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1. はじめに 

 

 戦前から昭和 30 年代にかけてイラストレータ

ー、服飾デザイナー、人形作家、雑誌編集者など

として多彩な活動を展開した中原淳一（1913-1983）
１は、1951 年(昭和 26 年)4 月、38 才の時に初めて

パリに渡った ２。戦前、少女雑誌『少女の友』の

挿絵画家として一世を風靡した中原は、戦後の出

版ブームのなかで、少女雑誌『ひまわり』や婦人

雑誌『それいゆ』を創刊し、大成功を収める。中

原はこれらの雑誌の記事やグラビアの多くを手が

けていただけではなく、自ら編集も行った。当時、

睡眠時間 2、3 時間という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

うにパリに赴くのである。もちろん中原にはファ

ッションの国フランスに対する興味もあったが、

彼自身の回想によると、渡仏の直接的な動機は、

自社の社員から言われた「雑誌は営業さえしっか

りしていれば何でも売れる」という言葉が胸につ

きささり、無力感を感じて、「会社はどうなっても

しかたがない、とにかく、当時の不眠不休をいや

すという意味でも、日本をしばらくるすにする決

心をつけた」からだという ３。 

 言うまでもなく、戦後間もないこの時期に民間

人がフランスに行くことは容易ではなかった。中

原のパリ滞在中にサンフランシスコ講和条約が調

印、発効され、日本が独立を回復することになる

が、彼がパリへ向かって羽田から出発した時点で

は、日本はまだ GHQ の占領下にあり、日本とフ

ランスは依然として「戦争状態」にあった。旅客

機の登場によって旅行時間は短縮されたとはいえ、

第二次世界大戦によって、日本にとってフランス

は戦前よりもむしろ遠い国になったといえるだろ

う ４。 

 中原と同じ飛行機で渡仏した歌手の高英男は、

当時の状況を次のように話している。 

 

 僕は日本にいらしたキリスト教の宣教師さ

んのおかげで向こうにいけるようになりまし

た。欧州なら欧州、日本なら日本と、国際的

な支部があるでしょう。それで、「この者に勉

強させたら、その国のために少しでも役立つ

のではないか」と、大げさに言えばそういう

風に認めてくれて、千人に一人くらいの確率

で行く事が出来ました。 

 中原先生もなかなか手続きが進まなかった

んですが、やはり若い時から教会の宣教師さ

んの下で活動してて知り合いがいたので、そ

の方々を頼って出発できるようになったんだ

と思います ５。 

 

 この証言が事実だとすると、当時の日本人の海

外渡航に宣教師が大きな役割を果たしていたこと

になる。実際、中原は、4 才の時に一家で洗礼を

受け、さらに少年時代には、アメリカ出身の宣教

師の邸宅に家族で住みこんで暮らしていた時期も

あることから、宣教師たちと何らかのつながりが

あったと考えられる ６。いずれにせよ、1950 年代

初頭に民間人がフランスに行くためには特別なコ

ネクションが必要であったと言えるだろう。 
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 渡仏を実現させた中原は、当初はパリに 3 年間

滞在する計画であったが、雑誌『ひまわり』と『そ

れいゆ』の売れ行きが激減し、会社の編集部から

の強い帰国要請があったために、予定を切り上げ

て翌年の 1952 年（昭和 27 年）6 月に日本に戻る

ことになる。この約1年2ヶ月間のパリ滞在中に、

彼は自らの雑誌のために、表紙画をはじめとして、

パリの生活文化に関するエッセイやイラスト、パ

リ・モードを取り入れたデザイン画などを日本に

送り続けている。本論文では、『ひまわり』と『そ

れいゆ』に掲載されたフランス関連の記事を手が

かりにして、中原がパリに何を求め、パリで何を

感じ、パリのどのような側面を日本の読者に伝え

ようとしたのかを明らかにしたい。 

 

2. 『ひまわり』 

 

 『ひまわり』は 1947 年(昭和 22 年)1 月に創刊

された月刊の少女雑誌であり、ファッション、手

芸、美術などの記事や川端康成らによる小説など

で構成されていた ７。1951 年 7 月号から、パリの

中原が送り届けた原稿やイラストが掲載されてい

るが、この号から同年の 12 月号まで、中原の描く

表紙絵が、それまでの日本人の少女から、金髪あ

るいは茶髪で青い眼をした西洋人の少女に。翌年

の 1 月号から再び表紙絵が日本人の少女に戻るが、

『ひまわり』にパリの情報が載せられたのは、お

もに西洋人の少女が表紙絵となった1951年7月号

から同年 11 月号までである。 

 『ひまわり』のパリ関連の記事には、中原が日

本の少女にあてた手紙、パリの美しい少女のイラ

スト、そしてパリのアパルトマンや公園に関する

エッセイなどが掲載されている。例えば、1951 年

7 月号では「パリのお店」というタイトルで、果

物屋、本屋、花屋、菓子屋を背景にパリの少女た

ちが描かれた華麗なイラストが掲載されている。

そのイラストに添えられた文章では、裏街の果物

屋は「お伽話の国のように明るく五色に街をいろ

ど」り、花屋は「まるで夢をみている様な美しさ」

だと報告されている ８。 

 当時の日本の少女たちにとって、海外旅行は夢

のまた夢であり、パリは現実には行くことができ

ない遠い憧れの街であった。中原はそうした少女

たちの思いに答えるかのように、美しいイラスト

と文章によって、パリをお伽話の世界の夢のよう

な街として描いている。こうしたパリの記事に関

して、『ひまわり』同年 9 月号の読者投稿欄に少女

から送られてきた次のような感想が掲載されてい

る。 

 

碧いお空、澄んだ湖の様な大きく潤んだ瞳、

オツパイでもほしそうなぬれて紅いくちびる、

房々と肩迄乱れる金髪、そしてあどけないほ

ほえみ！少女つていう言葉がぴつたりする様

な･･････パリの少女。花の都、芸術の都パリ。

パリの少女はみんな美くしいのネ。可愛いの

ネ。お菓子が好きで、おしやれで、美しいも

のが大好きなパリの少女、私大好き ９！ 

  

 しかし、『ひまわり』の記事は、こうした少女向

けのロマンティックなパリのイメージだけを発信

していたわけではない。1951 年 9 月号のグラビア

では、パリのリュクサンブール公園で撮られた中

原とパリの少女たちの写真とともに、以下のよう

な文章が記されている。 

 

 私はパリに来て、日本では見る事の出来な

い、素晴らしい色々のものを見る事が出来ま

した。それは、街に美しい街路樹のある事や、

美しい彫刻のある古い立派な建物、それから

シャンゼリゼ（パリの銀座）の華やかなショ

ーウィンド、それから公園の美しさや、天使

の様な美しい金髪の少女達、その他の色々の

ものです。 

 しかし、外国に住んでみて、日本の美しさ、

それから、日本には立派な色々の習慣がある
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事、つまり『日本の良さ』をはっきりと知る

事も出来ました １０。 

 

 そして、中原は日本の少女たちに次のようなメ

ッセージを伝えている。 

 

日本に生まれた事は、素晴らしい事だ、と思

って下さい。そして、日本に生まれた事をけ

つしてそまつにしない様に、立派な日本人ら

しい婦人になって、日本だけにある『良いも

の』をよりよくそだてて下さい １１。 

 

 日本人が外国で「日本の良さ」を再発見するこ

とは珍しいことではないが、中原はそれにとどま

らず少女たちに「日本の良さ」を守ることの重要

性を訴えている。これは、当時の日本人の外国崇

拝の傾向に対する中原の危機感があると思われる

が、この点については後述したい。 

 

3. 『それいゆ』 

 

 『それいゆ』は敗戦からちょうど 1 年後の 1946

年（昭和 21 年）8 月 15 日に創刊された季刊の婦

人雑誌であり、ファッションやインテリアデザイ

ンの記事を中心に構成されていた １２。中原のパ

リ関連の記事はおもに第 18 号（1951 年 8 月）、第

19 号（1951 年 11 月）、第 20 号（1952 年 3 月）、

第 21 号（1952 年 5 月）、第 22 号（1952 年 9 月）

に掲載され、とりわけ第 20 号では「フランス特集」

が組まれている。 

 『それいゆ』では、少女向けの『ひまわり』の

記事とは異なり、パリの姿がほとんど美化されず

に伝えられているという印象を受ける。例えば、

第 19 号の「パリ通信（その一）」では、日本でイ

メージされる憧れのパリと実際のパリのギャップ

が率直に記されている。 

 

 私が日本を発つ頃、女の人達は「うらやま

しいですね。私もパリに一度行つてみたい」

と云うので「どうしても」ときくと、「だつて

花の都ですもの」と云う。 

 「私パリに行けたら、こじきをしたつて本

望だとおもうわ」と云うようなことを云つた

奥さんも、なかにはあった。（中略） 

 しかし、こじきをすればパリも日本も同じ

こじきでしかないはずだし、カール・ブッセ

の「山のあなた」の様に、海のあなたにあこ

がれをいだいてみても、パリも人間が生活し

ている土地である事に何の変りはない １３。 

 

 この文章に続いて、中原はパリでの最初の日に

目にしたフランス人女性の印象を次のように描い

ている。 

 

 「花の都」とうたわれた日本で想像するパ

リの女性とは全く縁遠く、日本では洋装でも

するからには流行はきりはなせないものとし

て考えているのに、この流行の発生地である

パリには、流行を忘れた様な婦人達が無表情

のまま歩いていた １４。 

 

 このように中原は「花の都」パリの実情を報告

しているが、その一方で、『それいゆ』のパリ関連

記事では、やはりファッションに関する頁が充実

している。とりわけパリ・モードを取り入れたス

タイル画 １５、あるいはパリで見られる帽子や髪

型のイラスト １６などの美しさが印象的である。

また、シャンゼリゼ大通りの華やかな光景 １７や

本場のファッションショーを紹介するエッセー

１８なども掲載されている。 

 興味深いのは、中原がパリの子供たちのファッ

ションに注目していることである。前出の「パリ

通信（その一）」では「パリの子供服は実に可愛ら

しい。天使の様に、又人形の様に、そして淡赤色

の花びらの様に、ちょっと現世のものではないと

思える美しさだ １９」とまで書き、第 20 号の「パ
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リ通信（その二）」では、「母親があまり良い身な

りでない場合でも、子供には実に可愛らしいその

まま人形に着せたい様な服を着せているのだから、

毎日の様に見なれていても、思わずふり返って見

るのが常だ ２０」と記している。 

 パリの街中では、子供たちだけではなく、さま

ざまな種類の乳母車も中原の目を引いたようであ

る。乳母車を引く母親を見て中原が感じたのは何

よりもノスタルジーであった。「パリ通信（その一）」

では次のように書いている。 

  

 パリに来て最初の内には色々と目につくも

のがある。その中の一つに、日本ではそんな

ものがあつた事も忘れかけていた乳母車をひ

いた若い母親の姿がある。（中略） 

 マロニエの並木に白い花が咲く頃に、その

木陰を、ゆつくりと乳母車を引いて歩く、若

い母親の姿は、遠いノスタルジヤを感じさせ

る ２１。 

 

 また第 22 号の記事「巴里みやげ その 3 乳母

車」においても。パリの街中で撮影した様々なタ

イプの乳母車の写真とともに、次のような文章が

綴られている。 

 

 日本にいる時は、余り目にもつかず、殆ど

遠い記憶の中に忘れかけていた乳母車だった

が、こうして若い母親にひかれて、幾つも幾

つもいろいろな乳母車が街をゆくのを見てい

ると、急に幼い頃への郷愁のようなものがそ

こに感じられて、母親の温かみがあふれたい

かにも平和な光景だと思った ２２。 

 

 また、『それいゆ』には、パリの住居や生活習慣

に関する記事も数多く掲載されている。指摘すべ

きは、中原はパリの生活文化をつねに日本と比較

しながら分析していることである。例えば、1952

年 3 月号の「特集・愉しく新しく 巴里の住い方

から思うこと」では、庭がなく日差しの入らない

パリのアパルトマンと、庭付きで太陽に恵まれた

日本の住宅の比較、ベットと布団、あるいは絨毯

と畳の生活の比較をしており、どちらが衛生的な

のか、どちらが便利なのかといった考察が行われ

ている ２３。 

 そして、注目したいのは、この特集の最後で、

中原は日本人の盲目的な外国崇拝の傾向に対して

次のように警鐘を鳴らしていることである。 

 

 私は巴里に来て、日本の観念や暮し方の中

では考えられなかつた様な、色々の良いもの

を見て来たと思うが、その良いものの中にも、

これは巴里だから良いので、日本でそのまま

取入れたのでは困る、と考えたものもあった。

（中略） 

 ところが、日本では、外国のものなら何で

もいいにきまっていると、無批判にそう考え

る人さえいるのだから悲しい事だと思つた。 

 日本人はどこまでも日本人であるし、私達

の幸福は私達が考えなければ、誰も私達の為

には考えてはくれない ２４。 

 

 このように『それいゆ』における中原のパリ関

連の記事は、日本文化を愛する「日本人」として、

日本の生活文化をどのように発展させるかという

観点から書かれたものであり、フランスの文化を

伝統的な「日本の良さ」を損なわない限りにおい

て取り入れるというスタンスで貫かれている。し

たがって、中原はパリの文化を絶対視することは

ない。そして、彼の文化相対主義的な立場は、そ

れぞれの土地によって、その風土に合った生活文

化があるという考えに基づいている。例えば、中

原は『それいゆ』で、パリの婦人に特徴的な黒い

服についても語っているが、そこで彼は、パリの

古風な街並だからこそ黒が美しく引き立つのであ

り、日本では事情が異なると主張している ２５。 

 その一方で、中原が手放しに評価しているのは
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フランス人の色彩感覚である。例えば、1952 年 9

月号に掲載された「巴里みやげ その 12 巴里よ

もやま話」と題された帰国後の鼎談では「色とい

う点でフランスというのは絶対だと思いましたね。

（中略）色そのものが美しいし、色のあつかいが

うまい、と云うか、フランス風な色調の伝統みた

いなものがある ２６」と発言している。 

 さらに『それいゆ』には、パリの音楽、特にシ

ャンソンに関する情報も掲載されている ２７。帰

国後、中原は『枯葉』などのシャンソンの訳詞を

手がけ、親友の高英男を「シャンソン歌手」とし

て売り出すなど、1950 年代後半のシャンソンブー

ムの立役者の一人になったが、これは彼のパリ滞

在の成果であるといえるだろう。 

 

４. 高峰秀子 

 

 『ひまわり』と『それいゆ』に掲載されたパリ

関係の記事にしばしば登場するのが、同時期にパ

リに滞在していた女優の高峰秀子（1924-2010）で

ある ２８。高峰のパリの下宿が、偶然、中原が宿

泊していたホテルの近くだったこともあり、彼ら

は一緒に食事をしたり演劇を見に行ったりしてい

た。高峰は中原が出発してから 2 ヶ月後の 1951

年 4 月にパリに渡仏する。そしてパリに約 5 ヶ月

滞在し、アメリカに立ち寄った後、同年 12 月に帰

国している。 

 当時 27 才の高峰は、原節子や高峰三枝子と並ん

で最も人気のある映画女優の一人であり、彼女が

パリに渡る 3 ヶ月前には主演映画『カルメン故郷

に帰る』が公開されて大ヒットしていた。そして、

この映画の中で彼女が歌う同名の主題歌には、「花

のパリ」「シャンゼリゼ」「帽子パラソル」「マロニ

エの花」「ブーローニュ」といった言葉が散りばめ

られ、パリの華やかなイメージを喚起する歌詞が

含まれていた。興味深いことに、この歌を作曲し

た黛敏郎は音楽を学ぶため、この映画の監督であ

る木下惠介はフランス映画を学ぶため、高峰の渡

仏後、1951 年に相次いでパリに留学している ２９。

高峰の場合も名目は留学だったが、具体的に何か

を学ぶためにパリに行ったわけではない。 

 高峰の自伝によると、渡仏のきっかけはカンヌ

映画祭への出席を打診されたことであり、行き先

がパリになったのはいわば成り行きであって、彼

女は日本以外ならどこでもよかったという ３０。

後年、高峰はパリ行きの動機を次のように回想し

ている。 

 

 人気スター高峰秀子という虚像を追いかけ

るのは、もう限度だった。公私ともに疲れ果

てた私は、欲も得もなく、かつがれているお

みこしの上から飛び降り、何もかもおっぽり

出して、パリへ旅立った。海外逃亡である ３１。 

 

 このように、彼女のパリ滞在の第一の目的は、

人気女優の仮面を外すことにあった。そして、彼

女は何よりも「普通の人間の生活を経験する ３２」

ことを望んだのである。 

 高峰は帰国後、パリで書いていた日記を中心とし

たエッセー『巴里ひとりある記』を刊行する ３３。

この本はエッセイストでもある高峰の処女作であ

るが、芸術家でもジャーナリストでもない日本人

女性の視点から戦後のパリの姿がありのままに描

かれた貴重な記録でもある。 

 『巴里ひとりある記』には中原の名前がしばし

ば登場し、中原と高峰のツーショットの写真も掲

載されている ３４。またこの本にはパリで撮影さ

れた高峰の写真が 30 枚以上収録されており、彼女

の写真集のような趣さえあるが、その中には『そ

れいゆ』に掲載された写真と同じものもある ３５。

これらの美しいモノクロ写真の風景は、パリへの

旅行が夢のまた夢であった一般の日本人にとって

は、まさに映画の中の世界であり、当時パリに滞

在していた人気スターや有名人に対する羨望と憧

れは、現在では想像もできないほど大きなもので

あったと思われる。 
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 中原自身が料理に無関心であったこともあって、

彼の雑誌にはフランスの食文化に関する記事が極

めて少ないが、逆に『巴里ひとりある記』には、

レストランやカフェあるいは食生活についての記

述が数多く見られる。例えば、レストランのメニ

ュー、パリ人の朝食、公園でアイスクリームを食

べたこと、パリの牛乳が美味しいことなどが書か

れている。また、他にも、コメディ・フランセー

ズ、オペラ座、クリスチャン・ディオールのコレ

クション、セーヌ川の遊覧船、タクシーの運転手

の様子などが、本人が描いたイラストとともに生

き生きとした筆致で語られている。 

 

５．パリ祭 

 

 しかし、当時のパリは物価が高騰し、深刻な不

景気に苦しんでいた ３６。高峰の『巴里ひとりあ

る記』において、そのような戦後パリの状況が最

も反映されているのが、1951 年 7 月 14 日のパリ

祭に関する記述である。高峰はこの日の様子を以

下のように書いている。 

 

 今年のパリ祭は朝から雨でした。（中略）し

かし、パリ祭の日の晝間の街は人つ子一人ゐ

ない淋しさ。みんな今夜の踊りのためにぐつ

すり休んでゐることだろうと思ひました。（中

略） 

 コンコルドの噴水や、パリッ子の誇る建物

はすべて照明され、夜空には申しわけみたい

な花火があがり、キャフェはテレス［原文マ

マ］までバンドを繰り出して、街路で踊れる

ようにしてゐる。 

 先ず、こんなところがパリ祭の風景だけど、

戦争の前はいざ知らず、おお花の都、憧れの

パリなんて夢に描くパリ祭の賑やかさは、戦

後の今日、それこそ夢の中のお話みたい。現

在のパリッ子は、仲々どうして生活苦に追わ

れ、一夜踊り明かすなどという元気もないと

いうのが本当のところらしい ３７。 

 

高峰とともに同じパリ祭を体験した中原も似た

ような印象を受けたようである。『ひまわり』1951

年 10 月号の「フランス通信」では、パリ祭が期待

はずれであったことを以下のように報告している。 

 

 七月十四日には、私は、やはりパリで生活

している高峰秀子さんや高英男さんと一緒に、

街のあちらこちらを、巴里祭に逢うために歩

いてみたのですが、朝から晝のうちは、いつ

もの日曜日のようにひつそりとした風景ばか

りでした。夜になつてから、セーヌの河畔に

花火が鳴り、またモンパルナスでは、街角で

若い人達がダンスしているのをやつとみつけ

だしましたけれど、それにしたつて別に立ち

どまつて見たくなるほどの巴里祭ではなかつ

たような気がしました ３８。 

 

 そして、当時、ヨーロッパ旅行中でパリに滞在

していた作家の芹沢光治良も、旅行記『ヨーロッ

パの表情』において、同じ 1951 年のパリ祭に関し

て次のように記している。 

 

これがカトルス・ジュイエ ３９かと、初め

てパリに来た同行者は、みな失望していた。

私も驚いているばかりだった。街頭で踊るこ

とを禁止したのではなくて、パリ人はもう街

頭で踊らなくなったらしい。踊るどころじゃ

ないというのだろう。（中略） 

政府はパリの二千年祭をし、つづいてパリ

祭には、大がかりな計畫をたてて、人民を躍

らせようとしたが、パリ人は踊らないのだろ

う。戦争の不幸がパリ人の心を重くしている

のだろうし、経済的に困っていては、パリ人

も踊る気持にならないのだろうし、戦争の危

険を前にして、踊ってはいられないというら

しい ４０。 
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また、芹沢によると、彼自身が体験した 20 年前、

つまり 1930 年頃のパリ祭の日には、人々がバステ

ィーユ広場を埋め尽くして踊っていたという ４１。

その当時と比べると、芹沢が 1951 年のパリ祭に物

足りなさを感じるのは当然であろう。 

こうしたパリ祭に対する日本人の期待と失望の

背景には、1933 年（昭和 8 年）に日本で大ヒット

したルネ・クレール監督の映画『巴里祭』（Quatorze 

juillet）の影響も大きいと思われる。実際、芹沢は、

旅行に同行していた石川達三夫妻が7月14日にパ

リにいようと決めたのは、「フランス映画で見たパ

リ祭が心にあるからであろう ４２」と記している。 

 中原も『それいゆ』の記事「パリ通信（その一）」

のなかでこの映画に言及している。 

 

 フランス映画の傑作として今でも私達の記

憶に残つている「パリ祭」は、夕立の様なに

わか雨の雨やどりに物語が始まり同じ場面の

雨やどりで終つていた。 

 パリに来てみると、あの雨は毎日の様にあ

る事で、なる程あれは物語の筋をはこばせる

為にわざわざ雨を降らせたのではないと云う

事もハツキリ解つた ４３。  

 

また、高峰の『巴里ひとりある記』にも、彼女

がパリの花屋を見てこの名画を想起するというく

だりがある ４４。このように、戦後間もない時期

の日本人にとって、パリのイメージはルネ・クレ

ールの映画のイメージが強かったことがわかる。

よく知られるように、革命記念日である 7 月 14

日の祝日を日本語で「パリ祭」と呼ぶのはこの映

画の邦題に由来する。そして、この「パリ祭」と

いう名称は、今でも古き良きパリの姿を連想させ

る言葉であり、依然として華やかなイメージをま

とっているように思われる。 

 

６. おわりに 

 中原が滞在した時期のパリは、高峰の言葉によ

ると、「古い、いいものを持ってはいても、今は静

かによどんでいる水たまりのような ４５」街であ

り、戦争の後遺症に苦しむ静かで古びた都であっ

た。しかし、後に中原が「パリは想像したとおり

の古い美しい都で、焼けあとのまだ残っていた東

京を逃れて、私はほっとしたような気持ちになり

ました ４６」と回想しているように、フランスの

首都は、仕事で疲れていた中原にとっては癒しの

地でもあったようである。 

 先に述べたように、中原や高峰がパリに渡った

主たる目的は、仕事に追われる日々から逃れるた

めであって、二人がパリに求めたのは何よりも休

息であり、いったん仕事をリセットして、ゆった

りとした時間のなかで自分を見つめ直すことであ

った。実際、彼らにとってパリ滞在はある種の充

電期間となったといえる。中原は帰国後、パリで

構想していたティーンネイジャー向けの雑誌『ジ

ュニアそれいゆ』を創刊し、以前にも増してクリ

エイティヴな活動を行なうことになる。そして、

高峰の方も、帰国後に『二十四の瞳』や『浮雲』

といった映画史に残る名作の数々に出演し、名実

ともに日本を代表する大女優になっていくのであ

る。 

 不景気に襲われ、往時の活気を失っていた 1950

年代初頭のパリは、それゆえに、静かで落ち着い

た印象を与える都であり、中原にとって乳母車が

そうであったように何かしらノスタルジーを感じ

させる美しい都でもあったように思われる。そし

て、このような当時のパリは、中原や高峰のよう

に戦後の復興期に活躍し、いわば働き疲れた日本

人にとっては、心身ともに癒される特別な場所に

なりえたのではないだろうか。 

註 
１ 中原淳一の評伝としては以下のものがある。林えり子

『焼跡のひまわり 中原淳一』、新潮社、1984 年；高橋

洋一『中原淳一 美と抒情』、講談社、2012 年。また中

原の創作活動に関しては、『別冊太陽 美しく生きる 

 

 

32



比較日本学教育研究センター研究年報 第 10 号 

中原淳一 その美学と仕事』（平凡社、1999 年）や、以

下の 2 冊の展覧会図録が参考になる。『「没後 20 年 中

原淳一展」カタログ』、朝日出版社、2003 年；『「生誕 100
周年記念 中原淳一展」図録』、朝日出版社、2013 年。 
２ 中原は 1964 年（昭和 39 年）、51 才の時に再び渡仏し、

半年ほどパリに滞在している。 
３ 『中原淳一画集』、講談社、2011 年、101 頁［初版：

1975 年］。 
４ 正確な数は不明だが、1950 年代初頭にパリに住んで

いた日本人は極めて少なかったと思われる。しかし画家

の藤田嗣治や文学者の朝吹登水子のように戦時中に帰

国した日本人がパリに戻ってきたり、1950 年に戦後初

のフランス政府給費留学生が派遣されるなど、パリに渡

る日本人の数が徐々に増えてきた時期でもあった。 
５ 高英男・鈴木剛彦『高英男ワンマンショウ－人生漂泊

の途すがら』、新風舎、2005 年、64 頁。 
６ 1920 年（大正 9 年）、中原は父の死後、経済的理由か

ら母や姉たちとともに徳島市内の女性宣教師ラムプキ

ン宅に移り住み、その後、広島女学院の院長スチュアー

トの邸宅に転居している。 
７ 『ひまわり』は 1952 年 12 月号まで刊行される。この

雑誌については以下の文献を参照のこと。内田静枝編

『中原淳一 少女雑誌『ひまわり』の時代』、河出書房

新社、2011 年。 
８ 『ひまわり』、1951 年 7 月号、22-23 頁。  
９ 『ひまわり』、1951 年 9 月号、134 頁。 
１０ 同上、12-13 頁。  
１１ 同上、13 頁。 
１２ 『それいゆ』は創刊号から 1948 年 7 月刊行の第 7
号までは『ソレイユ』という片仮名の雑誌名であった。

また 1956 年 4 月刊行の第 38 号から最終号の 1960 年 8
月刊行の第 63 号までは隔月刊となった。 
１３ 『それいゆ』、No. 19、1951 年 11 月、117 頁。 
１４ 同上、118 頁。 
１５ 『それいゆ』第18号と第20号の「SOLEIL PATTERN」

を参照。 
１６ 『それいゆ』第 18 号の「パリの婦人帽子」、「パリ

の髪」、第 20 号の「男の長い髪・女の短い髪」、第 21 号

の「クレタガルボの帽子から」を参照。   
１７ 『それいゆ』第 20 号の「パリ通信（その二）」を参

照。 
１８『それいゆ』第 22 号の「特集 中原淳一・巴里みや

げ その 5 巴里のファッションショウ」を参照。 
１９ 『それいゆ』、No. 19、1951 年 11 月、121 頁。  
２０ 『それいゆ』、No. 20、1952 年 3 月、83 頁。 
２１ 『それいゆ』、No. 19、1951 年 11 月、10 頁。 
２２ 『それいゆ』、No. 22、1952 年 9 月、103 頁。 
２３ 『それいゆ』、No. 20、1952 年 3 月、45-52 頁。 

２４ 同上、45 頁。 
２５ 『それいゆ』、No. 19、1951 年 11 月、119 頁。 
２６ 『それいゆ』、No. 22、1952 年 9 月、127 頁。鼎談の

相手は大谷冽子と高峰秀子。 
２７ 『それいゆ』第 20 号に掲載された高英男のエッセ

ー「シャンソンと風」、同誌第 21 号の中原による記事「テ

イノ・ロツシ 巴里での戦後の初の舞台を見る」を参照。 
２８ 『ひまわり』1951 年 10 月号の「ふらんす通信」、『そ

れいゆ』第 19 号の「私の巴里・アルバム」、第 20 号の

「フランスを語る」、「巴里で買った私のブラウス」、第

22 号の「巴里みやげ その 12 巴里よもやま話」を参

照。 
２９ 黛敏郎はフランス政府給費留学生として 1951 年 8
月に、木下惠介は同年 11 月にパリに渡った。 
３０ 高峰秀子『私の渡世日記（下）』（文春文庫）、文藝

春秋、1998 年、207-211 頁参照［初版：朝日出版社、1976
年］。 
３１ 高峰秀子「虚像を捨てたパリ行き」、斎藤明美編『高

峰秀子 旅の流儀』、新潮社、2013 年、66-67 頁［初出：

『朝日新聞』、1983 年 2 月 22 日］。 
３２ 高峰秀子、前掲書、261 頁。 
３３ 高峰秀子『巴里ひとりある記』、映画世界社、1953
年。『巴里ひとりある記』は 2011 年に新潮社から新装版

が刊行されたが、旧版に比べて収録されている写真の数

が少ない。本論文では旧版を参照した。 
３４ 同上、43 頁。 
３５ 例えば『それいゆ』第 20 号の記事「巴里で買った

私のブラウス」に掲載された中原自身が撮影した高峰の

写真は、『巴里ひとりある記』にも収録されている。  
３６ 1951 年 10 月に渡仏して約 8 ヶ月パリに滞在した女

優の高橋豊子（高橋とよ）は次のように証言している。

「この眼でみた現実のパリは戦争に疲れ果てた古い都

の姿でした。物価は驚く程高いし、それに大変不景気で

す」（高橋豊子『パリの並木路をゆく』、學風書院、1953
年、30 頁） 
３７『巴里ひとりある記』、54-55 頁。 
３８ 『ひまわり』、1951 年 9 月号、6-7 頁。 
３９ フランス語の quatorze juillet（7 月 14 日）の日本語

読み。 
４０ 芹沢光治良『ヨーロッパの表情』、中央公論社、1952
年、145 頁。 
４１ 同上、144 頁。 
４２ 同上、140 頁。 
４３ 『それいゆ』、No. 19、1951 年 11 月、120 頁。 
４４ 『巴里ひとりある記』、123 頁。 
４５ 同上、55 頁。 
４６ 『中原淳一画集』、32 頁。 

 

 

 

 

33


	06【再校】中原淳一と1950年代初頭のパリ



