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1. はじめに
　椅子に座るという行為が日本人の間でごく自然な行為とし
て受け入れられるようになってから久しい。西洋式の生活環
境を受入ながらも、今でも日本人は靴を脱ぎ、床に座り、寝
転がる。それは西ヨーロッパ文明に特有の、椅子に座るとい
う行為に固執する民族 *1 との根本的な違いを見せている。
　他方デザイナーたちは、椅子について、審美的特性を発
揮し、日本固有の文化論を取り上げ、或いはエルゴノミクス
に則った高度な機能主義的発想を椅子に捧げてきた。これ
は今もそれ程変わっていないように思われる。
　ここで用いた「所作」という言葉は、身体の動きがその時
代の文化的影響を受けているという意味を含んでいる *2。小
論では、現在の日本人が自然と発する身体の動き、座るとい
う行為のかたちの文化的背景を考慮して、椅子に関する1 つ
の試論を試みる。

2. 日本人の椅子事情
　1959 年、柳宗理は「我々は家庭生活に於いて、だんだん
腰かけの生活になりつつあることは否めない。( 中略 ) 我々
の長い伝統の歴史は、畳、障子、鴨居、天井など、相互の
厳格なモデュラーを構成してきたのである。従って畳の上に
持ち込む、テーブルも椅子も、この日本家屋のモデュラーを
壊す寸法であってはいけない。*3」と書いている。1951 年、
公団住宅にダイニングキッチンが導入され、椅子とテーブル
で食事をする生活形態が普及し始める。同時に居間が登場
し、決して余裕のある空間でないにもかかわらず、畳張りの
上にカーペットが敷かれ、大きな応接セットが置かれた。
　居間は Living Room の訳語とされ、アメリカのホームド
ラマで演じられるような 1 つの理想型としての家族像を演出
する場であった。狭い空間に押し込められた応接セットは、
来客用というよりは近代的な家族団らんの小道具であり、そ
こでの所作は、椅子に座るというよりは、もたれ掛かり、寝
そべり、思い思いに寛ぐ姿勢を取るのが普通だったと思う。
　欧米の家庭でも Living Room は家族で寛ぐ場であり、
他人に見せるための空間ではなかったが、人々は幼少より正
しく椅子に座る所作を学び、必要に応じて姿勢を使い分け
ていた。これに対して日本人は、学校では教えられたにせよ、

一般的には家庭で正しく椅子に座るための所作を教わるま
でには至らなかったと思われる。
　床座の習慣が身体に染みついた日本人にとって、椅子生
活の居心地の悪さを払拭するためには、身体的安楽さだけ
では十分ではなく、社会的・文化的理由が必要となる。渡
辺力が、日本には「stoolと bench はあったが、ネルソンの
いうように chair は存在しなかった *4」というように、GHQ
がもたらした開放的な民主主義の空気と椅子の生活は、不
可分の関係にあったと思われる。日本人にとって、chair は
独立した個人が自らの身体を休める道具として登場したので
あり、日本で 1950 年代から70 年代に名作とされる椅子が
多い理由の 1 つと考えられる。
　他方で、日本のモダニズムのデザイナーたちは、生活様式
の変化に合わせて日本人のための椅子を作ろうと努力してき
た。豊口克平は日本人の身体に合う椅子を探求し、座面で
あぐらをかくことのできる≪スポークチェア≫を開発した。柳
宗理の≪バタフライスツール≫は、高さが僅か 340mm の小
さな腰かけでありながら、座面に三次元的形態を工夫してい
る。長大作の≪低座椅子≫は、「テレビをゆったりとみたい」
という要望をかなえるために生まれたという *5。椅子を巡る
日本独自の所作がここから始まったと仮定したい。
　
3. 椅子を巡る芸術性と機

エルゴノミクス
能性の位置づけ

　椅子を巡る考察において、文化的・歴史的価値付けは、
表層的な部分でより顕著に表れる。インテリアデザイナー内
田繁は、「70 年代半ばから活躍するファッションデザイナー
のブティックを通し、実験的な酒場、レストランなどを通し」
日本独自のデザインが生まれてきたという *6。先に挙げた椅
子のデザイナーたちの作品にも、日本文化を表象する形態
特徴を見ることが出来る。
　日本の所作からみた椅子について考察する前に、椅子を
考える際に最も重要な要件となる機能的側面としてのエルゴ
ノミクスと、個人的な趣味と連関する芸術的側面との間の対
立を軸として、次のような図式化を試みた *7。
　1には、倉俣史朗の≪ミスブランチ≫といった、芸術作品と
しての椅子が位置する。これらの椅子も、日本人の椅子に
対するイメージに影響を与えている。
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　バウハウス及び C. イームズなどアメリカのモダンデザイン
と方向を一にするモダニズムの椅子は、機能と芸術を一致さ
せようとした運動であるので、２に位置する。
　３は、機能性を第一条件とし、文化的表象性を持たない
事務用椅子が位置すると考える。
　我々日本人にとって非常に機能的で文化的項目となる座布
団や腰かけといった伝統的座具は、エルゴノミクス的な機能
や芸術的形式を持たないので、４の位置に置くしかない。
　この図式で考えると、左半分は、非日常的なハレのデザイ
ンであり、1970 年代以降、ポストモダンのデザインとして知
られる社会状況が作り出した領域だといえる。そして右半分
が実用的なケのデザインとなり、特に労働の現場と関わるが
故に、我々の生活の中で最も長時間関わりを持つ椅子の領
域だといえる。
　この概念図で、二十世紀の西洋的モダンデザインに則っ
た椅子について説明することは出来るが、我々日本人にとっ
ては非常に親しみのある座布団や座椅子などを適切な位置
に置くことは出来ない。

4. 所作の再構築
　今日、生理学的分析が日常的な関心事となることで、エ
ルゴノミクスに基づいた椅子に関する一般の知識や関心が、
高まって来ている。興味深いのは、エルゴノミクス・デザイ
ンの野呂と体育学の矢田部、さらには内田繁もまた、座禅
の際の正坐を、日本人にとって理想的な静止姿勢として取り
上げている点である。さらに矢田部は、理想的な正坐を習
得するには、訓練が居ることを明らかにしている *8。彼らの
主張の背景にあるのは、動きの中で姿勢を捉えようとする視
点である。
　図２は、機能の軸に代わって所作 (ここでは特にモースの
身体技法に近い意味で用いている) の軸を置いた図１の変形
版である。
　１のポストモダンについては、図１と同じと考える。
　２の日本のモダンデザインの椅子は、所作と芸術との間に
位置づけた事で、日本人の所作に合った椅子という概念で

図 1：椅子の概念図式

考えることが出来、座布団や座椅子などの「椅子」と呼べな
い坐具を含むことが出来ると思われる。
　機能性椅子と呼ばれる分野が昨今注目され始めている。
長時間の椅子坐による疲労を予防・解消する機能に特化し
た椅子であり、ここでは比較的上質な、野呂影勇の考える
工学的アプローチを念頭において３の位置に置く。
　図１の３に位置する事務用椅子は、機能的であるが芸術
的でないが故に文化的に価値のない椅子と見られるが、図２
の３に位置する機能性椅子は、人々を事務仕事の苦役から
救い、より文化的・人間的生活に役立つモノとして、価値づ
けられるように思える。所作の概念に既に文化的意味づけ
が含まれているため、芸術との対立軸となりにくいからだろう。

５. まとめ
　この研究の出発点は、機能性椅子やエルゴノミクスのデザ
インの発想は、身体を支えることを通り越して、体を拘束し
ているのではないかという疑問から始まった。今回、所作と
いう言葉を用いて、人間の動きを軸に椅子について概念化
することで、日本人の坐るという行為の形態をより現実に近
づけて考えることが出来たのではないかと考える。
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図 2：所作と芸術を軸にした椅子の概念図式
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