない。眞夏には、眞夏の色を選びなさい。  56

　バーティカル・ライン や オブリック・ライン において明るい色彩を用いた理由と
して、やはりこの時期のディオールが「女性らしさ」に着目しデザインを構成していた
ことがあげられるだろう。中原も、夏の女性のファッションにはディオールと同様に、
モノトーンカラーではなく鮮やかな色を選ぶことを推奨していたものと思われる。 
　また、オブリック・ライン の特徴として、ポケットを多用する点もあげられる。当
時のニューヨークタイムズは、本コレクションの記事においてヒップラインを強調す
るためポケットが加えられたとしている。特にコレクションで用いられた大きなフラッ
プポケットに注目が集まったようである 。オブリック・ラインと同時期に発行され57

た『それいゆ(14)』のスタイル画において、従来の『それいゆ』に比べポケットが多用
されていることが以下の表5-1からわかる。『それいゆ(14)』以前は、「それいゆパ
ターン」内のスタイル画のうち、ポケットが用いられたデザインは全体の4分の1にも

 『それいゆ』、1950.656

 Alexander Fury＆Adelia Sabatini、2017、p.4657
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図 5-17 
《Dior Catwalk: The 
Complete Collections》

右)図 5-18 左)図-5-19 
『それいゆ』1950.3



満たなかった。しかし、『それいゆ(14)』においては全デザインのうち半数以上にポ
ケットが用いられている。以上により、中原が『それいゆ(14)』のスタイル画を考案す
る際、オブリック・ラインを参照していた可能性が高いということが言える。　 
　ディオールが1951年の春夏コレクションにおいて発表したナチュラル・ライン は、
今日ではオーバル・ラインと称されている(図5-20)。オーバルと名付けられたの由来
は、ディオールがこのシルエットをデザインする際、身体に対して3つの卵形を描くよ
う意識したからである。つまり、頭・バスト・ヒップの3点が、卵の様な形のなだらか
な曲線になるよう形成した。加えて、ウエストラインを極力細くし、足首に向かって
細くなったペンシルスカートを組み合わせることで、よりボディラインを鮮明に強調
させた。 女性の身体的な特徴をデザインとして過大に提示したものがナチュラル・ラ58

イン であり、バーティカル・ラインと オブリック・ラインを経て、ディオールが思い
描く「女性らしさ」がさらに顕著に表れたラインであると言える。 
　『それいゆ(16)』(1951年2月)に描かれた図5-21のスタイル画は、バーティカル・ラ
インから ナチュラル・ライン にかけてのパリ・モード流行の要素が十分に反映されて
いる。まず、全体的なシルエットに注目すると、特にバストやヒップ辺りにおいて、
ナチュラル・ラインのような滑らかな曲線をみることができる。ウエストは細く、そ
の上ベルトでマークされていることによって、さらにバストとヒップの曲線との緩急
を感じることができる。蹄鉄のような大きなU字型の襟は、広く開いた胸元を誇張して
いるかのように見える。前述したポケットと同様、ボタンもこの時期から多用される
ようになったが、図のようにS字型のフロントカットに沢山のボタンが並ぶデザインは
ディオールのコレクション内で発表さている(図5-22) 。これらのことから、中原は当
時のパリ・モードを熟知しており、デザインの細やかな部分まで『それいゆ』のスタ
イル画にて再現していたと言える。 

 Alexander Fury＆Adelia Sabatini、2017、p.5058
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図 5-20 
《Dior: Christian Dior 1947-1957》

図 5-21 
『それいゆ』1951.2

図 5-22 
《Dior Catwalk: The Complete Collections》 



　1951年5月に発刊された『それいゆ(17)』において、渡仏中の中原が、現地のパリ
の女性のファッションを基に描いたスタイル画が掲載されている。渡仏期間の『それ
いゆ』では、中原はパリのファッションや生活の様子を詳細にイラストや記事を通し
て日本の読者に伝えていた。帰国後も中原は精力的にパリ・モードの情報を掲載し続
けた。むしろ、滞在中に得た多くの経験や知識を生かし、渡仏前よりもさらに具体的
にパリ・モードの最新情報を掲載したと言えるだろう。例えば、帰国後に発刊された
『それいゆ(21)』(1952年5月)内にて、「グレタガルボの帽子から」という特集記事が
ある。特集では、1945年から今日まで発刊されているフランスの雑誌『ELLE』を参
照しつつ、当時のパリのファッションショーにて、ジャック・ファットとジバンシー
が女優のグレタ・ガルボの帽子に触発されたデザインを発表したことが述べられてい
る。また、ただその事実が報道されているだけではない。中原自身がグレタ・ガルボ
について綿密に記し、イラストと写真を交えながら、彼女の帽子とジャック・ファッ
トやジバンシーが発表した帽子との間にある相関関係を明らかにした。これらのこと
から、渡仏後も中原は、日本人がただパリ・モードについて知るだけではなく、深い
理解を得れるよう努力を尽くしていたと言えるだろう。 
　以上により、中原が『それいゆ』のスタイル画おいて、ディオールを筆頭としたパリ・
モードの要素を数多く組み込んでいたことが明らかとなった。しかしながら、パリ以
外の流行を取り入れている形跡を確認することはできなかった。この点については先
述した通り、当時パリが世界の流行の発信地であったという背景がある。つまり、当
時の人々にとって「流行」とは、一部アメリカのティーンエイジャー・ファッション
などを除き、ほとんどの場合パリ・モードを指していたのである。以上から、中原は
『それいゆ』の読者層である婦人女性に対しては、流行としてパリ・モードの要素を
取り入れたデザインを推奨していたと言えるだろう。　 
　では、中原は『それいゆ』のデザインを手掛ける際、パリの流行を完全に模倣して
いたのだろうか。『装苑』をはじめとした当時の服飾雑誌は、海外流行についての報
道記事を正確かつ詳細に掲載し、読者に情報を提供していた。中原の『それいゆ』は、
このような服飾雑誌と同様であったと言えるのだろうか。 
　以上について考察するため、海外流行と日本の服飾における関係性について、中原
自身が『それいゆ』において述べた言葉を引用する。例えば、『それいゆ(7)』におい
て中原は以下のように記している。 

　流行はますますロマンチツクに、女らしく優美でドレツシイな傾向に、走つて
行きつつある。それらの中には、前世紀のものでないかと思はれるほど、古典的
な匂ひのあるものや、華麗なアトモスフェアをもつものもある。さうした流行は、
流行をつくる國では何の不自然さも感じないだらうが、私達の國では、さう簡単
には取り入れられない。(中略) かうした流行を、いかに日本の生活に取り入れて

 52



いくかといふところに、あなた方の工夫するこころが必要なのではないだろう
か。  59

　 
　当時戦後間もない日本において、パリのデザインを完璧に取り入れることは難しかっ
た。例えば、1947年以降に登場したニュールックによって一躍人気となったサーキュ
ラー・スカートは、物資が不足していた日本で生きる女性が日常生活に取り入れるこ
とは難しかった。なぜならサーキュラー・スカートを作るためには、通常のスカート
よりも沢山の布量が必要だったからだ。しかし、中原は『それいゆ(6)』において、サー
キュラー・スカートよりも少ない布量や手間数で作ることができるギャザー・スカー
トを取り入れることを提案している 。 さらに、『それいゆ(12)』において以下のよ60

うに述べている。 

　街のショーウインドウが花の様に色彩を添えるなら、私達の身のまわりもずっ
と樂しいものでありたいけれど、それでは美しい衣服（洋装）を今の日本ではど
んな風に考えたらいゝのだろうか。　 
　勿論、洋服の場合には流行を忘れてはその美しさも、デザインの良悪も考えれ
ないけれど、流行雑誌の記事ではないのだから私達の日常着るものにファッショ
ンのサンプルの様な試みをする必要はない。  61
　 

　以上において中原は、いかように工夫して日本で洋服を着用するかということにつ
いて読者に疑問を投げかけている。さらに、洋服における流行の重要性について触れ
ながらも、日本人女性が最新のデザインの衣服を身につける必要は無いと主張してい
る。 
　したがって、これらのことから中原は『それいゆ』のファッションデザインを手掛
ける際、必ずしもパリの流行を完全に模倣していたわけではなかったということが明
らかとなった。むしろ、海外流行にいかにして創意を加え、日本人向けのデザインに
昇華させるかということを重んじていたと言えよう。中原が自身の雑誌について「流
行雑誌の記事ではない」と明言していることからも、『それいゆ』のスタイル画は流
行の模倣ではなく、流行を参考にしつつ、中原自身の意図や感性、そして当時の日本
の状況に基づき、デザインされたものであると言える。 

第2節　『ひまわり』における流行の取り入れ方 
　以上によって中原は『それいゆ』のスタイル画に流行を取り入れてデザインしていた
ことが明らかとなった。次に、『ひまわり』においていかようであったかについて考

 『それいゆ』、1948.759

 『それいゆ』、1948.360

 『それいゆ』、1950.361
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察したい。婦人誌『それいゆ』と同様、少女雑誌『ひまわり』にも流行を意識したス
タイル画を掲載していたのだろうか。 
　はじめに、1948年3月に発行された『ひまわり.2(3)』をみる。本号の「みだしなみ
セクション」では、「なんどでも新しくなる　あみもの」というタイトルでセーター
の特集が組まれている。特集内で中原は、本号が発刊された当時の季節において、セー
ターが普段着において最も良いという旨を以下のように述べている。 

この季節の普段着には、いろいろな面から言っても一番良いものは毛糸で編んだ
ものでは無いでしょうか。布地で作るものは古くなつて作り替える時に、上手に
しないと段々惨めになつてゆくものですが、毛糸のものは毎年でも編み換えれば
新しい型で着ることもできますし、痛んだ織を除いて、毛糸が一着分足りない時
は別色の毛糸や布をはぎ合わせたりして作ると、又違った面白さが生まれて来ま
す。こうして毛糸の寿命は十年でも二十年でも長く保つことが出来るのです。  62

　つまり、中原はセーターが普段着において最も良い理由として、セーターは古くな
る度に何度も編み直すことができるという点をあげ、布地でつくる衣服よりも圧倒的
に長期間着用可能であり、また作り直す度にデザインを変えて楽しむことができると
述べている。ここにおいて重要な点は、中原は本特集において、新しい衣服を身につ
けることではなく、既存のものを持続的に着ることを読者に推奨していることである。
ここで、同年月に発行された『それいゆ(6)』に記された、中原がセーターについて言
及している箇所を引用したい。 

夏を避けた季節の普段着に、一番良いのはスウエターである。厳密に言えばスウ
エターは、どんなに上等でも、どんなに手の込んだものでも、よそ行きにはなら
ない。  63

　中原は『ひまわり』の記事と同様に『それいゆ(6)』においても、セーターは両雑誌
が発刊された時期に一番相応しい普段着であると述べているが、一方で決して「よそ
行き」にはならないとも断言している。また、『それいゆ(6)』のスタイル画全22点の
うちセーターの着用が確認できたものはわずか1点のみであった。さらに、『ひまわ
り.2(3)』ではセーターが取り上げられていたが、代わりに『それいゆ(6)』ではブラウ
スについての特集が掲載されている。つまり、中原はセーターを普段着として最も相
応しいものと認めつつ、『それいゆ(6)』ではそれを取り入れたデザインを掲載するこ
とはしなかったことが以上からわかる。 

 『ひまわり』、1948.362

 『それいゆ』、1948.363
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　これら両雑誌のセーターに対する相違点から以下のことが分かる。中原は『ひまわ
り』において、流行についての情報掲載や、新しい衣服の購入を推奨することはせず、
手入れをしながら長期間同じ衣服を保持することを良しとしていた。つまり、中原は
『ひまわり』の読者である少女たちには、「よそ行き」の衣服よりも、むしろ日常的
に着用する衣服に焦点を当ててデザインを考案していたという事である。 
　以上のような、中原が少女たちに新しい服よりも、日常着を工夫しながら永く着用
することを提案している例は他にもある。例えば、『ひまわり.3(9)』(1949年9月)では、
「組み合わせて着る樂しさ」というタイトルの通り、着回しについて取り上げられて
いる。少女たちが少ない衣服でも多くのコーディネートができるよう、中原がイラス
トを用いてその詳細について綴っている。一方で同年月の『それいゆ(11)』においては、
『ひまわり.3(9)』で取り上げられていた着回しについての言及は一切なされていなかっ
た。パリの流行を取り入れたスタイル画が描かれていただけではなく、中原による
ファッションデザインについて詳細に分析したコラム「デザイン研究」も掲載されて
いた。中原が『ひまわり.3(9)』においてのみ着回しの特集を行った理由として、特集
内の記事が理解の助けになると考えられる。 

制服以外の服を、あなたは何枚持つていますか。まだあなた方は小さいのですし、
なかなか布地も自由にならない時ですから、そんなに沢山はお持ちになつていな
いでしょう。  64

　以上の引用から、当時の少女たちは多くの服を所持することが一般的ではなかった
ことが推測できる。戦後間もなく、現在に比べ物資が不足していたという時代背景の
影響も考えられる。したがって、中原が『ひまわり』において『それいゆ』のような
流行を意識したスタイル画を掲載するよりも、むしろ少女の日常着に即した記事を掲
載していた理由の１つとして、当時の少女たちが大人に比べ自由に衣服を入手するこ
とが難しかったということが言えるだろう。 
　次に、『ひまわり.2(11)』の「みだしなみセクション」に描かれたジャケット(図5-
23)をみる。胴部分にダーツが入っていない寸胴なシルエットであることから、サック
ジャケットであると考えられる。あるいは、セーラー襟が付いていることからミディ・
ジャケットとして描かれたのかもしれないが、どちらにせよ複雑なカットや装飾を除
いたシンプルなデザインのジャケットと言えるだろう。中原はこのジャケットについ
て、「少女時代に着られ相な秋のジャケツトを御紹介しましょう」  と述べている。65

つまり、中原は図5-23のような簡素で素朴なデザインのジャケットが少女にふさわし
いと考えていたということがわかる。対照的に同年月に発行された『それいゆ(8)』に
おいては、先述したようなパリ・モードに影響を受けたものをはじめ、様々なデザイ

 『ひまわり』、1949.964

 『ひまわり』、1948.1165
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ンのアウターが描かれている。以上のような、流行を取り入れた華美なデザインでは
なく、素朴で飾り気のないデザインを着用するように少女に求める傾向は本号におい
てだけではない。例えば、『ひまわり.5(5)』の「少女のスカート」という特集におい
て、中原はギャザースカートについて以下のように言及している。 

華やかな感じではありますが、真直な布を輪にして、よせただけのものですから、
仕立ても簡単で素朴な感じです。だから技巧的ではない。少女に一番ふさわしい
愛らしさがあります。  66

また、『ひまわり.4(3)』(1950年3月) の「みだしなみセクション」において制服が特
集されたとき、中原は以下のように述べている。 

かえつてゴテゴテしたしたふりそでや似合わないよそゆきの洋服よりも、少女ら
しい清楚な服装となる事も多いでしょう。  67

　これらの例から、次のことが推測できる。つまり、中原は『それいゆ』で掲載した
ような流行を取り入れた華美なデザインよりも、少女には素朴で控えめなデザインを
着用することを望んでいたのではないだろうか。 

　したがって、これらのことから『ひまわり』のスタイル画における流行の取り入れ
方の傾向として以下のことが言える。まず、『ひまわり』は『それいゆ』に比べ、日
常生活に向けたデザインを掲載していた。その理由として、当時の少女の生活環境が

 『ひまわり』、1951.566

 『ひまわり』、1950.367
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図 5-23 
『ひまわり』1948.11



背景にあると考えられる。次に、中原は少女が、流行を意図的に排除した素朴で控え
めなデザインを着用することを望んだ。以上のことから、『ひまわり』において『そ
れいゆ』のようなパリ・モードをはじめとした流行を取り入れたデザインが掲載され
ることは控えられていたと言えるだろう。 
　しかし、中原が渡仏した1951年以降になると以上のような傾向に変化が見られるよ
うになる。変化が見られ始めた号として、中原が渡仏中に寄稿した『ひまわり.5(8)』
(1951.8）があげられる。例えば、従来の「みだしなみセクション」においては、セー
ター、エプロン、制服、着回し、そして手作りの衣服など、少女の日常に即した内容
がほとんどであったが、『ひまわり.5(8)』以降の特集タイトルからも分かるように、
よりファッションのデザイン性について言及するようになった。また、『ひまわり』
におけるスタイル画載数の変遷を以下の表5-2にまとめると、スタイル画点数が最も多
いものが本号であることがわかる。 また、第4章において小物の数を調査したが、渡
仏以降小物の点数が増加していた。さらに、『ひまわり.5(8)』以降スタイル画が全て
『それいゆ』のように華やかなカラー掲載へと変わり、読者がデザインを鮮明に理解
する助けとなった。 
　渡仏中の中原にいかような意識の変化があったのか定かではないが、少なくとも『ひ
まわり.5(8)』以降、『ひまわり』におけるスタイル画が少女の日常に即したものから、
よりデザイン性を重視したものへ変容したことが以上のことからわかった。では、こ
のような『ひまわり.5(8)』以降のスタイル画は、『それいゆ』と同様にパリ・モード
の流行を含んでいたのだろうか。以上について検証するため、『ひまわり.5(8)』と『ひ
まわり.6(9)』(1952年9月)におけるスタイル画をみる。 
　これらの雑誌発刊当時、ディオールは1951年にナチュラル・ライン(図5-24)、そし
て1952年にシニュアス・ライン(図5-25) を発表していた。それぞれのラインの特徴を
あげると、まずナチュラル・ラインにおいては、スペンサースーツやペンシルスカート
を取り入れ女性の身体にぴったりと沿うような曲線を意識している。次にシニュアス・
ラインは、当時冷戦が緊張状態であったこともあり、ナチュラル・ラインとは対照的
に緩やかで活動的なデザインが考案された。ニュールックから続いたタイトなウエス
トラインは控えられた。また、オブリック・ラインから流行であった硬い生地を用い
たストレートスカートやペンシルスカートではなく、タフタ生地などで柔らかく仕上
げた、なだらかに広がる踝丈のアコーディオンスカートやベルスカートが登場した。
『ひまわり.5(8)』と『ひまわり.6(9)』と同年月に発行された『それいゆ(17)』と『そ
れいゆ(21)』のスタイル画においても、以上のようなパリ・モードの影響が見受けられ
る。例えば、『それいゆ(17)』のスカートはスタイル画全27点中23点がストレートス
カート、もしくはペンシルスカートであり、ナチュラル・ラインからの影響がわかる。
次に『それいゆ(21)』においてはスタイル画全19点中15点がストレートスカートもし
くはペンシルスカートであり、シニュアス・ラインを取り入れているか判断は難しい
ものの、別特集「巴里みやげその5」においてパリのファッションショーの記事が記載
された際、シニュアス・ラインの特徴であるアコーディオンスカートが描かれている。

 57



(図5-26.5-27)しかし、『ひまわり.5(8)』と『ひまわり.6(9)』においては『それいゆ
(17)』と『それいゆ(21)』のようなパリの流行を取り入れたスタイル画は見受けられな
い。例えば、『それいゆ(17)』や『それいゆ(21)』と同様に『ひまわり.5(8)』のスカー
トに注目すると、スタイル画全22点中ストレートスカートもしくはペンシルスカート
は0点である。代わりに、全てのスカートがサーキュラースカートやアンブレラスカー
トのような、裾に向かって広がりを持つフレアスカートである。『ひまわり.6(9)』に
おいても同じことが言え、スタイル画全10点中、全てがフレアスカートである。 

　以上のことから、中原はファッションのデザイン性に着目し始めた『ひまわり.5(8)』
以降のスタイル画においても、『それいゆ』のようにパリの流行を参考にしなかった
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右)図 5-24 左)図 5-25 
《Dior Catwalk: The Complete Collections》 

右)図 5-26 左)図 5-27 
『それいゆ』1952.9 



ことがわかった。では、中原は『ひまわり』において諸外国からの服飾流行を一切取
り入れずに少女の服をデザインしていたと断言してよいのだろうか。 
　パリモードの影響を受けていないのであれば、当時のもう１つのファッションの発
信地であるアメリカのファッションに目を向ける必要がある。先述した通り、当時の
アメリカはパリ・モードのような流行の核を生み出していた訳ではなかったが、一部
独自のスタイルを培っていた。その代表的な例がティーンエイジャー・スタイルである。
図4-28は1950年代のティーンエイジャー・スタイルのものであるが、当時のパリ・
モードとは異なり、細いウエストとボリューム感のあるサーキュラースカートやアン
ブレアスカートなどのフレアスカートという特徴を持つ。以上の特徴は『ひまわ
り.5(8)』以降に描かれたスタイル画と一致する。さらに、『ひまわり.6(9)』以降『ひ
まわり』は廃刊となり、代わりに『ジュニアそれいゆ』(1954年7月)が発刊を開始する。
中原の渡仏による『ひまわり』の発行部数の減少、そしてひまわり社の経営悪化とい
う背景もあり、中原はイメージを一新するため、『ジュニアそれいゆ』をよりアメリ
カンポップを意識したコンセプトへと変更した。 

 

　以上の調査から以下のことが明らかとなった。中原は『ひまわり』において、当初
は流行を意識しない紙面づくりを意識していた。その理由として、当時の少女におい
て多くの服や新しい服を所持することは困難であったこと、そして中原自身が少女に
は素朴で控えめなデザインがふさわしいと考えていたことがあげられる。しかし、中
原の渡仏により『ひまわり』の発行部数とひまわり社に悪影響が生じたこともあり、
『ひまわり』のスタイル画に変化が生じた。当時アメリカにおいてティーンエイジャー
という概念が確立されはじめ、ティーンエイジャー・スタイルが流行していた背景も
あり、中原は『ひまわり.5(8)』以降『ひまわり』のスタイル画にティーンエイジャー
の要素を組み込み、よりデザイン性を意識したファッションを提供し始めたのである。
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図 4-28 
《50s Fashion Style〈2〉Casual for Spring》



さらに、『ひまわり』が廃刊され、代わりによりアメリカンポップをより明確に強調
したコンセプトである『ジュニアそれいゆ』を創刊するに至ったのである。 

　以上の調査から『それいゆ』と『ひまわり』における流行の取り入れ方について以
下のことが言える。『それいゆ』は最新のパリ・モードの流行を組み込んでいるが、
一方で『ひまわり』においては意図的に排除していた。しかし、時代が経つごとに依
然としてパリ・モードの流行は取り入れなかったものの、代わりにアメリカのティー
ンエイジャーのファッションを参照していたのである。 
　また、以上の流行の取り入れ方の違いの背景として、第3章で述べた当時の社会背景
が関与していると考えられる。先述した通り、1950年頃から徐々に日本の服飾界は、
フランスとアメリカという2つの流行の双璧を、「フランスはセンスを持つ大人向け」
「アメリカは女学生向け」と整理することで受容していた。中原がティーンエイ
ジャー・スタイルを『ひまわり』に取り入れたのも1951年頃であり、当時の認識と年
代が一致することから、中原が『ひまわり』にアメリカの流行を取り入れたのは、当
時の日本における服飾界の流れに合わせたのか、あるいは「少女」のファッションの
先駆者であった中原自身がその流れをつくった事が考えられる。しかし、以上につい
てはさらなる調査が必要なため、今後の課題としておきたい。 
　したがって、婦人誌『それいゆ』と少女雑誌『ひまわり』における比較調査を 
第4章と第5章にわたり行った結果、中原が『ひまわり』において唱えた「少女らしい」
ファッションの具体的な特徴が、浮かび上がった。それをまとめると、図5-29のよう
になる。では、なぜ中原はこれらの特徴を持つ衣服を「少女らしい」と定め、『ひま
わり』を通して少女に着用を推奨したのだろうか。いかような事象が中原に影響を与
え、理想の「少女らしい」ファッションを形成するに至ったのであろうか。これらに
関しては、当時の人々における「少女」の認識・社会的役割と「少女らしい」ファッ
ションの関連性を踏まえ次章で明らかにしていきたいと思う。 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少女らしい」ファッションの特徴

流行 基本的に流行を取り入れない。しかし1950年以降アメ
リカのティーン・エイジャースタイルを参照

スカート 短いミニからミモレ丈のフレア型

トップス 首元までの襟元が詰まった丸みを帯びた素朴なフォルム

小物 原則使用しない

図5-29
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全体
ポケット

ふたなし ふたあり 合計
それいゆ(6） 22 3 2 5/22
それいゆ(7） 17 0 0 0/17
それいゆ(8） 17 2 0 2/17
それいゆ(10） 21 0 0 0/21
それいゆ(11） 18 0 2 2/18
それいゆ(12） 20 1 3 4/20
それいゆ(13） 17 2 2 4/17
それいゆ(14） 19 8 3 11/19

表5-1：『それいゆ』スタイル画におけるポケットの数
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年 ひまわり タイトル（特集）
スタイル画掲載数

全身像 その他アイテム数 合計

1948 2(3) なんどでも新しくな
る　あみもの（セー

ター）

1 9 10

2(7) タイトルなし（きも
のスリーブ）

5 0 5

2(11
)

タイトルなし（ジャ
ケット・防寒具の作

り方）

1 0 1

1949 3(6) 初夏にふさわしい10
のスタイル

10 0 10

3(9) 組み合わせて着る樂
しさ

 (8) 
＊アイテムを着回
してるためカウン
トしない

0 0

1950 4(3) あなたの日日をつつ
む制服

(11) 
＊制服特集かつ中
原がデザインした
ものではないため
カウントはしない

0 0

4(6) ブラウスとスカート 3 0 3

4(8) タイトルなし（服の
手作りの方法）

1 0 1

1951 5(2) エプロンは普段着で
お家のいろどり

3 7 10

5(5) 少女のスカート 9 0 9

5(8) 無地と格子と縞の木
綿で作る服

22 0 22

1952 6(5) みだしなみセクション休載

6(9) 秋の終わりのきもの 10 0 10

表5-2：『ひまわり』におけるスタイル画載数の変遷



第6章　中原淳一の「少女らしい」ファションと少女の社会的役割 

　第4章の調査の結果、中原の「少女らしい」ファッションの特徴を明らかにすること
ができた。一方で、なぜ中原が以上のような特徴を持つファッションを「少女らしい」
と定義づける至ったのかという疑問は未だ解明できていない。中原の持つ「少女らし
い」イメージは、いかように形成され、彼のデザインに組み込まれたのだろうか。 
　以上のことを明らかにするために、そもそも「少女」という概念が確立された時代
における「少女らしさ」について、再び深く考察することが必要だと考えられる。「少
女らしさ」を以下考察するにあたっては、ジェンダーという概念がその一つの鍵となっ
てくる。本論においてジェンダーとは、性別に基づいて社会的に要求する役割などの社
会的性差を指す言葉と定義する。第1章において、少女雑誌を筆頭に、社会は男子を指
す「少年」という語と区別するため、「少女」という概念、いわば新たなジェンダー・
アイデンティティが創出されたことを述べた。そして、そのジェンダー・アイデンティ
ティを「少女らしさ」と名付け、読者である「少女」たちに提示したのである。 
　先述したように、中原は少女雑誌の挿絵画家であり、そして少女文化を形成するこ
とにおいて重要な活躍をした人物である。その中原が理想として掲げた「少女らしい」
というイメージは、「少女」が創出された時代のものと密接な関わりを持ち、中原の
デザインの形成に大きな影響を与えたことが推察できる。 
　そこで、本章ではもう一度「少女」が創出された時代に立ち戻り、「少女らしい」
イメージが当時どのように形成されたのかを把握した上で、その「少女らしさ」と中
原の「少女らしい」ファッションとの関係性を考察したい。 

第1節　「少女」の社会的役割と「少女らしさ」 
　第1章で述べたように、「少女」という概念は男女の子どもを指す「少年」から女子
を排除することによって創出された。そこで、その「少女」に特別なジェンダー・アイ
デンテティを新たに付加しようと試みたのが少女雑誌であった。少女雑誌は自ら「少
女らしさ」を描き、それらを少女たちに提示して行ったのである。では、その少女雑
誌が描いた「少女らしさ」とは、具体的にいかようなイメージだったのだろうか。今
田英里香は『少女の社会史』(勁草書房、2007)の中で、少女雑誌において「少女」が
いかように表されていたのかについて以下の旨を述べている。 
　少女雑誌が続けて創刊され始めた1895年から1910年頃は、未だ「少女」のイメー
ジは確立されていないかった。当時の少女雑誌では、幼い少女がしばしば母親と共に
描かれていることから、「子ども」として扱われることが多かった。 
　しかし、1910年初頭から1920年頃になると次第に少女が母親を除いて単体で描か
れるようになった。この変化の背景としては、女子小学生および女学生人口の増大が
ある。彼女たちが少女雑誌の読者として一定のまとまりのある数を示すようになった
ことで、幼女ではなく学齢期の少女が読者の多数を占めるようになった。今田はその
ことを示す一つの象徴として、1909年に幼稚園児から小学校下級生を対象にした雑誌
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『幼年の友』が創刊されたことをあげている。この雑誌の登場により、『少女の友』
の読者であった幼女は『幼年の共』へ移行していった。つまり、「少年」・「少女」
の誕生に続いて、新しく「幼年」が誕生したのである。これに伴い、少女は次第に子
どもから独立していき、次第に新たな価値が付加されていった。実際に、同時期の『少
女の友』では、「少女というものはひねくれて居てはいけない。素直でなければなら
ぬ。下品ではいけない、上品でなければならぬ。常に、清く正しく美しく尊く、全て
において愛らしくなければならぬ」と主張されており、子どもの持つ「無垢さ」と女
子が持つ「愛らしさ」が少女に求められていく様子がわかる。 
　そして、1920年代前半から1930年代後半になると、少女雑誌が描く「少女らしさ」
は明確な形を持って立ち現れた。例えば『少女の友』の読者投函の特集「友ちゃんク
ラブ」では、その「少女らしさ」は少女たち自身によって「少女の純真な美しい感情」
などと表象されていた 。また、その他の文章においても同様で、「何事にも感じ安68

い、きづつき安い少女の心」、「私達少女の心だけに感じられる友ちゃん独特の清純
さとロマンチックさに満ちた香り」などと述べられいた 。つまり、以上のことから69

「少女らしさ」とは、「純真」で「何事にも感じやすい」無垢な「清純さ」であると
いう図式が、読者である少女たちの間ですでに成立していたことがわかる。さらに、
今田は少女たちの投函した文章を例に出し、そこには少女は清純であるもの、対して
大人は打算的で汚れた醜悪なものと描かれていることを指摘した。つまり、「少女ら
しさ」は醜悪な「大人」と対比されることによって、ますますその「清純さ」を際立
たせ、「少女」のジェンダー・アイデンティティが確立されていた。 
　では、なぜ「少女らしさ」は「清純さ」であったのだろうか。その理由の背景には
「少女」が創出された時代における、少女が社会から求められていた役割が関係して
いると考えられる。第1章で述べたように、「少女」という概念は男女の子どもを指す
「少年」から女子を排除することによって創出された。立身出世という将来の可能性
を持つ男子とは異なり、女子にはある確約された将来があった。それは結婚して家に
入ることである。そのため、高等女学校という教育機関が新たに「少女」たちのため
に用意され、そこで「少女」たちは国家のために良妻賢母になるための教育がなされ
た。すなわち、当時の社会が求めた「少女」の役割は、将来妻となり夫を支え、母と
なって男子を育てる良妻賢母になることであった。しかし、一方でまだ未婚の少女た
ちにとって、良妻賢母という規範はあまりにも曖昧なものであった。そもそも母ない
し妻は学歴を媒体にして獲得するものではなく、また少年から排除された少女たちに
便宜上用意された高等女学校の役割自体が漠然としたものであったからだ。したがっ
て、高等女学校に通う一定のモラトリアム期間のみに適応される限られた少女時代と、
実際に少女が良妻賢母となる既婚時代は乖離していくこととなった。 

  『少女の友』、1937.968

 『少女の友』、1935.1269
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　以上のような「少女」の置かれた社会的立場をみると、「少女」を創出した社会は、
高等女学校へ通う少女たちに、よりわかりやすい規範を示す必要があったことは想像
に難くない。それが「清純さ」であったのではないだろうか。のちに良妻賢母として
国家の責務を果たす少女たちにとって、社会が少女に最も求めていたことが、純潔で
あること、そして処女であることであったと考えられる。明治末期の高等女学校の修
身教科書には、実際に、結婚まで異性と性交しないことを重視する「純潔規範」が登
場した。大正期に入って、平塚らいてうによる「貞操論争」で処女の価値が語られる
ようになり、1920年以降、女性雑誌などによって流布されたことが、川村邦光や高島
智世による先行研究で明らかとなっている  。現代的な価値観に基づけば、精神的に70

「純潔」であることと、肉体的に「処女」であることは必ずしも一致することではな
い。しかし、渡部周子によると、当時は女子の規範として提示されていた「貞操」と
いう、夫に対してよく尽くすという儒教的な意味を持つ言葉から、次第に「処女」で
あることこそが「純潔」であるという新しい概念が登場した。渡部氏はこの背景とし
て、高等女学校の設立により、社会の支配層である女子たちの修学期間が長くなるこ
とで、結婚以前に家庭外で過ごす時間が増大したことをあげている。つまり、良妻賢
母として夫の子どもを出産することが義務であった女子たちが、婚前性交により嫡子
を妊娠することは絶対に避けなければならないことであり、それゆえ性交が未経験で
あることこそが「純潔」であるという思想が「少女」の規範として高等女学校修身教
科書に登場したのである。そして、社会が「少女」に求めた純潔規範に基づいた「清
純さ」は、「少女らしさ」と名付けられ、価値のあるものとして「少女」に受容され
たと言えるだろう。 
　「少女らしさ」が「清純さ」であるという図式が、当時の少女たちに広く受容され
た理由として、第1章で述べたように、少女雑誌が現在とは比べものにならないほど多
大な影響力を持っていたことが考えられる。また、少女雑誌自身が、雑誌が少女の教
育機能を持つこと、つまり少女に「少女らしさ」を教育することを明確に意識してい
たことが以下の『少女の友』創刊時における「発行の辞」からわかる。 

　少女時代ほど愛らしくもあり、また恐ろしきものはありません。如何なる色にでも
すぐに染まりやすく、また一たび染まつた悪習慣は容易に直すことができません。そ
れが為に、いつしか悪い友達と交つて悪い習慣を作り、親の言ふ事を聴かず、先生の
教にも従はず、他人に嫌はれ笑はれるやうな娘になつて、遂に一生を過つ者が少なく
ありません。 
　此悪い習慣を防ぐには学校と家庭の外に、少女に取つて面白く有益な読み物が最も
必要であります。然るに、かような良い読み物はまだ我国にはありません。依て我社
は最良の婦人雑誌『婦人世界』の妹誌として、少女の為に、面白く、且有益なる『少

 川村邦光、1994 高島智世、199570
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女の友』を発行するに至りました。此「友」こそ実に我が少女を導いて、やさしく、
うるはしく、人に敬愛せらるる婦人となるに無二の師友であると信じます。  71

　さらに、少女雑誌は編集者と読者・読者同士の結びつきが強く、投稿欄や愛読者大
会を通して盛んに交流をしていた。実際に「友ちゃんクラブ」で中心となった編集主
幹の内山基は、少女たちに「内山先生」、「基先生」、「パパ」、「基お兄様」など
と呼びかけられ、読者とかなり親密な関係を築いていた。しかし、ここで留意してお
くべきことは、内山と少女たちの関係は対等なものにはなり得なかったことである。 
内山は成人男性であり、子どもかつ女性よりも社会的に強大な権力を持っていたこと
を見逃してはならないだろう。少女たちは内山を自分たちと同類の者とはみなさず、
「少女らしさ」を理解し守護してくれる存在と考えていたものと思われる。 
　以上のように少女に親しまれていた内山は「少女らしさ」の本質が「清純さ」であ
ると熱心に伝達していた。そして、その当時社会から求められていた「少女」の持つ
べき「清純さ」を最も体現していたのは、中原であったことが以下の内山の言葉から
わかる。 

　中原さんの画の中には少女の生活を、その精神生活を理解してゐる者だけの感じる
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ことの出来る、云ふべからざる一種清純なものがあるのです。或る感傷的な形の中に
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

それがもられてはゐても、その中には耐えず戦慄してゐる一種清純な少女特有の魂が
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

息吐いてゐるのです。　 
• • • • • • • • •

　世の中に長く生きて、恥かしいことを恥かしいことと感じることの出来なくなつて
ゐる粗野な或る大人の人々には、到底それは感じることの出来ない世界なのです。
（略） 
　そして、それは少女だけが理解し、そしてもう説明しあはないですむ世界なのです。
僕は少女の作文を見たり、そしてその外のいろいろな作られるものを見て、少女の皆
さんをほんとにいとほしく思ひます。こんなにも単純にものを感じ、清純に物を考へ
る少女期の魂をほんとに尊く思ふのです。憎しみであれ喜びであれ、悲しみであれ、

• • • • • • • • • • • • • • • • •

大人とは全く違つたほんとにそれはデリケートな、一つの清純なよごされてゐない、
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

経験によつてたくましくされてゐない、生のまゝの世界です。 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

　此の世界こそ大人の世界には無い特殊な少年文学の対象だと思ふのです。（略） 
　皆さんももうすぐ幾つかの年をお重ねになつて大人におなりになる時があつても、
平凡な粗野な大人にはおなりにならず、少なくとも新しいものや優れたものを認める
ことの出来る、少女の時代に育まれた真実さを失はない優しい大人になつて下さ
い。  （傍点筆者） 72

 『少女の友』、190771

 『少女の友』、1936.172
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　以上の引用において、もはや清純であるという「少女らしさ」は「少女」ならば誰
でも当然持っているものとして示されている。清純であるということは「少女」の本
質であるとまでされているのである。そして、その本質を絵に落とし込んだのが中原
だったのであり、これこそが中原が当時の少女たちに絶大な支持を得た理由なのであ
る。 

第2節　中原淳一の「少女らしい」ファッションデザインの背景 
　前章で明らかにした中原の「少女らしい」ファッションの特徴を、「少女」という
概念が創出された時代における、「少女らしさ」が「清純さ」であったという図式に
照らし合わせ、ここで再度考察を試みたい。 
　はじめに中原の「少女らしい」ファッションの特徴を再確認すると、最初の特徴と
して、女性の身体性を強調しないという点があげられる。例えば、スカートのシルエッ
トにおいて、フレア型のみを限定して用い、一方で身体に沿わせ女性性を強調させる
タイト型は意図的に排除されていた。また、トップスに注目すると、胸元を誇示しな
い襟元が詰まったものを採用していた。さらに、スカートとトップスにおける共通点
だが、曲線的なデザインを多用しており、中原が意図的に身体的特徴を暈し、一方で
読者に柔らかな印象を与えていたことが推察される。しかし、スカートの丈において
だが、一見すると以上で述べた身体性を隠すという特徴には反してみえる。大人向け
のスタイル画に比べ、ミニ丈からミディ丈と短めにデザインされているからである。だ
が、短めの丈を中原が選んだ理由については、以下の二つのことが考えられるのでは
ないだろうか。一つは、中原が「少女」が手足を晒すことは、決して女性の身体性を
強調することではなく、少女が健康であることを指し示すことであると考えていたこ
とである。もう一つは、当時ロングスカートはディオールによって生み出された流行も
のであったため、中原は「少女」にそれらを着用させることを避けざるを得なかった
と考えられることである。では、何故中原は流行を「少女」に推奨しなかったのだろ
うか。 
　以上については、中原が「少女」たちに大人のような華美さではなく、ある種の慎
ましさを求めていたという、中原の「少女らしい」ファッションの二つ目の特徴と関
係がある。『それいゆ』と『ひまわり』における流行の取り入れ方の違いにおいて、
先述したロングスカートのように、中原は婦人のデザインには流行を取り入れていた
ものの、「少女」のデザインにはそれらを排除していることが第4章から第5章で明ら
かとなっている。つまり、中原は大人のように流行を追うことや、新しい衣服を購入
することを「少女」には推奨せず、日常に即した簡素で素朴なファッションを着用す
ることを求めていたことが以上からわかる。その他にも、中原は「少女」のトップス
とスカートにおいて、『それいゆ』で取り入れていた技巧的で華やかな加工を避け、
シンプルなデザインを取り入れていた。また、小物などの装飾品は大人のものであり、
「少女」には相応しくないとし、『それいゆ』に比べ『ひまわり』においてはそれら
を積極的に描こうとはしなかった。 
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　そして、最後の特徴として、中原は「少女」のファッションにおいて「清潔さ」が
最も重要であると考えていた点である。中原は『ひまわり』において、『それいゆ』
のようなファッションの流行情報やデザイン性に言及するよりも、むしろ「みだしな
み」の重要性を説いていた。以下引用である。 

着飾つたりお化粧したりすることを忘れていても、みだしなみだけは忘れてはい
けません。みだしなみの目的は、自分を一番美しい少女だと、人に見てもらおう
ということだけでなく、自分のみにくい所を補つて、自分の姿がいつも他人に快
く感じられるように、ということなのです。若し人間の皆が、みだしなみを忘れ
てしまつたら、私達は美しい快い姿というものにふれないで過ごさなければなら
なくなつてしまうのです。  73

先づ清潔であることです。美しさの最も尊いものは清潔です。どんな美しいもの
でも、美しい姿でも、不潔であったらだいなしです。美しさというものは、いつ
も心の美しさを伴うものですが、どんなに心の美しい少女でも、不潔なものをつ
けていたのでは人々にその心のよさをみて貰えないものですから。  74

以上から、中原は少女に華やかな衣服を身につけ着飾ることよりも、まず第一に清潔
であることを求めていたことが以上から明らかである。以上の引用以外にも、髪を梳
かすこと、ハンカチを持つこと、爪を切ることなど、少女における清潔さの重要性に
ついて細やかに述べている記事が『ひまわり』の随所で確認できる。 
　以上で述べた「女性の身体性を隠す」「大人のような華美さではなく、ある種の慎
ましさを求める」「清潔さを重要視する」といった3つの特徴を踏まえると、やはり中
原は「少女らしさ」は「清純さ」であるという、その当時社会が少女たちに求めた図
式を核としてデザインしていたことが考えられるのではないだろうか。例えば、一つ
めの女性の身体的特徴を意図的に隠す行為、そして三つめの清潔さを重要視する行為
は、当時の社会が「少女」たちに求めた純潔や処女性に重なり合う。先述したとおり、
社会は「少女」たちが婚前性交などにより、良妻賢母になることが危ぶまれる行為や
振る舞いを恐れていた。したがって、社会は純潔であり、処女であることを「少女」
たちに求めた。言い換えると、「少女」という女性が持つ、女性の身体的特徴を否定
し、あえて隠すことが「清純」であり「少女らしさ」であると表明したのである。中
原が女性性を隠し、汚れのない清潔なものを「少女らしい」ファッションとして提示
した背景には、「少女らしさ」が「清純さ」であるという当時の規範に基づいた理想
を、中原がかつて少女雑誌の挿絵画家として活躍した時代から築いていたからだと筆
者は考える。また、「少女」に大人のような華美さを否定させ、慎ましさを推奨する

 『ひまわり』、1949.673

 『ひまわり』、1949.674
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特徴においては、かつて社会が「少女」を語る上で引き合いに出した、「醜悪な」大
人との対峙をみることができる。以上の点においても、「少女らしさ」が「清純さ」
であるという社会的思想が、中原のファッションに深く関与していることを示唆して
いると言えるだろう。 

　「少女」が創出された明治後期頃、社会は「少女」たちに純潔であること、そして
処女であることを求めた。それは、当時の「少女」たちには良妻賢母になるという社
会的な役割があったからである。そして、少女雑誌はその規範を「少女らしさ」と名
付け、その本質は「清純さ」であると「少女」たちに教育した。つまり、少女雑誌の
編集者であった当時の成人男性たちは、「少女らしさ」を「少女」に橋渡しをすると
いう役割を果たしたと言えるだろう。少女雑誌の挿絵画家として活躍した中原は、「少
女らしさ」は「清純さ」であるという規範を視覚的なイメージで最も的確に体現した
点において、その役割を担った人物たちの中でも特に重要な人物であった。以上のよ
うに築かれた中原の「少女らしい」という視覚的なイメージは、戦況が悪化し自身が
少女雑誌を追放された後も、変わることなく彼の根底に存在していたのだろう。だか
らこそ、フレア型のスカートや、襟元の詰まったネックライン・カラーといった、中
原の描いた「少女らしい」ファッションの形態的な特徴において、「少女らしさ」は
「清純さ」であるという、当時の図式が垣間見えるのである。したがって、中原の「少
女らしい」ファッションのデザインは、当時の図式を視覚的に表象したものであると
言え、その背景には、以上で述べた社会と「少女」における力関係が潜んでいたと結
論づけることができる。 
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おわりに 

　本論では、従来述べられてこなかった、中原淳一の「少女らしい」ファッションの
形態的な特徴を明らかにし、さらにその特徴の背景には、「少女」が創出された時代
における、「少女」の社会的な役割との関連性があることを指摘した。 
　第1章では、「少女」という概念が創出されるに至った社会背景を概観した。「少女」
は明治期における教育制度の変遷の中で生まれた。教育により国民の知力を向上させ
ることを目的に、男女両方の子どもを対象にした、日本初の学校制度に関する基本法
令である学制（1872）が設立された当時は、「少女」という言葉は存在せず、「少年」
が男女両方の子どもを指していた。しかし、次第に立身出世という目的を持つ男子と
は異なり、学校を卒業しても家に入る女子に教育不要論が広がった。そして、高等女
学校令（1899）という、あくまで中流階級を担う良妻賢母になるという国家義務を満
たすという目的を掲げ、女子教育が再編成された。そして、女子は「少年」から排除
され、結果として「少女」が創出されるに至った。だが、これによって高等女学校に
通い、将来必要のない勉学に勤しむ「少女時代」と、結婚して子どもを産む良妻賢母
との間に断絶が生じた。そこで、社会は「少女時代」を結婚するまでの完結した特別
なモラトリアム期間とみなし、「少女」に新しい特別な意味を与えた。それが「少女
らしさ」あり、「少女文化」が形成されたのである。そして、その「少女文化」の形
成には、少女雑誌が大きく貢献した。少女雑誌は紙面にて、「少女らしい」という価
値観を、非常にポジティヴなものとして「少女」たちに提供し、「少女」たちもその
社会によってつくられた価値観を享受していった。 
　第2章においては、以上の「少女文化」の形成に重要な貢献をした人物として中原淳
一を取り上げた。中原は1932年に『少女の友』の専属挿絵画家として抜擢された。『少
女の友』は、少女雑誌の中で最も発行期間が長く、また発行部数も常に上位を保って
いた、少女雑誌を代表する存在である。中原は『少女の友』において、自身の才能を
惜しみなく発揮し、読者である「少女」たちから熱烈な支持を得た。しかし、世の中
の戦時色が強まり印刷物の検閲が厳しさを増したことで、中原の描く「少女」が不適
切だとみなされ、『少女の友』を降板せざるを得なくなった。だが、中原は降板後も、
精力的に活動を続けた。そして戦後には、婦人雑誌『それいゆ』と少女雑誌『ひまわ
り』を自社出版した。その他にも、中原は、ファッションデザイン、雑貨販売、執筆
活動、プロデュース業など、様々な分野に渡って活躍し続けた。中原はその他の挿絵画
家が行なったように、少女雑誌内における既存の「少女らしさ」を体現しただけでは
なく、多様な企画を自らの美意識に沿って、「少女」の生活の全領域にわたり「少女
らしさ」を提示したのである。このように、中原は「少女文化」において重要な働き
をしたのにも関わらず、先行研究に偏りがあり、彼の活躍が十分に考察されていない
のが現状である。したがって、本論では中原の「少女らしい」ファッションの持つ特
徴を明らかにすることを目的とし、調査を行うことを試みることを表明した。 
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　次の第3章においては、中原の「少女らしい」ファッションの特徴を見出す手法とし
て、中原自身が創刊した婦人誌『それいゆ』と、少女雑誌『ひまわり』に描かれたス
タイル画をそれぞれ比較することをと述べた。以上の手法を取る理由として、両雑誌
は同時期に発行されており、それぞれのスタイル画が同じ流行条件や社会的背景に基
づいてデザインされていること、そして第2章で述べた通り『ひまわり』は『それいゆ』
の公式的な少女版であるため、婦人向けの『それいゆ』と少女向けの『ひまわり』は
対応関係にあるということがあげられる。しかし、実際に調査の前に、中原がどのよ
うな社会背景や服飾流行の下でデザイン画を描いていたのかを把握する必要があった。
また、中原が『ひまわり』において、「少女らしい」ファッションをデザインを、い
かような情報を得て構築したのかを考察するため、本章では両雑誌発刊当時の社会背
景や服飾動向などといった周辺状況を確認することを主題とした。 
　はじめに、日本において少女のファッションが成立された背景、そして中原がそこ
においていかような立ち位置であったのかを述べるべく、日本の子ども服飾史の流れ
を概観した。調査の結果、1952年に子供服標準寸法が改定され、幼児・ジュニア・
ティーンの各サイズに分けられるまで、「少女」向けのファッションは、日本におい
てある一つのジャンルとして認識されていなかったことが分かった。一方で中原は自
身の出版物において、少女のファッションを既にデザインしていた。これらのことか
ら、中原が日本において、少女向けファッションの先駆者的存在であったことを断定
することができた。そして、中原が『ひまわり』において「少女らしい」ファッショ
ンを描く際、いかような情報を得てそれらを構築していったのかを探るべく、中原が
活躍していた1930年代から1950年代にかけて、日本の服飾界がフランスとアメリカの
ファッションを参照していたことを指摘した。当時の両者の服飾界における役割とし
ては、フランスは流行を創出する服飾界における核的な存在であった一方で、アメリ
カはティーンエイジャー・スタイルなど、独自のファッションスタイルを生み出してい
たことがわかった。そして、日本は両国のファッションを海外服飾流行が掲載された
雑誌を用いて受容していた。しかし、両国の流行が受容される中、それらをいかよう
に自国のファッションに取り入れるかについて、日本の服飾界において論争が起こっ
た。その結果、1950年頃になると「フランスは、センスをもつ大人向け」「アメリカ
は若々しい女学生向け」のように、日本はどちらか一方の流行を採用するのではなく、
年齢によって両国の服飾の特徴を捉え解釈するに至ったのである。 
　以上の社会的な背景を踏まえ、第4章では実際に『それいゆ』と『ひまわり』におけ
るスタイル画の調査を行った。両雑誌間のスタイル画において具体的にいかような特
徴の差異があったのかを明らかにするため、本章ではスカート・トップス・小物の3つ
に分けて、『それいゆ』と『ひまわり』のスタイル画が持つ特徴をそれぞれ分析した。
まず、スカートにおける調査では、当時流行を創出していたパリにおいて中心的なデザ
イナーであったクリスチャン・ディオールがデザインしたスカートのシルエットと、『そ
れいゆ』と『ひまわり』で描かれたシルエットを比較した。ディオールのシルエット
は、その形は主にフレア型とタイト型に分けられることが分かった。すると、コレク
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ションによってフレア型とタイト型が入れ替わりながら出現するディオールのシルエッ
トの変遷と、『それいゆ』のシルエットの変遷が一致することがわかった。対して『ひ
まわり』では一貫してフレア型のみしか描かれておらず、ディオールの変遷とは一致し
なかった。さらに、スカートの丈の長さにおいても、『それいゆ』においてはディオー
ルと同じミモレ丈からロング丈のスカートが用いられていたが、『ひまわり』におい
てはミモレ丈からロング丈のスカートを描いていた。以上から、中原の「少女らしい」
スカートとは、ミニ丈からミディ丈のフレア型を指すことが明らかとなったのであ
る。　 
　次にトップスにおける調査において、筆者は両雑誌における襟元の表現の違いにつ
いて注目した。すると、『それいゆ』は多種多様なネックラインとカラーを使用して
いるが、『ひまわり』は限られた種類のみを中原が選択していることが分かった。さ
らに、胸元を鎖骨程度まで大きく開ける種類のネックラインとカラーを『それいゆ』
では多数用いており、その点数はディオールのコレクションに影響を受けて変遷して
いた。対して『ひまわり』では、襟元が詰まったカラーが用いられていた。また、『そ
れいゆ』のネックラインとカラーは技巧的なデザインであるのに対し、『ひまわり』
はシンプルで素朴なデザインであった。したがって、中原は胸元の露出が少なく、そし
てシンプルなデザインのネックラインとカラーが「少女らしい」と考えていたことが
明らかになったのである。 
　そして、両雑誌のファッション小物の用いられ方の違いについて調査をすると、『そ
れいゆ』では様々な種類の小物が描かれているのに対し、『ひまわり』ではほとんど
用いられなかったことがわかった。以上については、中原が『ひまわり』において、
小物は全て大人のために作られたものであり、「少女」には相応しくないと述べてい
たことが関連していると考えられる。 
　以上のように中原の「少女らしい」ファッションの特徴を明らかにできたが、その
背景にはやはり両雑誌の流行の取り入れ方の違いが関係している可能性が浮上した。
したがって、次の第5章においては、両雑誌の流行の取り入れ方について考察を深めた。
すると、『それいゆ』においては、パリ・モードのデザインを多数取り入れたスタイ
ル画が数多く見られたのに対して、『ひまわり』においては流行情報や流行を取り入
れたデザインを掲載することは避け、素朴で控えめな「少女」の日常に即したデザイ
ンを描いていたことがわかった。しかし、中原が渡仏した1951年以降になると以上の
ような傾向に変化が見られるようになり、『ひまわり』はよりファッションのデザイ
ン性に言及した内容へと変化した。この原因として、中原の渡仏により『ひまわり』
の発行部数とひまわり社に悪影響が生じたため、内容の変更を試みたと考えられる。
しかし、「少女」の日常に即したものからデザイン性の高いものへ変貌したスタイル
画においても、『ひまわり』ではパリ・モードの影響を確認することはできなかった。
したがって、もう一つのファッションの中心地であったアメリカのファッションに目
を向けると、中原は当時アメリカで流行していたティーンエイジャーのファッション
を参照していたことがわかった。これらのことから、中原の「少女らしい」ファッショ
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ンにおいて、意図的にパリ・モードの流行は排除されてたが、時代が経つごとに代わ
りにアメリカのティーンエイジャーのファッションを取り入れていたことが明らかと
なった。 
　そして最後の第6章では、第4章で明らかとなった中原の「少女らしい」ファッショ
ンの特徴を形成する要因として、第1章で述べた「少女」という概念が確立された時代
に社会によって提示された「少女らしさ」の持つイメージと深い関係性があると推察
し、考察を試みた。したがって、はじめに「少女らしさ」というイメージの形成の変
遷を概観した。すると、「少女らしさ」は中原が少女雑誌の挿絵画家として絶頂期で
あった1920年代前半から1930年代後半に明確な形を持って立ち現れるようになり、そ
のイメージの図式は「少女らしさ」は「清純さ」であることがわかった。 
　そして、以上ような「清純さ」が「少女らしい」という図式が確立された背景には、
当時の「少女」たちが社会から求められていた、良妻賢母になるという社会的役割と
関係があることを述べた。未婚の「少女」たちにとって、良妻賢母という規範は曖昧
なものであったため、社会は良妻賢母よりも、よりわかりやすい規範を「少女」たち
に示す必要に迫られていた。それが「清純さ」であったのである。実際に社会は、の
ちに良妻賢母となる「少女」たちに純潔であること、処女であることを求めていた事
実があった。このように社会が生み出した「少女らしさ」は「清純さ」であるという
図式は、少女雑誌によって価値のあるものとして「少女」たちに提示されたのであ
る。　 
　「少女」たちにこれらが受容された要因として、当時の少女雑誌が多大な影響力を
持っていたこと、そして教育的な役割を担っていたことがあげられるが、最も留意す
べき点は、少女雑誌は編集者と読者・読者同士の結びつきが非常に強かったことであ
る。例えば、『少女の友』の編集主幹内山基は、「少女」たちと親密な関係を築いて
いることが雑誌をみると確認できる。だが、あくまで内山と「少女」の関係は対等で
はなく、少女雑誌が当時教育的な役割であったこと、そして内山は子どもかつ女性よ
りも社会的に強大な権力を持っていたことから、「少女」は内山を「少女らしさ」を
理解し守護してくれる存在とみなしていたのである。 
　以上のように「少女」たちに親しまれていた内山も、「少女らしさ」の本質は「清
純さ」であると熱心に信じていたことが『少女の友』からわかる。そして、内山は中
原を『少女の友』の専属挿絵画家として抜擢した本人であった。内山は中原こそが、
当時求められていた「清純さ」を最も体現できる存在であると信じ続けた。そして当
時の「少女」たちも、中原の描く「少女らしさ」を熱烈に支持したのである。 
　そして、最後に中原の「少女らしい」ファッションの持つ特徴が、なぜ「少女らし
い」と定められたのかを探るべく、以上で述べた「少女らしさ」は「清純さ」である
という図式から、中原の「少女らしい」ファッションを分析した。すると、その形態
の背景には、「女性の身体性を隠す」「大人のような華美さではなく、ある種の慎ま
しさを求める」「清潔さを重要視する」といった3つの特徴があることがわかった。そ
して、「女性の身体性を隠す」「清潔さを重要視する」という2点からは、「少女」が
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誕生した当時の社会が求めた純潔・処女性に重なり合うことができ、「大人のような
華美さではなく、ある種の慎ましさを求める」の点からは、かつて社会が「少女」を
語る上で引き合いに出した、「醜悪な」大人との対峙をみることができた。 
　以上のような、中原の描いた「少女らしい」ファッションの形態的な特徴に、「少
女らしさ」は「清純さ」であるという当時の図式が垣間見える理由を、次のように考
察した。「少女」が創出された明治後期頃、社会は「少女」たちに純潔であること、
そして処女であることを求めた。当時の少女雑誌の編集者であった成人男性たちは、
その規範を「少女らしさ」と名付け「少女」に橋渡しをするという役割を果たした。
そして、その役割を担った人物たちの中でも特に重要な人物であったのが中原であっ
た。少女雑誌の挿絵画家として活躍した中原は、「少女らしさ」は「清純さ」である
という規範を視覚的なイメージで最も的確に体現していたからである。以上のように
築かれた中原の「少女らしい」という視覚的なイメージは、変わることなく彼の根底
に存在し続けていたのである。したがって、中原の「少女らしい」ファッションのデ
ザインは、当時の図式を視覚的に表象したものであると言え、その背景には、以上で
述べた社会と「少女」における力関係が潜んでいたと結論づけることができる。 

　本論では中原の「少女らしい」ファッションの持つ特徴、そしてその背景に潜む、
社会と「少女」の関係性を明らかにすることができた。一方で、中原は自身の活躍当
時に一世を風靡したのみならず、彼の描いた「少女らしさ」は、現代の「かわいい」
文化の先駆者的な役割を果たしているという先行研究が存在する。 
　服飾的な視点からみると、「かわいい」と称されるファッションには、たびたび「少
女性」が内包されていると筆者は考える。例えば、古賀令子氏の『かわいいの帝国』
において、現代における「かわいいモード」の始まりとして、雑誌『Olive』(1982)の
創刊が重要であると述べている。実用的なファッション誌というより、新しいタイプ
の都会的少女文化を提示するサブカルチャー誌というべき存在で、オリーブを愛読す
る女の子はオリーブ少女と呼ばれていた。古賀氏によると、オリーブ少女スタイルの
主な特徴に少女っぽい装飾志向があり、リボンやフリル、レース、花柄を好み、少女
性を主題にしたブランドである「PINK HOUSE」や「MILK」が代表的な存在であっ
た。また。1980年代といえば、「少女」をコンセプトとしたストリートファッション
であるロリータ・ファッションが台頭した。現在ロリータ・ファッションは外務省の
政策「クールジャパン」において、日本を代表する「かわいい」ファッションである
とされている。また、その「少女性」には「少女らしさ」が「清純さ」であるという、
明治期に設立した図式が適応されている面もあるのではないだろうか。例えば、ロリー
タ・ファッションにおける装いのルールとして、肌を露出させないことがあげられる。
ロリータ・ファッションは西洋趣味への情景だと述べられることもあるが、ロリータ・
ファッションの語源であるウラジミール・ナボコフが1958年に発表した「ロリータ」
という小説をみると、ここにおいてロリータは「ニンフェット」と呼ばれ、ナボコフ
はロリータの定義を年齢的に幼く言動や容姿が小悪魔的でなければならないと細かく
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定義した。しかし日本において「ロリータ」という言葉は、ニンフとはほぼ逆の「実
際はもう大人なのに、童顔ゆえに幼く魅せている女性」か「本当にまだエロスの欠片
も身体に宿していない少女」を指している。 
　また、中原は『ひまわり』廃刊間近以降、アメリカのティーンエイジャー・スタイ
ルを参照していた。しかし、一方で古賀氏は1950年以降アメリカのファッションを真
似る「アプレ」と呼ばれる若者たちを、中原がティーン・エイジャースタイルを参照し
ていたにも関わらず、中原の「ロマンチックな趣味」とは全く別の方向へ向いたと述
べている 。しかし、筆者は中原のファションと、ティーン・エイジャースタイルは全75

く別のものではなく、むしろ地続きに関係しているものであると推測している。 
　「かわいい」という言葉は非常に曖昧で主観的なものであり、その実態が具体的に
いかようなものであるのかを示すことは難しい。しかし、「かわいい」文化の先駆者
であったとされる中原のファッションを見ることで、少しずつその理解は深まると考
えられる。また、現代にもなお中原の「少女らしさ」が息づいているとすれば、中原
の活躍の重要性がより明確になるだろう。今後の展望としては、本論で明らかとなっ
た結果をもとに、中原の「少女らしい」ファッションと現代との関わり合いを見てい
きたいと思う。 

 古賀、2009、p.3375
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