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取り上げた。(2)(3) のように、ドールハウスからもたらされるもの及び読み解

□吉野君子「マイクロインテリア : ドールハウスの世界」
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けるものについての研究はされているものの、ドールハウスそのものについて

ドールハウスの歴史、素材についての紹介。おもに王妃のドールハウスな
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18 世紀から 19 世紀にかけてのイギリス

本論で研究対象とする 18 世紀から 19 世紀にかけてのイギリスのドールハウス

精神病理学を解明し、セラピー治療の介入の方法を探る。

の背景となる 18 世紀から 19 世紀にかけてのイギリスの社会的、経済的、政治
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(3) ドールハウスから文化、歴史を読み解くもの
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そこに見られる漆のティーテーブル・陶磁器・屏風などから、当時のオラ

デルにもなったで

ンダにおける東洋趣味を理解する上で重要な資料となることを示す。

あろう当時のイギ

▽ Amelie Hastie, History in Miniature Colleen Moore’s Dollhouse and

リスの邸宅は、イ

Historical Recollection, 2001 46p.

ギリス文化の中心

無音映画のスター Colleen Moore がつくらせて保存・活用していた豪華な

部分の一端を担っ

ドールハウスは、その時代その場所が閉じ込められたものであるので、映

ており、イギリス

画と同じような体験をもたらすことを述べる。

のドールハウスと

ものを対象とする。
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に入るミニチュアやドールハウスの登場が不可欠であることを明らかにする。

1696 年 窓税開始

パラディアニズム

クリスチャン・ノベルグ = シュルツ ( 加藤邦男訳 )『図説世界建築史 11 バロック建築』( 本の友社 , 2001)

1700 年 上げ下げ窓の利用

藤井恵介編『建築の歴史・様式・社会』( 中央公論美術出版 , 2018)

も時代が下るにつれて中流階級、そして庶民にも楽しまれる趣味になっていっ

第8章

近代科学の応用

石井美樹子『イギリスの王室』( 河出書房新社 , 2007)
＜建築に関するもの＞

折衷主義

田中亮二『英国貴族の暮らし』( 河出書房新社 , 2009)

岩田託子 , 川端有子『英国レディの世界』( 河出書房新社 , 2011)

復興主義

点、3 点目は、家の知識がない家具職人などもつくっていた可能性がある点で

パッラーディオ建築様式

田中亮三『英国貴族の城館 カントリー・ハウスのすべて』( 河出書房新社 , 2008)

古典オーダーの利用

吉村典子 , 川端有子 , 村上リコ『ヴィクトリア時代の室内装飾』(LIXIL 出版 , 2013)

が小さく軽いため、小屋組などが省かれた簡素で素朴な構造でつくられている

第7章

新古典主義

ブリティッシュ・ライブラリー編『イギリスのヴィンテージ広告』( グラフィック社 , 2016)
ジョン・セイモア ( 小泉和子 , 生活史研究所訳 )『イギリスの生活誌 道具と暮らし』( 原書房 , 1989)

第6章

小売店・製造会社の設立

A・ヴァラニャック , M・C ＝ヴァラニャック ( 蔵持不三也訳 )『ヨーロッパの庶民生活と伝承』( 白水社 , 1980)

職人のつくった美術工芸品としてのドールハウスの構造や材料についての分析

ある。

ピクチュアレスク

R.J. ミッチェル (M.D.R. リーズ , 松村赳訳 )『ロンドン庶民生活史』( みすず書房 , 1988)

18 世紀終わり

職人によるドールハウスの製作方法

18 世紀

第5章

節税のために窓が塞がれていき、住環境が悪化

りのドールハウスに仕上げやすかったと考えられることを明らかにする。

財政的な問題から装飾の厚さが薄くなる

佐久間康夫 , 中野葉子 , 太田雅考編『概説イギリス文化史』( ミネルヴァ書房 , 2002)

た仕上げになる

ハウスの依頼主は女性の場合が多く、自ら依頼する場合には自分の思ったとお

19 世紀はじめ

リチャード・B・シュウォーツ ( 玉井東助 , 江藤秀一訳 )『十八世紀ロンドンの日常生活』( 研究者出版 , 1990)

1796 年 天然セメントの特許

加藤憲市 , 加藤治『コンプトン 英国史・英文学史』( 大修館書店 , 1996)

高い地位につくものもいて様々な立場の職人がいたと考えられること、ドール

石灰の水硬性、強度の実験

川北稔 , 藤川隆男編『空間のイギリス史』( 山川出版社 , 2005)

小林博一 , 飯田操 , 桂山康司編『イギリス文化を学ぶ人のために』( 世界思想社 , 2009)

木材に代わって、石材やレンガを用い

て、職人の置かれた環境や人々との関わり合いについて述べる。職人の中には

鉛をもちいた安価な複製技術

ジョイス・M. エリス ( 松塚俊三 , 小西恵美 , 三時眞貴子訳 )『長い 18 世紀のイギリス都市 1680-1840』( 法政大学出版局 , 2008)

ド石の利用、普及

ロイ・ポーター ( 目羅公和訳 )『イングランド 18 世紀の社会』( 法政大学出版局 , 1996)

職人がつくった美術工芸品としての側面が強い初期のドールハウスを取り上げ

不燃性にすることが義務付けられる

A. ブリッグズ ( 村岡健次 , 河村貞枝訳 )『ヴィクトリア朝の人びと』( ミネルヴァ書房 , 1988)

粘土によって複製してつくられたコー

A・ヴァラニャック , M・C ＝ヴァラニャック ( 蔵持不三也訳 )『ヨーロッパの庶民生活と伝承』( 白水社 , 1980)

職人の作品としてのドールハウス

再建法により外壁および屋根の素材を

木下卓 , 窪田憲子 , 久守和子編著『イギリス文化 55 のキーワード』( ミネルヴァ書房 , 2009)

長い繋ぎ梁の実用化

第4章

18 世紀の部屋の再現空間 1700-1800 年

1666 年 ロンドン大火

図4

19 世紀

覧
＜イギリスに関するもの＞

のこぎりやボルトの改良

en/museum-educational-service/mon-plaisir/28-englisch/schlossmuseum-en/156-miniature-town-mon-plaisir.html, 2018/10/15 閲

1847 年 H 型鋼の誕生

Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt( アルンシュタット城博物館 ), Miniature Town "Mon plaisir", http://www.kulturbetrieb-arnstadt.de/

工業品としてのドールハウス

John Martin Robinson, Queen Mary’s Dolls’ House Official Souvenir Guide (Souvenir Guides) (Scala Arts Publishers, 2012)

配管設備の反映

Royal Collection Publications, Queen Mary’s Dolls’ House: Official Guidebook (Royal Collection Trust, 2010)

電気・電話などの最新テクノロジー、

ヴィクトリア朝

Lucinda Lambton, The Queen’s Dolls’ House: A Dollhouse Made for Queen Mary (Royal Collection Trust, 2010)

木を継げるようになる

Mary Stewart-Wilson, Queen Mary's Dolls' House (Abbeville Press, 1988)

くさびやこみ栓により強固に

Valerie Jackson Douet, Doll’s houses The collector’s guide (Magna Books, 1994)

1810 年 トラスを用いた小屋組

Vivien Greene, The Vivien Greene DOLLS’ HOUSE COLLECTION (CASSELL, 1995)

する平面が誕生

ハリー・デイヴィス『ターシャ・テューダーのドールハウス ミニチュアの世界』( 文芸春秋 , 2000)

中央階段のまわりに部屋を環状に配置

フェイス・イートン ( 成田明美訳 )『世界一くわしいドールハウス図鑑』( 日本ヴォーグ社 , 1995)

ドメスティック・リヴァイヴァル

2017)

ゴシック・リヴァイヴァル

ドールハウスキット

ハリーナ・パシエルプスカ ( 安原実津訳 )『ドールハウス : ヨーロッパの小さな建築とインテリアの歴史』( パイインターナショナル ,

紙製・ブリキ製ドールハウス

新美康明『ドールズハウス Doll’s House ミニチュア世界の扉を開く』( 新樹社 , 2012)

ボックスバックハウス

＜ドールハウスに関するもの＞

ポルトランドセメントの普及

参考文献

にしろ影響を受けていると結論づけられる。また、建築ではプレハブ工法とし
て現れた効率化、インスタント性はドールハウスにおいてはキットの登場とし
て現れたと言える。

図5

3/4

4/4

ドールハウスと建築年表

