あの日、未来は明るかった―。
慌ただしくもほっこりと、
現代人の郷愁を誘う
“ 昭和 30 年代のマスカルチャー ”

コマソンの女王 楠トシエ

の他、多数のドラマや映画にも出演。アメ

The queen of commercial songs

リカのドラマ『うちのママは世界一』など
の主題歌や、歌手でもあるドリス・デイの

かつてテレビの CM は、
「おトイレタイム」

映画や『猿の惑星』
（1967）の吹き替えも

なんて呼ばれて邪魔者扱いされてた時期が

担当した。当時、楠の姿を見ない、声を聞

長く、スポンサーの悩みの種だった。それ

かない日は無いと言っていいぐらいの八面

でも人々の記憶に残る CM も生まれ、いわ

六ろっ臂ぴの大活躍だった。

『楠トシエ大全』キングレコード

ゆる「コマソン（コマーシャルソング）
」が

映画
『ALWAYS 三丁目の夕日』
（2007）

威力を発揮した。近年ではアート引越セン

でも彼女のケロリンの CM が流れている。

た CD
『楠トシエ大全』
も発売された。フルー

ターがこれで急成長したのが好例だ。テン

母親ぐらいの年齢だったが、パッチリ目の

ツドロップを散りばめたようなジャケット

ポのいい曲に社名や商品名を乗せたコマソ

愛らしい容貌で、ほんのり色っぽい。ちょっ

も、レコード時代の物に楠自身がアレンジ

ンは、いつの時代にも極めて有効な公告手

とかすれたハスキーボイスに最大の特徴が

を加えたもので、たちどころに当時へと誘っ

段といえるだろう。

あり、江戸っ子らしい（神田生まれだ）気

てくれる。

その力を世に知らしめたのは、元祖とい

風の良さと親しみやすい庶民的な個性は、

CM 好感度ランキングなんてものができ

われる三木鶏とり郎ろうであった。三木は

誰からも愛された。ぎりぎり二枚目半のと

て久しく、話題になった CM も数多い。全

ラジオ時代の昭和 20 年代からコマソンの

ころで止まって三枚目にならず、シリアス

般に随分洗練されたと思う反面、イメージ

作詞作曲を手がけ、テレビになってからも

な役も演じられる達者さには感心した。こ

ばかりが優先されて何の CM だかわからな

多くの傑作を世に出した。明るいナショナ

とさら自己を前面に出すわけでもないのに、

い物も少なくない。元気の出る CM、後世

ル、仁丹、三ツ輪石鹸、エノケンこと榎本

どんな役を演じても楠その人の明るく温か

に残る CM が果たしてどれだけあるだろう

健一のサンヨーカラーテレビ……。いずれ

な人柄を感じさせ、心地良く染み入ってき

か？ 今こそ必要なのは、楠のように日本

も、本編の番組をしのぐほどの CM だった。

た。テレビというメディアにはぴったりの

中を明るく照らす歌声ではないだろうか。

戦後の自由な雰囲気を体現した明るく健康

逸材だった。唄ったコマソンは千曲に上る

的なメロディは、上り坂の昭和 30 年代に

といわれる。僕たちは楠の唄を聞いて育ち、

電気釜の憂うつ

もよくマッチし、三木の門下の楠くすのき

近所の親しいおばさんのように、彼女がい

Electric rice-cooker

トシエが唄うと、いっそう輝きを増した。

つもそばにいるのが当たり前になっていた。

船橋ヘルスセンターの CM 曲なんか盆踊り

1970 年代に入っても、愛川欽也がロバ君

人でも物でも、第一印象が肝心だ。最初

にも使われ、イントロの 1、2 秒を聞くだ

をやってた『おはよう！こどもショー』や

の 2 秒が勝負とも言う。僕の場合、電気釜

けで気分が高揚して踊り出したくなってな

『ウルトラマンタロウ』に顔を見せた。後に

との初めての出会いはまことに印象の悪い

る。

なってみると、主役級の人より準主役や脇

ものだった。

楠は三木作品以外にも、ヴィックスドロッ

でよく出ていた人の方がずっと懐かしく感

祖父母と同居する我が家では、ご飯はずっ

プ、カッパ黄桜、ハウスバーモントカレー

じるものだ。現在で言えば、大杉漣あたり

と羽の付いた釜でガスを使って炊き、そう

などのコマソンも唄い、カッパ黄桜は近年

がこれに当たるだろう。楠の場合は昭和の

いう物だと思っていた。食事時間に合わせ

まで続くロングヒットとなった。同時期に

終わりごろの『四捨五入殺人事件』
（原作・

て炊き、誰かが遅くなる時は冬ならそのま

は天地総子やスリー・グレイセスといった

井上ひさし）や先般亡くなった田中好子の

まコタツに入れ、他の季節は魔法瓶と同じ

人気コマソンの歌い手も注目を浴びていた

『黒い雨』
（1989）のころでさえお久しぶ

原理の保温ジャーで保温した。コタツに長

が、楠は抜きん出ていた。NHK の専属タレ

りだったが、常に全盛期のまま、第一線と

時間置くと干からび気味になり、保温ジャー

ント第 1 号でもあり、歌手として紅白歌合

いう気がする。その後も出演を続けて、
『ト

だと水蒸気で逆に水っぽくなった。

戦にも 7 年間連続出場。長寿番組『みんな

イ・ストーリー 2』
（1999）の吹き替えも

のうた』の第 1 回放送（昭和 36 年）も『お

担当。高齢もあってさすがに出番は減った

昼の給食もパン。当時は「
『味の素』を食べ

お牧場はみどり』と楠の唄う『誰も知らない』

ものの、
やはり「現役」な感じは変わらない。

ると頭が良くなる」と何にでも掛ける人が

であった。NHK の人気公開番組『お笑い三

彼女の声を聞くだけで、心が和む。楠のレ

多かった一方、
「ご飯の食べ過ぎはバカにな

人組』や人形劇の『チロリン村とくるみの木』

コードは中古レコード店でも大人気だとい

る」という俗説も信じられ、名女優の太地

と『ひょっこりひょうたん島』のレギュラー

う。数年前には他のヒットコマソンも収め

喜和子（当時は志村妙子）も出演していた
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うちは朝食にご飯を食べる習慣は無く、

『ナショナル・キッド』のセリフにも出てき

僕が箸を止めたのを、母親は見逃さなかっ

た。栄養不足もあって高カロリーの洋食信

た。
「わかる？ それ電気釜で炊いたのよ」
。

仰が強く、給食のメニューも洋食を中心に

そのころは祖父母と別に食事を食べるこ

中華が次いで、ご飯を出す発想など無かっ

とが多くなり、電気釜は母親が買ったのだっ

たのだ。僕も洋食やパンは大好きだったが、

た。祖父母は相変わらず羽根付きで炊いて

やはり日本人だ。日に 1 度くらいはご飯を

いた。仙台出身の祖父母は米、味噌、漬物

食べないと何となく落ち着かず、羽根付き

には強いこだわりがあり、親戚の集まりな

の釜を見るとほっとした。

どで料理屋に行くと、料理ばかりか米の良

自動式電気釜 1 号機
写真：東芝科学館提供

釜で炊くご飯はどうしても底に焦げがで

し悪しや炊き方についてもあれこれ（時に

き、祖父は時々かき出してお茶を掛けたり

は文句を）言っていた。僕はそこまででは

して食べながら、
「まきで炊いた焦げは柔ら

なかったが、両親よりはご飯や食への関心

炊けるようになった。その分、値段も高い

かくてうまいんだがなあ」と遠くを見つめ

がずっと強い。電気釜のご飯は、評判通り

が……。

ながら言うことがあった。関東大震災や第

おいしくない。はっきり言ってまずい！僕

二次大戦をくぐり抜け、昭和 11 年に起こっ

は暗あん澹たんたる気分に襲われた。数年

平成の始めころにこれを求めて東京中を探

た 226 事件のことを「こないだ」と言う

前に洋式トイレになった時とは次元が違う。

し回るというバラエティ番組もあった。地

祖父を、この時ほど昔の人だと思ったこと

慣れで片付く問題ではない。

元の D デパートにはまだ当たり前に売って

はない。まき炊きは試しようもなかったが、

翌日の夕食のご飯は、また前々日までと

当然のことながら羽根付き釜は激減し、

いたが、それもいつの間にか消えてしまい、

同じ食感に戻っていた。
「今日のはおいしい

今では骨董品だ。ひいきにしている銀座の

の焦げはいくぶん柔らかな気がした。もっ

ね」
「そうよ、あんたが文句言うからガスで

『鳥ぎん』など、釜飯店ぐらいでしか見かけ

とも、その焦げも電気釜の急速な普及によっ

炊いたんだから」
「文句なんか言ってない

ない。別に炊いたご飯を羽根付き釜に入れ

て消滅しつつあった。

じゃない」
「言ったでしょう」
。思わず出た

たり、羽根付き釜で炊いてはいてもトッピ

＊

一言がやぶへびだった。気まずい雰囲気が

ングを変えただけの店も少なくない中で、

電気釜のルーツは戦前の陸軍にまでさか

流れ何気なくガス台の方に目をやると、白

ここは具材ごとにちゃんとガスで炊き分け

のぼり、民間の 1 号機が東芝から売り出さ

いキャセロールにご飯が入っているのが見

ている。もはや昔ほど電気釜のご飯との差

れたのは昭和 30 年（1955）
。内釜と外

えた。これで炊いたのだろう。羽根付き釜

を感じることはないが、底に付いた焦げを

釜の間に水を入れ、蒸す方式の物であった。

は、用済みとばかりにさっそくしまい込ん

できる限りすくって、ありがたく食してい

意外にも東芝社内では反対や懐疑的な意見

だようだ。勇気を出して明日からは電気釜

る。

が大勢を占め、
「寝てるあいだに飯を炊くよ

のでいいと言った気もするが、それからし

うな女と結婚したいか！」と今ならセクハ

ばらくのことは珍しくまったく覚えていな

ラにもなりかねない声まで出たという。米

い。いかに僕にとって大事件だったかとい

穀通帳がなければ米が買えず、ようやく白

うことだ。

キャンプに行った折、飯ごうで炊いたご飯

著者：千蒙豹一郎
作家・評論家。日本刑法学会、ベット法学会会員。
著書に『法律社会の歩き方』
（丸善）
『スクリーンを横切っ
た猫たち』
（ワイズ出版）の他、
『東京新聞』
、
『猫生活』
（緑
書房）
『ミステリマガジン』
（早川書房）をはじめ連載多数。
独特な題材と切り口で、草創期からの海外ドラマの研究に
も力を入れている。

米が貴重品ではなくなってきたころだ。日

しばらく僕はご飯の話題を忌避してガス

本人の食の根幹にかかわるだけに、スイッ

台の方も見ないようにし、母親も何で炊い

チ一つでご飯を炊くことを手抜きととらえ

たかについては触れなかった。そのうち、

る意識は根強く、受け手の側にも抵抗感が

僕が慣れたのか、あるいは電気釜が進歩し

あったようだ。ここが、冷蔵庫や掃除機

たのか？ 気が付いた時には電気釜から自

との大きな違いだろう。しかし、弁当を作

分でご飯をよそい、祖父母の所も電気釜に

DaVinci Resolve Studio で作成し

る家庭も多く、遠距離通勤や共働きの増加

なっていた。時代の流れには逆らい難い。

れたフィルムを使用しているかのよ

という社会構造の変化も電気釜を時代の寵

人は何とか順応できる、あるいはしなけれ

ちょう児じに押し上げていった。他社から

ばならないものなのだろう。

直火炊き方式（これだとわずかに焦げがで
きた）の物やタイマー付きなどが発売され、

「アクションの多くは、
『赤い部

ける。
「この 屋とガル・ガドットの

一方、ロシアの刑務所はこの真反

で、冷たいカラーパレットを使用

が、作品全体を通じて強調されて

フェルデラー氏は、初期のカメラ

や、自然なスキントーンの実現に役

「私たちは事前に Resolve でル

ています。この方法だと、マーカス

LUT を使用する代わりに、単一の

を設定できます。
」ヴォルパット氏

のは露出計と照明だけで、モニター
せん。

これは、かつての映画監督たちが

つまり、特定のフィルムに してあ

ムで 分たちが求めるルックを得る

最終的なグレーディングでは、私

ディテールを 整したのですが、イ

定していたので、最終的なグレーデ

そのころ、叔父がアメリカに留学した時

す必 はありませんでした。
」

コロナ禍で撮影スタイルの変更を

レーディングなどあらゆる作業にお

「主 な出演 全員で一つの現場で撮

は、持参した電気釜を税関が不信がってい

どんどんバリエーションも豊富になって、

ろいろと聞かれたそうだが（スパイ物が大

羽根付きやガス釜を駆逐していった。

流行していたから、何かの秘密兵器とでも

他方、炊くのが精一杯で火力調整など思

勘ぐられたのだろう）
、その後は米を食べる

いも寄らなかった当時の電気釜には、
「おい

国を中心に輸出もされて、今や世界中に行

しくない」との評判も付きまとった。うち

き渡っている。技術的進歩もめざましく、

に入ったのは昭和 40 年（1965）ごろだっ

保温機能も付いて次第に時間も風味も長く

たと思う。ある日、夕食に出されたご飯の

保てるようになり、マイコン制御になって

味が前日までとまったく違う。
「あれっ？」

からはプロ顔負けのご飯が誰にでも簡単に

に移るという方法ではなく、別々の

た。
」ヴォルパット氏は続ける。
「ロ
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すが、コロナ禍になってからは様々

影しました。そして他のシーンや
いったんです。
」

この方法で撮影を行なった結果、

多くの VFX が必 となった。
「時に

からエキストラだけを撮影し、それ

エフェクトを合成する必 がありま

アプローチは、スケジュールにも影

俳優一人だけで撮影することもあり

ドットのショットをすべて撮影して

のショットを撮影し、後からこれら

