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第４章 産業デザイン時代の到来 

〔昭和Ⅱ （昭和 20 年～35 年／1945～1960）〕 

 

第１節 戦後の復興とデザイン基盤の確立 

  

第二次世界大戦の終結後は，我が国の非軍事化の達成と民主化の徹底を目的とするＧＨＱの占領政策

を受けて，政治・経済から文化・宗教に至るまで，社会全般にわたって次々と改革が進められた。工業

所有権関係においても，秘密特許制度，工業所有権戦時法，工業所有権法戦時特例などが廃止され，意

匠登録出願も，昭和 21年 11 月より 3年ぶりに再開された。 

昭和 20 年代前半は，食料難，住居難，悪性インフレが続き，社会や経済はまだ混乱の渦中にあり，

デザインも，欧米より流入する生活文化や科学技術を前にしてその意義が問い直され，自立のための模

索を続けた段階にあった。 

一方，産業を復興し輸出貿易の促進を図る上で，意匠が大きな効果を生み出すものであることは早く

から着目され，意匠の創作を奨励し，その活用を啓発するための種々の方策が講じられた。その一つに，

昭和 24 年（1949），特許庁が社団法人発明協会，日本工芸連合会と共催した第 1回産業意匠展覧会があ

る。この展覧会では，トヨタ自動車工業株式会社が，自動車で一等賞の商工大臣賞を受賞した。受賞し

た自動車の意匠（Design of Sport Coupe 他）の中に，来たるべき工業化時代のデザイン＝インダスト

リアルデザイン（Industrial Design）の清新な息吹が感じられる。 

意匠の奨励策も次第にその効果が現われ意匠の創作も盛んとなり，意匠登録出願件数も第二次世界大

戦前の水準に回復しつつあったが，大方の意匠は，まだ古い殻を脱皮できない低水準のものであった。

しかも中には，他人の意匠を模倣盗用するといった不正を行う業者も出て，仕向け地で意匠権を侵害す

るなどの法意識の欠如を露呈した。そこで，昭和 24 年（1949）には，意匠の盗用を防止する条項を織り

込んだ輸出貿易管理令を公布したのを手始めに，法律面の手立てが講じられるようになった。 

昭和 20 年代の後半は，朝鮮戦争による「特需景気」に支えられて経済が急速に立ち直り，外国技術

の導入が活発に行なわれた時代である。その結果，鉱工業生産額は，昭和 26 年に戦前水準のピーク時（昭

和 9年～11 年の平均）に並び，消費生活も数年を経て戦前の水準を回復し，戦後の復興はほぼ完了した。 

この頃より，デザインブームが到来し，外来語のデザイン（Design）へとその内容も大きく変容した。

欧米を視察して外国製品の明るい色どりを見てとった家庭電気メーカーの経営者の一人が，デザインの

時代が到来することを予見して，昭和 26 年（1951）企業内にデザイン部門を設置したのを皮切りに，昭

和 20 年代の終わりから 30 年代にかけて広範な産業分野にわたって企業内にデザイン部門が設置され，

産業界のデザイン基盤が次第に固められていった。人材の育成も進められた。外国からの有名デザイナ

ーの招請や，日本からの外国へのデザイナーの派遣（ＪＥＴＲＯデザイン留学生制度開始－昭和 30 年，

日本生産性本部工業デザイン視察団渡米－昭和 31 年など）などを通じて若手デザイナーが育ち，職業デ

ザイナーの人数も著しく増えた。昭和 32 年にはデザインのより一層の質の向上を目指してグッドデザイ

ン（Ｇマーク）制度が発足し，翌 33 年には通商産業省内にデザイン課が設置されて，デザイン行政，デ

ザイン施策も厚さを増し，デザインの自立と飛躍的発展の基礎が築かれた。 

意匠登録出願は，昭和 21 年の出願再開より，企業活力の向上とデザインブームを反映して，概ね一

貫して増加し，昭和 30 年には 14,195 件を数え，戦前のピーク件数（昭和 11 年・14,626 件）とほぼ並
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んだ。昭和 33 年には 2万件台に達したが，以後昭和 36 年までの 3年間は，「鍋底不況」の影響を受けて

若干減少し，年平均約 25,000 件で推移している。出願意匠の内容も繊維品，雑貨品に代わって新しく家

電製品，機械製品が台頭し，昭和 30 年には，これらの家電製品，機械製品の属する第 24 類「他類に属

せざる物品」（大正 10 年法の類別名称）の意匠登録出願が全類中第 1位に数えられるに至って出願の構

造も変わった。昭和 34年の意匠法改正は，このような出願構造の変化に加え，外国意匠との抵触問題が

引き起こした意匠権尊重の気風の高まりを背景として行なわれたものである。 

 

第２節 主な登録意匠 

 

1 テレビ受像機 

昭和 20 年代の半ば頃より，家庭電化ブームが到来し，白黒テレビ受像機，電気冷蔵庫，電気洗濯機

が家庭における三種の神器と呼ばれて憧れの的となった。 

国産初期の真空管式の白黒テレビ受像機の型式には，テーブル設置式（テーブルタイプ）と床設置式

（コンソールタイプ）の二つがあり，その製造は昭和 26年頃から始まるが，当時，例えば昭和 27 年に

売り出されたコンソールタイプの白黒テレビ受像機は 29万円と大変高価なため，購入する人は限られて

いた。しかし，昭和 28 年（1953）2 月 1 日からＮＨＫが本放送を開始し，同年 8 月 28 日には民放テレ

ビ局によってテレビ放映が開始されると，テレビ受像機の需要は急速に高まり，低価格化が進むにつれ

一般家庭に普及した。そして，昭和 32 年（1957）には米国に次ぐ世界第 2位のテレビ保有国となり，昭

和 34 年には皇太子御成婚で更にブームに火がつき，昭和 35 年には普及率は約 45％にまで達した。昭和

34 年（1959）に真空管式に代わってトランジスタ式の白黒テレビ受像機が現われ，昭和 35 年にカラー

本放送が開始されてカラーテレビ受像機が本格的に製造されるようになってから，テレビ受像機はポー

タブルタイプ，高級家具調タイプ，ラジオ受信機やテープレコーダなどの他の製品機能を結合した複合

化タイプなど，さらに多様な展開をみせた。 

 

意匠登録第 101714 号（昭和 27 年）テレビ

受像機 

国産初期のテーブルタイプの白黒テレビ

受像機。意匠登録第 110212 号，意匠登録第

115323 号，意匠登録第 115987 号は異なる

メーカーのものであるが，中央部のブラウ

ン管と下部の調整操作つまみによるキャビ

ネット構成は似ている。テーブルタイプの

白黒テレビ受像機は，選局機構がロータリ

ースイッチ式で，操作部，スピーカー部が

上部あるいは下部にある，このタイプの出

願がほとんどを占める。その後ブラウン管

の左右両翼にスピーカーを取り付けたタイ

プ，脚を取り付けたタイプが出現する。 

 

 

 

意匠登録第 110212 号（昭和 29 年）テレビ

受像機 
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意匠登録第 115323 号（昭和 30 年）テレビ

受像機 

 

意匠登録第 115987 号（昭和 30 年）テレビ

受像機 

 

意匠登録第 103357 号（昭和 28 年）テレビ

受像機 

ブラウン管の左右両翼にスピーカーを取

り付けたテーブルタイプの白黒テレビ受像

機。意匠登録第 145142 号も同タイプのもの

である。 

 
 

意匠豊録第 145142 号（昭和 33 年）テレビ

受像機 

 

意匠登録第 130707 号（昭和 32 年）テレビ

受像機 

脚を取り付けたタイプの白黒テレビ受像

機。意匠登録第 151146 号も同タイプのもの

である。 

 
 

意匠登録第 151146 号（昭和 34 年）テレビ

受像機 

 

 

意匠登録第 101971 号（昭和 28 年）テレビ

受像機 

国産初期のコンソールタイプの白黒テレ

ビ受像機。メーカーはそれぞれ異なるが，

意匠登録第 102037 号，意匠登録第 116081

号も同タイプのものである。 

 

意匠登録第 102037 号（昭和 28 年）テレビ

受像機 

 

 

意匠登録第 116081 号（昭和 30 年）テレビ

受像機 

 

 

 

 

テレビ受像機の出願件数の推移 

 

 

－159－



－159－ 

2 電気冷蔵庫 

電気冷蔵庫は，昭和 5年（1930）芝浦製作所によってコンプレッサを上部に設置したモータートップ

型の国産電気冷蔵庫（当時は電気冷蔵器と呼ばれた）の試作第 1号機が完成しているが，一般家庭向け

の電気冷蔵庫の本格的な製造販売は，昭和 20年代の後半になって始まった。 

初期の電気冷蔵庫も，テレビ受像機，電気洗濯機と同様にたいへん高価なものであった。昭和 28 年

に製造されたある機種は 12 万円で売り出されており，高額なために余り普及しなかったが，量産による

低価格化と，機能，デザインの向上によって徐々に普及し，昭和 35 年にはその普及率は約 10％に達し

た。一般家庭用の電気冷蔵庫は，氷冷蔵庫のように氷を用意するといった手間が掛からず，屋内電源に

接続するだけで，生鮮食料品を長期間収納保存でき，電気料も安価で済む簡便なものとして，家庭での

食生活の向上に大きく貢献した。 

電気冷蔵庫の型式としては，今日では冷凍室付きの複数ドアタイプが主流であるが，初期には 1ドア

タイプがほとんどを占め，冷凍室が冷蔵室から完全に独立した家庭用 2ドアタイプの電気冷蔵庫が出現

するのは昭和 30 年代半ばになってからである。フリーザー機能が付加されて，アイスクリームや冷凍食

品の保存が可能になると，新種の冷凍食品が次々と開発され，食生活はますます快適で豊かなものにな

った。各家庭に冷凍室付き電気冷蔵庫が普及するのと並行して，流通，小売りの段階でも大型の業務用

冷凍冷蔵ショーケースが配備され，食料品の流通形態，小売形態も大きく変わった。さらに食生活スタ

イルが変わって大容量化が進むと左右両開きの 2ドアタイプのものや，扉の開閉による庫内温度の変化

を最小に抑えるため，あるいは食品を最適に保存するために，野菜室やチルドルームといった室を独立

させた複数ドアタイプのものが現われた。 

 

1 ドア型冷蔵庫の出願件数の推移 

 

 

 
意匠登録第 103059 号（昭和 28 年）冷蔵庫 

登録の同年に発売された初期の 1 ドアタ

イプの電気冷蔵庫。角に丸みを帯びている

のが外観上の特徴の一つであるか，外国の

デザインの影響も残っている。意匠登録第

135998 号，意匠登録第 158492 号類似第 1

号も同様の特徴がある。 

 

 

意匠登録第 135998 号（昭和 33 年）冷蔵庫

 

 

 

 

意匠登録第 158492 号類似第 1 号（昭和 35

年）電気冷蔵庫 
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意匠登録第 200289 （昭和 35 年）電気冷

蔵庫 

キュービックタイプ（角形）と呼ばれた

1 ドア電気冷蔵庫。意匠登録第 222199 号，

意匠登録第 224215 号も同タイプのもので

ある。 

 

意匠登録第 226247 号（昭和 38 年）冷蔵庫

 

 

意匠登録第 224215 号（昭和 38 年）電気冷

蔵庫 

 

 

意匠登録第 205483 号（昭和 36 年）冷蔵庫 

操作部付きトップテーブルを設けた 1 ド

ア電気冷蔵庫。このタイプでは，操作部や

トップテーブルもデザインポイントとな

る。意匠登録 226247 号類似第 1号，意匠登

録第157355号類似第1号も同タイプのもの

である。 

 

意匠登録第 222199 号類似第 2 号（昭和 38

年）電気冷蔵庫 

 

 

 

意匠登録第 157355 号類似第 1 号（昭和 41

年）冷蔵庫 

 

 

 
意匠登録第 242906 号類似第 2 号（昭和 40

年）冷蔵庫 

天板前面に操作部を設けた 1 ドア電気冷

蔵庫。 

 

意匠登録第 157358 号（昭和 35 年）冷蔵庫

冷凍室付きの 2 ドア電気冷蔵庫。意匠登

録第205516号類似第4号も同タイプのもの

である。  

 

意匠登録第 205516 号類似第 4 号（昭和 39

年）冷蔵庫 

 

 
 

意匠登録第 207063 号（昭和 36 年）冷蔵庫 

操作部を冷凍室と冷蔵室の間に設けた 2

ドア電気冷蔵庫。ハンドルは無く，操作部

左側にあるボタンを押して扉を開ける。 

 

 

意匠登録第 253791 号（昭和 40 年）冷蔵庫

冷凍室を下段に設けた 2 ドア電気冷蔵

庫。意匠登録第 275234 号のものは背面に熱

交換機が無く，ビルトインタイプとなって

いる。 

 

意匠登録第 275234 号（昭和 42 年）冷蔵庫
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3 電気洗濯機 

電気洗濯機も，昭和 5年（1930）に国産第 1号機が誕生し，第二次世界大戦後にも進駐軍の家族向け

に製造されたものはあったが，一般家庭用として本格的に製造されるのは昭和 20年代の半ばからである。 

初期の電気洗濯機もやはり高価なものであって，昭和 26年に製造されたある機種は 53,000 円で売り

出されており，一般の人々には手が届かなかったが，低価格化と性能や使い勝手の向上によって次第に

普及し，昭和 35 年にはその普及率は約 35％に達した。主婦の家事労働を軽減させた貢献度は，家電製

品の中でも電気洗濯機が最も大きく，このことが大きな需要を支えたのである。 

電気洗濯機の形式には，洗濯槽だけの一槽式，洗濯槽と脱水槽からなる二槽式，洗濯・すすぎ・脱水

を一槽で行う形式のものがあり，初期のものは一槽式である。初期の一槽式の洗濯水流は，攪はん機が

タンクの中央で左右交互に往復することによって水流を起こす攪はん式であるが，昭和 28 年に，タンク

の側面に取り付けたパルセーターを回転させることによって水流を起こす噴流式のものが英国から輸入

されると，各社ともこの噴流式の製造に入った。昭和 32 年頃になるとうず巻き式水流のものが現われた。

うず巻式は，パルセーターをタンクの底に取り付けるので水も少なくてすみ，少量洗いができる利点が

あるため，次第に噴流式に代わって主流となった。昭和 35 年頃から洗濯槽と遠心脱水による脱水槽から

なる二槽式が現われ，一槽式では全自動タイプのものが現われた。その後，全自動洗濯機が普及し，乾

燥機を取り付けてホームランドリーシステムを完結させたタイプが現われて普及するが，二槽式脱水機

付き洗濯機には根強い需要があった。 

この間，プラスチックによる本体一体成型化がなされ，また，操作パネルの操作性，見やすさという

人間工学的見地や安全性の見地等からも種々の改良が積み重ねられてきた。 

 

一槽型及び二槽型電気洗濯機の出願件数の推移 

 

 

意匠登録第 101029 号（昭和 27 年）電気洗

濯機 

円筒に脚が付いた外観の攪はん式一槽式

電気洗濯機。 

 

 

意匠登録第 103078 号（昭和 28 年）電気洗

濯機 

絞り機が付いた攪はん式一槽式電気洗置

機。 

 

 

意匠登録第 98000 号（昭和 26 年）電気洗濯

機 

英国フーバー社製の角形噴流式一槽式電

気洗濯機。 
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意匠登録第 106688 号類似第 1 号（昭和 29

年）電気洗濯機 

上部に絞り機を付けた噴流式一槽式電気

洗濯機。これもフーバー社製のものである。 

 

意匠登録第 142844 号（昭和 33 年）電気洗

濯機 

操作パネルを上部後方に設けて，見やす

く，操作しやすくしたうず巻式一槽式電気

洸濯機。 

 

 

意匠登録第 143579 号（昭和 33 年）電気洗

濯機 

操作パネルを上部後方に設け，絞り機を

本体に内蔵したキュービックタイプと称さ

れる一槽式電気洗濯機。 

 

 
意匠登録第 171443 号（昭和 36 年）電気洗

濯機 

初期の二槽式脱水機付き電気洗濯機。 

 

 

 

意匠登録第 171733 号（昭和 36 年）電気洗

濯機 

初期の二槽式脱水機付き電気洗濯機。 

 

 

 

意匠登録第 204572 号（昭和 36 年）電気洗

濯機 

初期の二槽式脱水機付き電気洗濯機。 
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4 電気炊飯器 

家庭電化ブームにのって，電気冷蔵庫，電気洗濯機という欧米にもともとあった家電に対し，電気炊

飯器という日本独特の家電がこの時期に普及する。 

米飯を主食とする我が国において炊飯器は重要な調理器具であるが，家庭電化ブームが台所に及ぶま

では，薪炭を燃料とする土かまどに，木製の分厚い蓋を用い，胴の部分にツバ（羽）のついた羽釜が炊

飯と保温に優れた炊飯器として一般に使用されていた。羽釜は，薪炭を燃やして熱源とする土かまどに

は最適であるが，ガス，電気を熱源とする場合，そのままではおいしい御飯を炊くことができない。 

電熱を利用する炊飯器は既に昭和初年に発売され，電気炊飯器，あるいは電気万能カマドなどと呼ば

れたが一般家庭に普及するまでには至らなかった。実用性においても価格においても一般家庭の台所に

定着するようになるのは昭和 30 年（1955）以降のことである。 

電気炊飯器は，米に適量の水を加え，スイッチを入れるだけで，誰でもおいしい御飯が上手に炊け，

また，1日3度の炊事の負担が軽減されて著しい合理化につながる便利さから爆発的な需要を喚起した。 

外観は，タイマーその他幾つかの付属機能が加わった操作部分が形成されたことや，保温機能を備え

た電気（電子）炊飯ジャーの出現によって変わってきた。例えば基本形状についてみると，胴部両手付

きから下げ手付きとなり，近年のものはほとんどが蓋部下げ手付きとなっている。部分的にも，釜外周

部にプラスチックが用いられるようになって，花柄などの模様が付けられるようにもなった。 

 

意匠登録第 121606 号（昭和 31 年）電気炊

飯器 

昭和 30 年に東京芝浦電気株式会社から

発売された実用化第 1号の電気炊飯器。 

 

意匠登録第 203769 号（昭和 36 年）電気炊

飯器 

胴部下げ手付きの電気炊飯器。 

 

 

意匠登録第 138997 号（昭和 33 年）電気炊

飯器 

 

意匠登録第 142498 号（昭和 33 年）電気炊

飯器 

 

 

意匠登録第 140959 号（昭和 33 年）電気炊

飯器 

 

意匠登録第 156088 号（昭和 34 年）電気炊

飯器 

 

意匠登録第 167317 号（昭和 35 年）電気釜
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5 トランジスタラジオ受信機 

昭和 30 年（1955）に世界最初のトランジスタ式のラジオ受信機が発売されたのを契機に，ラジオ受

信機は飛躍的に発展する。 

トランジスタ式が出現する以前の真空管式ラジオ受信機は，設置型の「ホームラジオ」が主流であり，

そのデザインもプラスチックキャビネットを用いたモダンなものや，木製キャビネットを用いた工芸的

なものがあって家電製品の中では際立っていた。一方小型軽量化も追求され，ミニチュア管を用いた「ポ

ータブルラジオ」も開発されていた。 

昭和 30 年に東京通信工業株式会社が発売した国産初のトランジスタ式ラジオ受信機は，大きさ幅 140

×高さ 89×奥行き 39ｍｍ，重さ 560ｇという小型軽量のものであったので世界的注目の的となった。キ

ャビネットの仕様も，ダイヤルはアクリル樹脂，スピーカーグリルは金色アルマイト加工のパンチング

メタルを使用したものであり，近代感覚が漂うものであった。 

小型軽量化はさらに進み，意匠登録第 124285 号，次いで第 144811 号のトランジスタラジオ受信機が

発売された。これらの登場に刺激された家電メーカー各社は，次々とトランジスタ式ラジオ受信機の製

造に着手し，全世界に向けて輸出を拡大し，日本製トランジスタラジオの名声を不動のものとした。そ

の結果，昭和 30 年代半ばには，意匠登録第 144811 号トランジスタラジオ受信機の模造品がイタリアで

製造されるなど，日本製品が模倣を受ける事態が起きた。 

生産と輸出の伸長に伴って意匠登録出願も増加し，通信機械器具及び音声周波機械器具の分野の意匠

登録出願の大半が，輸出向けの「ポータブルタイプのトランジスタ式ラジオ受信機」で占められた一時

期があった。 

その後においても，技術，デザインの開発改良が進み，ステレオ放送やＦＭ放送の需要に応えて性能

も向上する一方，複合化やパーソナル化の流れに沿って多様な展開がなされた。 

 

ラジオ受像機の出願件数の推移 
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意匠登録第 124285 号（昭和 32 年）ラジオ

受信機 

昭和 32 年に発売された世界最初のポケ

ットサイズのトランジスタ式ラジオ受信

機。 

 

 

 

意匠登録第 144811 号（昭和 33 年）ラジオ受

信機 

 トランジスタラジオ受信機が大躍進をと

げるきっかけとなり，Ｇマーク制度が創設さ

れて最初にグッドデサインに選定された，昭

和 33 年発売のポケットサイズのトランジス

タ式ラジオ受信機。 

 

 

意匠登録第 141974 号（昭和 33 年）ラジオ

受信機 

 

 

 

意匠登録第 148643 号（昭和 34 年）ラジオ

受信機 

 

 

意匠登録第 153149 号（昭和 34 年）ラジオ受

信機 

 

 

意匠登録第 153601 号（昭和 34 年）ポータ

ブルラジオ 
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6 35 ミリ一眼レフカメラ 

日本のカメラ産業が世界の市場で注目されるようになったのは昭和 25 年（1950）に勃発した朝鮮戦

争以後のことであるが，とりわけ 3一眼レフカメラは，ドイツ製をしのぎ世界の最高水準になった。 

当時は，ローライフレックスタイプの二眼レフカメラとライカタイプの距離計連動式カメラが主流で

あり，35 ミリ一眼レフカメラが日本で最初に発売され意匠登録されるのは昭和 27 年に入ってからのこ

とである。 

35 ミリ一眼レフカメラは，撮影画面と同じ像をファインダーで見ることができるため，自在にレンズ

を交換できるという利点を備えているので，その後大きく発展するが，初期のものは，ピントグラスの

像を上から覗く胸高（ウエストレベル）ファインダーのため，像が左右逆像に現われて被写体を追いに

くく，また，シャッターを切ったときに上昇した反射ミラーがすぐに復元せず，ファインダー像が消失

したままになるなど，機構が未発達で使い勝手が悪く，デザイン的にも趣味製品としてのスマートさに

欠けていた。 

その後，上下，左右とも完全な正立正像が見られるペンタプリズム（5 角形尾根型プリズム）やクイ

ックリターンミラー機構，ＴＴＬ（Throgh The Lens）測光機構などが開発されるとともに，形状や配色，

テクスチャーなどからなる外観イメージが研究され，持ちやすさ，操作のしやすさなどの人間工学的な

見地からの工夫がされたことによって，一眼レフカメラ独特のスタイルができ上がった。 

交換レンズやアクセサリーの充実とあいまって，35 ミリ一眼レフカメラとしてのシステムが完成され

ていく一方で，電子技術，フィルム技術などの発達により，小型軽量で，操作が簡易なカメラが登場す

ることになる。 

 

意匠登録第 99791 号（昭和 27 年）写真機 

意匠権者松本三郎（旭光学株式会社）に

よって最初に製造された一眼レフカメラ。 

 

意匠登録第 129808 号（昭和 32 年）写真機

意匠登録第 99791 号の改良型の一眼レフ

カメラ。一眼カメラ時代の出発点となった

機種とされる。 

 

意匠登録第 145387 号（昭和 33 年）写真機

撮影レンズにアクロマチックコーティン

グ（2 層膜）を施したこと，当時自動絞り

といった，フィルムを巻き上げると絞りが

開放になるセミ自動絞りを採用したことで

知られる。 

 

 
意匠登録第 171548 号（昭和 36 年）写真機 

レンズシャッター式一眼レフカメラ。コ

ンパクトな形状に作られている。 

 

 

意匠登録第 266775 号（昭和 42 年）一眼レ

フレックスカメラ 

レンズシャッター式シャッター優先ＥＥ

一眼レフカメラ。セレン露出計の受光窓が

レンズ上方に設けられている。ファインタ

ーはペンタプリズム式であるが，尖ったイ

メージを外観に出さず，ソフトでモダンな

デザインに仕上げている。 
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第３節 その他の登録意匠 

 

意匠登録第 89074 号（昭和 22 年）電気調理

器 

 

 
 

意匠登録第 95586 号（昭和 26 年）電話ボ

ックス 

 

 
 

意匠登録第 98831 号（昭和 27 年）電動浄床

機 

 
 

意匠登録第 91896 号（昭和 24 年）果汁製造

機 

 

 
 

意匠登録第 96697 号（昭和 26 年）螢光燈

用スタンド 

 

 
 

意匠登録第 104230 号（昭和 28 年）ベンチ 

 
 

意匠登録第 90689 号（昭和 24 年）印刷機 

 
 

意匠登録第 110114 号（昭和 29 年）手編機 

 

 

意匠登録第 100535 号（昭和 26 年）録音機 

 

 
 

意匠登録第101476号 昭和26年タイムレ

コーダー 

 

意匠登録第 110926 号（昭和 29 年）パチンコ

遊戯用球販売機 

 

 
 

 

 

－168－



－168－ 

意匠登録第 109887 号（昭和 29 年）電気ギ

ター 

 
 

意匠登録第 114376 号（昭和 30 年）浴槽（風

呂釜付） 

 
 

意匠登録第 112000 号（昭和 30 年）飛行機 

 

意匠登録第 124007 号（昭和 31 年）コンベア 

 

 
 

意匠登録第 131034 号（昭和 32 年）電気計

算機 

 

 
 

意匠登録第 140471 号（昭和 33 年）鉛筆削

機 

 

 
   

意匠登録第 200923 号（昭和 35 年）電子オル

ガン 

 
 

 

意匠登録第 151134 号（昭和 34 年）乾燥機 

 

 
 

意匠登録第 166929 号（昭和 35 年）コンク

リートブロック 

 
 

意匠登録第 141571 号（昭和 33 年）自動演奏

蓄音器 
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第４節 外国人デザイナーの手によるデザイン 

 

昭和 20 年代には，外国で売れている製品デザインや，バイヤーの指示する製品デザインをそっくり

そのまま製品輸出し，仕向け地でトラブルを起こす意匠盗用問題がたびたび発生するなど，デザインに

対する認識の乏しさが露呈した。 

そこで，輸出に活路を見出したい当時において，デザイン，とりわけ工業デザインの向上が急務とさ

れ，そのためあらゆる方策が採られたが，中でも大きな直接的効果を上げたのが，いろいろな機関，団

体による外国人デザイナーの招請であった。 

外国人デザイナーを招請しておかれた目標は，外国人デザイナーが実際に製品デザインの創作を手が

けることや，デザイン開発の実地指導を行うことによって，デザインの重要性を啓発普及し，日本の若

手デザイナーを育成し，第二次世界大戦後日本へ流れ込んできた，米国を中心とする外国の文化生活，

科学技術，デザインを摂取した上で，日本的な新たな製品デザインを創造することであった。 

日本に招かれたデザイナーには，後に，日本的な提灯型の照明器具のデザインをして脚光を浴びるイ

サム・ノグチ，「口紅から機関車まで」（藤山愛一郎訳）の著者であり，日本専売公社（現・日本たばこ

産業株式会社）のタバコ「ピース」の外箱デザインでも有名なレイモンド・ローイ，建築デザイン界に

機能主義の影響を与えたル・コルビジェ，昭和 10 年代から工芸指導所で指導をし，フランス風モダンデ

ザインを紹介した，女性のインテリアデザイナーで，ル・コルビジェの協力者でもあるシャルロット・

ペリアン，日本の中小企業，地方産業のデザイン開発計画の先駆をなすラッセル・ライト計画の中心を

担ったラッセル・ライト，主に電気メーカーのデザイン指導に当たった，女性デザイナーのフレダ・ダ

イヤモンドらがいた。 

 

 

意匠登録第 100537 号（昭和 27 年）紙箱 

 昭和 28 年（1953）4 月に発売されたタバコ「ピース」のレイモンド・ローイ作の外箱。藍地に金と白の模様が浮き出る美しさは，タ

バコ外箱テザインの傑作ともいわれ，永年親しまれてきている。このデザイン料は当時としては破格の 150 万円であった。 

展開図                           組立斜視図 
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第５節 グッドデザイン選定の開始・デザインを護る展示会 

 

昭和 32 年 3 月，特許庁の付属機関である意匠奨励審議会にグッドデザイン専門分化会が設けられ，

グッドデザインを選定するという事業が開始された。 

その目的は，経済の発展に伴って商品生産が活発となり，産業にとってデザインが重要な役割を果た

すようになったが，外国製品の模倣・盗用も相変わらず行なわれており，また，よいデザインとは何か

ということについて，まだ共通した認識がない状態の中で，通商産業省の指導のもとで，デザインを守

り，育てようとするものであった。 

当時，通商産業省には，産業デザインに関連する部局として，通商局（貿易問題），中小企業庁（中

小企業問題），特許庁（意匠法），工業技術院（技術的助成など）があったが，デザイン行政の中心は必

ずしも明確ではなかった。しかし，特許庁には意匠奨励審議会があったため，これを積極的に活用して

グッドデザイン専門分科会を設け，デザインに関する総合的な官民討議の場としたのである。専門分科

会は会長坂倉準三ほか 43 名のデザイナー，建築家，評論家，学者及び機械，化学，繊維などの専門技術

者によって組織された。また幹事会は通商産業省の関係部局によって構成された。 

専門分科会ではグッドデザインの選定基準を次のように定めた。 

（1）機能と形態の融合とその独創性 

（2）多量生産性 

（3）材料の性質に応じた適切有効な使用 

（4）科学技術性 

（5）経済性 

（6）人間性 

かなり抽象的な表現もあるが，ねらいは近代科学技術を駆使した，機能的で独創的なデザインを選定

することであった。 

第 1 回のグッドデザインの選定は，前後 8 回にわたる専門分化会の審議を経て，昭和 32 年度分とし

て計 47 点を選定した。主な内訳は，カメラ 2点，ミシン 4点，ガラス器具 15 点，陶磁器 8点，漆器 12

点，その他精米機などであった。 

こうしてグッドデザインに選定された商品は，グッドデザイン証紙を貼付して販売することができる

ことになり，その実務は日本商工会議所が行った。 

昭和 33 年 5 月 20 日，意匠奨励審議会は通商産業本省の付属機関となった。その後昭和 36 年には，

審査業務はグッドデザイン専門分科会から，デザイン課が委嘱する審査会に移った。 

昭和 38 年には，日本商工会議所を中心として日本繊維意匠センター，日本陶磁器意匠センター，日

本機械デザインセンター，日本輸出雑貨センターの 4者が業務協力する体制になった。 

さらに昭和 49 年には，日本産業デザイン振興会が通商産業省からＧマーク商品選定事業の業務依託

を受けた。 

Ｇマーク制度制定の初期は，関係団体などに申請のとりまとめを依頼するなど，制度の普及・活用の

ための苦労が続いたが，選定数も 2けたを推移する程度であった。昭和 38 年から一般公募を行うように

なり，選定数も 3けたに増えた。 

また，昭和 59 年度からは海外企業からの申請をやりやすくするための制度改正を行ったほか，部門

も増やした。 
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平成元年のＧマーク商品の選定基準は次のとおりである。 

（1）外観 

形状，色彩，模様等外観を構成する要素が総合的に美しく構成され，かつ独創性のあること。 

（2）機能 

商品の使用目的の達成に適切な機能性，使用上の便利性，維持及び管理の容易性を十分具備している

こと。 

（3）品質 

適切な材料を有効に使用し，当該商品に通常要求される品質水準を十分に満たしていること。 

（4）安全性 

安全性について十分に考慮されていること。 

（5）その他 

量産に適し，合理的価格であること。 

昭和 33 年 6 月 17 日から 22 日まで東京日本橋白木屋で開かれた「デザインを護る展示会」は，通商

産業省，特許庁が主催したもので，デザインの模倣・盗用に対する業界の反省を促し，意匠保護の尊重

を一般に訴える画期的な試みであった。 

この展示会の直接の動機は，同時に開かれた「フィンランド・デンマーク展」に際して協力方を両国

大使館に申し入れたところ，デザイン盗用に対する何らかの規制措置を講じるのでなければ後援できな

いと回答されたところにあったが，かねてからのデザイン盗用に対する世間へのアピールという課題と

あわせて展示会に踏み切ったものである。 

会場には約 70 点のオリジナルと模倣品が展示された。その主なものはドイツのＢＭＷ社のものとそ

っくりのオートバイ，米国のベル・ハウエル社のものとそっくりの映写機，オランダのフィリップ社の

ものとそっくりの電気かみそり，その他ランプシェード，さるのおもちゃ，ナイフ，フォーク，スプー

ンなどであり，会場には外国の記者も訪れ大変な話題となった。 

ライフの東京出張所長は「自分は日本に派遣されて 4年になるがＭＩＴＩ（通商産業省）の勇気ある

仕事を初めてみた。デザインの盗用に関して国際感情は必ずしもよくないが，ＭＩＴＩがいよいよその

防止に強い政策をとることに踏み切ったことは，国際感情を大いに柔らげるであろう」とのべている。 

この展示会の展示品の選出に当たっては，日本繊維意匠センターなどの協力を得たが，展示品中の模

倣品については，メーカー名を削るなどの配慮をした。 

 

グッドデザイン証紙 

 
『昭和 58 年度Ｇマーク商品集』 

（日本産業デザイン振興会,1984 年）から 

「デザインを護る展示会」展示品の例 

 
高田忠『デザイン盗用』（日本発明新聞社,1957 年）から 
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