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1. は じめに

19世紀後半に始まるとされるイギリスの著しい「産業精神の衰退」は，現代の歴史家によ っ

て大きく取り上げられている。しかし世界的視野から見た自国の「産業の衰退」が一段と深刻

化した時期，すなわち第一次世界大戦後には，国家が介入した産業復興対策がいくつか実現し

ている。なかでも最も成功した例が，当時，郵便 ・電信電話制度をともに管轄下においていた，

逓信省 （通称GeneralPost Office，以下Gp Oと記す）である。技術は「売れ」なくては生産者側

にも消費者側にも価値がない。これを根本から支えるのが広報活動である。例えば芸能タレン

トを起用し，広告スペースを陣取りし，次から次へとキャ ッチコピーを氾濫させる最近の携帯

電話商戦からも明らかなように，あらゆる類の技術革新が大衆レベルまで浸透するためには，

幅広い宣伝活動が不可欠である。Gp Oは政府機関でありながら，この商業的計算に基づいた

宣伝効果の重要性を認識し，まさに「産業精神」を振り絞って前代未聞の広報政策に着手した

* 1999年 4月14日受理，イギリス逓信省，大戦間期，広告史，デザイン史，図像分析
＊＊ 埼玉大学
( 1) Martin J. Weiner, English Culture and the decline of the Industrial Spirit, 1850-1980, Cambi idge 

University Press, 1981 

( 2) British Institute of Industrial Art (1920), Rural Industries Bureau (1922）などの設立があげられ
る。
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のである。

一般に定着していた近寄り難い官庁イメ ージの大逆転を企図する Gp Oの決断は，大戦後の

厳しい社会情勢を端的に物語るものである。歴史家A.J . p.テイラーによれば， 世界大戦
( 3) 

の悪影響は「物質的というよりもむしろ財政的な」ものだったが，この国家経済の不安定さに

加えて，大戦は過去の文化的な蓄積を突き崩すかにみえた。工芸デザイ ナー， C・R・アシュ

ピー （18631945）は1914年11月に，戦争は「我々が確信をも っていた多くの物事をかき乱して
( 4) 

しまった」と日記に綴り，小説家D・H・ロレンス （18851930）にとっては，「1915年，古き
( 5) 

世界は幕を閉じた」のだった。それまで確実であるかにみえた進歩 （progress）の不可逆性に
( 6) 

対し不信感が募り，その結果，終戦後は西洋文明の「衰退」， 「危機」そして「腐敗」に関する

警が引きも切らなかった。「進歩」の概念は，もとは17世紀の新旧論争にみられたように「知」

の増加を指すものであったが， 19世紀には物質的な社会発展をも連想するようになり，「産業

化」との同義性をは らむようになった。そこへダーウィニズムが科学的かっ歴史的根拠を提供

し，ハーパー ト・スペンサーらの社会進化論や19世紀末に勃興した社会主義運動は精神的な，
( 7) 

すなわち道徳における「進歩」のあり方を追究した。ところが大戦聞にいたると，第一次世界

大戦後台頭する社会主義的集産主義とファシズムの恐怖， さらには1929年の大恐慌がイギリス

産業の国際的競争力の低下を露呈し，王室におけるエドワード八世の退位騒動で対内的にも揺

らぎをみせ，「進歩」を楽観視することはもはや不可能であった。当時ケンブリッジ大学の教

授であった J. B・ペリーは「進歩」を，「かつても，今も，そして未来へも文明が望ましい
( 8) 

方向に動いていく」事象であると定義したが，いったい社会は「望ましい方向」へと動いてい
( 9) 

ただろうか。

「進歩」に対する懐疑心は社会の保守的傾向を生み，経済面では購買意欲の低下として現れた。

消費促進をねらって分割払いや訪問販売，抱き合わせ商法などが編み出されたのも大戦間期で

ある。国家省庁である Gp Oの使命は，通信技術を調査開発し，その結果を国民サービスに反

映させることであったが，実際のと ころは1920年代に入っても電話は「経費がかかるあげくに

( 3) A.J.P. Taylor, The English History 1914-1945, Oxford: Clarendon Press. 1965, p.229 

( 4) C.R. Ash bee, !Vlemoir, unpublished typescript held at the National At t Library, vol.4, chapter 2 

( 5) D.H. Lawrence, Kangaroo, Penguin, 1976 (1923), p.240 

( 6) David Harvey, The Condition of Postmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1990. p.29 

( 7) 特にフェピアン協会が，この特徴をよくあらわしている。ダーウイニズム以降，社会改革論者の
ユートピアは， トマス ・モアにみられるような完成した閉じた空間としての非歴史的な社会ではな く，
社会進歩の延長に位置する実質的な結果となった。これが19世紀ウィリアム ・モリスのような歴史的
産物としてのユート ピア像を生んだといえる （A.L.Morton. English Utopia, Lawrence & Wishart. 

1952を参照）。世紀転換期に様々な社会主義セクトがあらわれたが，進歩を実現する方法論の相違
ハーツても，歴史的裏づけをも った社会の連続的改善を目指す姿勢は共通していた。

( 8) John Bagnell Bui y, The ldea of Progress: An Inquiry into山 Originand Growth, Macmillan, 1920. 

p.2 

( 9) 歴史家ヴァレリー －フレッチャーは，当時「人は安定的な進歩へ期待をよせ続けたし，進歩の実
績も多く示された。しかし，これらは疑惑と恐怖心には勝てなかった」と結論づけている。 Valerie

]. Fletcher, Dreams and Nightma1es: Utopian Visions in Modern Art. Washington: Smithsonian Institu-

tion Press, 1983, p130 
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不便」，電信にいたっては病気や事故を連想するため「縁起が悪い」，と敬遠されていたありさ
(JO) 

まだった。こうした先入観は，技術の普及を著しく妨げており， 当時のイギリスは他の英語圏
(11) 

諸国よりもはるかに電話普及率が低かった。ところが，この現状とは裏腹に， Gp Oにと って

の大戦間期とは，ラジオの普及，航空便の開始，郵便専用列車の導入，国際電話網の拡大に加

えて， 30年代には電報配達用の二輪車導入，自動電話交換機の普及など，機械化体制が一気に

進んだ、時期だった。国民意識と技術革新との間にある組編は解消されなければならない。そこ

で， Gp Oは当時の民間企業の経営方針から学びとった知恵，つまりイラストや絵柄を大幅に

取り入れた，広告メッセージの「視覚化」を展開する。1920年代初期の広告業界では，「絵画
(12) 

芸術はセーjレスの扉を開けるマスターキーである」とまで宣言されていた。ポスターにおける

絵画的要素は特に注目され，「ポスター芸術」のジャンjレが発展し，これに大いに貢献したロ

ンドン交通公社の広報マネージャー，フランク ・ピックは，「広告は水上の池のように広がり

つつある……今や民衆芸術が広告であるとすらいえる」と当時の様子を述べている。1920年代

後半，この現象の意味を’悟ったGp Oは，民間よりやや遅れて’情報の視覚化に着手した。その

有効性を確信した30年代には，これまで一貫した方針を欠いていた単発的な広報活動が体系化

され，企業をはるかにしのぐ先駆的な政策を短期間でまとめ上げ，次々と実行に移していく 。

その際，「広報」が初めて学問として成立したアメリカに倣って広告の科学，つまり市場調査

や消費者心理学を取り入れただけではなく，高い芸術性を追求することによって，広告の美学

をも形成してみせたのである。

なかでも，「威信（prest研）」広報政策と呼ばれたものには絵画的要素が強い。これは， Gp 

Oの「進歩」の結果である近代通信システムを，ユーザーフレンドリーかっ「信頼に値する威

光をもっ」，歓迎するべきものとして視覚的に訴えることで，通信の機械化に対する国民の根

深い拒絶反応を緩和し，通信技術の大衆化を図る政策であった。本稿では，イギリス逓信省史

のみならず広告史においても無類の独創性を有した，大戦聞における Gp Oの「威信」広報政

策に注目する。そして，広報部の運営資料と共に当時発行されたポスターや冊子，映像広告の

具体例，社会の反応を示す新聞雑誌類を取り上げながら，視覚芸術を通して現れる技術のあり

方に考察を加える。「モダニズム （現代主義芸術）」の影響が色濃く見られる「威信」広告の図

像学的分析から， Gp Oの「現代性 （モダニティ）」の解釈と歴史的意義も，併せて議論の対象

としたい。Gp Oはモダニズムを用いて技術の何をあらわそうとしたのか。

(10) John Lee，“Psychology of Communicatio日”， Public Administiation, vol.2, 1924, p.186：，“Evil Com・

munications”，Punch, 21July1920 

(11) 当時，電話機の普及率はイギリスでは47人に l台であったのに対し，アメ リカでは 7人に l台，
オセアニアで12人に1台であった。CharlesHigham. Advertising: Its Use and Abuse, 1925, p.224 

(12) Commercial Art, vol.l, no. l 

(13) Frank Pick Archive, C37, London Transport Museum 
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2. GP O広報部とポスター諮問会

1933年秋， Gp Oは官庁街で初めて，広報戦略の総括的な運営を担当する専門部署を設置し

た。これは，同時期に行なわれた大規模な組織改革の一環であった。当時のGp Oは大蔵省か

ら予算配分を受ける一省庁であったが，他の政府機関と異なり，切手から電信電話，テレビ受

信認可証まで幅広い取扱「商品」があった。しかし，この商業的側面は，他省庁と同様に実業

界からではなく政治界から大臣が選ばれ赴任してくるために運営政策にう まく反映されてこな

かった。このため，産業界の実質的なニーズにうまく応えることができなかった。通信技術を

促進する使命を帯びたGp Oは，第一次世界大戦後から産業活動の命綱となりつつある電話の

普及に貢献していない，として市民及び企業側の厳しい批判を相次いで浴びた。これを受けて，

1931年の通信大臣，後に首相となるクレメント ・アトリーと， 1924年から29年まで逓信副大臣

であったヴァイカント ・ヴォルマーが共にGp Oの民営化を強く主張しはじめる。ヴォルマー

は，電話サービスが主に民間企業によって請負われていたアメリカやデンマークを引き合いに

出し，「商業的なサービスは官庁としての義務から離して， しかるべき経営の管理下におかね

ばならない」，と唱導した。その結果， 1932年に「ブリッジマン報告書」が提出され，二つの

構造的な問題を指摘した。実務経験を持たない政治家が逓信大臣となり事務次官と共に中央集

権を敷くことから生じる非能率性，それから， Gp Oの活動利益が大蔵省に全て回収されるた

めGp O自体のサービス改善の予算が確保できない現状である。この報告書の提案に従って，

改革が即座に着手された。人事的にも地理的にも中央 つまりロンドン地区に重要任務が集中

していることに関しては，事務次官の地位の撤廃，地域単位のコントロール体制の強化などの

措置がとられた。また， 1960年代の逓信省民営化や1980年代における郵政局と電信電話局の分

離へと発展していく重視すべき改革として，予算管理の大蔵省からの部分的な独立も達成され

た。大蔵省に納入する金額は， 3年間単位で基本値として固定され，それ以上の収入はGPO  

の内部改革に自由に当てることが可能となったのである。1933/4年の基本値は£ 10 '750 '000で，

当時のGp Oはそれよりもさらに£ 2,000,000もの余剰利益があり，この大部分が，広報活動

にあてがわれることになったのである。従って広報部 （PublicRelations Department）は，かつて

の権威主義的な態度をより国民主体としたものへと変革する好機をとらえて設立されたのであ

り， Gp Oの一部独立採算制導入に伴って生じた必要に応えるためのものだった。その第一目

的は，商業的意図を鮮明に反映する，「サービスを売る」ために「大衆の信頼を得る」こと，

であった。

今日の逓信省は，大規模な商業団体と政府機関との結合体である。従って，その広報活動

については一一・・これまでいろいろと開拓されてきた商業的宣伝方法を逓信省の特別な地位

(14) V. Wolmer, Post Office Refo1 m, 1932, p 285 
(15) Post Office 1934, p.15 
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に見合って改良し，これを前例のない国家組織による広報活動に発展させていかなければ

ならない。

こうしてGp Oは， 一個の商業団体として精力的な広報政策に乗り 出した。当時産業 ・貿易

を司った省庁，商務省（Boardof Trade）内に設置された帝国マーケテイング謀（EmpireMarlぽt

mg Board）の主任を務めたスティーヴン ・タレンツ卯ll(1884-1958）が，初代の広報部部長に抜

擢された。
(17) 

「想像力を有した公務員」と称されたタレンツ卿のもと，広報部は新しいGp Oの演出を画

策する。社会の関心を高めるために，芸術性を備えた上での情報の視覚化を目指したGp Oに

とって，タレンツ卿は最適任者であった。商務省は，第一次世界大戦後の財政建て直しを図る

際に，帝国植民地にに対して領土としてではなく生産 ・消費の地としての新たな意義を見出し

ていた。帝国間交易を促進する目的で1926年に設置された帝国マーケティング謀は，建設省

(Office of Works）に特注した専用の広告掲示板に掲げられた著名な画家によるポスター芸術を

使って，帝国の連帯意識を消費者レベルから高めようとした。しかし続く不況の折 り，自国よ

りもロマンティックな画題を提供する従属諸国の産物を数多く宣伝していたこのポスター政策

の自国にとっての実質的な経済効果が国会で疑問視されはじめた為に，その叙情的なポスター
(18) 

が国民の支持を受けながらも， 1933年に解散を余儀なくされたのであった。Gp Oは，同課の

ポスター芸術の活用に多大な興味を示した。1930年には商務省へ視察団を派遣し，解散の半年
(19) 

前からタレンツ卿の引き抜き工作にかかっている。タレンツ卿は， 公務員としての手腕もさる

事ながら，同課での活動を通して実業界，芸術サークルに幅広い人脈を持っており， Gp O側

はこれにも期待を寄せたのだろう 。1920年代半ばにイギリスで端緒を聞いた「ドキュメンタリ

ー映画」運動の先導者，ジョン・グリアソン （1898-1972）を起用した同課の映像部門も，スタッ

フや器材ごと Gp Oへ移動して，そこで広報用のドキュメンタリー映画制作を継承することに

なった。さらに，ポスターや冊子の表紙の図案などに関する審美的判断を委任するために，ポ

スター諮問会が設けられた。これにはナショナル・ギャラ リー館長ケネス ・クラーク，ブルー

ムズペリー・グループの一員である美術評論家クライヴ・ベル，ロンドン交通公社と並んで芸

術性豊かな広報活動で知られ，「新しいメデイチ」とまで誼われたシェル石油会社の広報部長
(20) 

ジャック・ベデイントンなどが参加している。ジョン ・グリアソンも映像部門代表として諮問

(16) The Post Office Green Paper, no.8, p.10. 1934. 1930年代に創刊された同誌は，主に内部用にGp 
0活動の様々な側面についての正確な情報を知らせるために 6ペンスで刊行された。47号まで発行さ
れた。

(17) Gervas Huxley, Both I-lands: An Autobiography, Chatto & Windus, 1970, p.129.ハックスリーは，
帝国マーケテイング課の広報委員会秘書を務めていた。

(18) スティーヴン ・タレンツは，ここでの業綴に対して爵位を与え られた。同課のポスター政策につ
し、ては StephenConstantine, Buy & Build. The Advertising Posters of the Empire Mai keting Board, 

HMSO, 1986；拙著「英国・帝国マーケティング部（1926-1933）によるポスター政策の特性」， rデ
ザイン学研究」，日本デザイン学会，1999年10月， P182 3を参照。

(19) POST33/3225B 

(20) C. Connolly，“The New M巴dici”ArchitecturalRevie11ヘJuly1934 
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会に毎回出席している。彼らによ って，「広報材料が立派な芸術的価値を持つように」細心の

注意が払われたのである。大戦間期の文化活動は概して限られた知的エリート層の人脈に左右

図－ 1

されたといってよいが， Gp Oのポスター諮問会はまさに当時の芸術界，産業界の重要人物を

集結させた無比の存在だったのである。彼らは大小の美術展覧会やサロンに出向いて，若手芸

術家も範障に入れた人材調査を行うと同時に，主要なGp Oの活動現場を訪問して，いかにこ

れらを芸術的に記録するか，図案の題材と構想、について議論を交わした。1934年 5月の第一回

6月ま会合から始まり，翌年の 4月までに 2つのポスターと 3つのピクトグラムが用意され，

でに64人にのぼる芸術家がリストアップされた。最初の図からも明かなように， かつての無味

（図一乾燥な白黒のチラシは，多色刷りのイラストやピクトグラムに取って代わったのである

。
）
 

寸
l
ム

GP Oの視覚広報政策は独自性帝国マーケティング課が直接のモデルを提供したとはいえ，

GP Oの特別な位置づけに富む。それは，政府機関でありながら一部の独立資本を許された，

によるものに他ならない。例えば 国家機関が通常書類や出版物に用いたのは政府出版局が用

GP Oはこの代わりにマクドナルド・ギル（18841947，著名な彫意した古風な紋章であるが，

1933年以降それを全ての広報材

料に使用して，他の省庁とは一線を画したコーポレート ・アイデンティティを発展させる。ま

た，広報材料自体にユニークな 2分割がなされている。商業的メッセージ性の色濃い 「拡販用

刻家エリック ・ギルの弟）に依頼してシンプルなロゴを新調し，

(21) ウィンダム・ルイスらの提唱した前衛芸術グループ，ヴオルティシズムを歓迎するなど，現代芸
術一般に対して理解を示したグリアソンは， Gp Oポスター製作にも深く関与していた。彼の芸術観
については， IanAitken, Film and Reform: John Grierson and the Documentary Film Movement, Rout 

lidge, 1990を参照。
(22) POST33/5253 3 

38 



表象に見る通信技術。 1930年代イギリス逓信省の「威信」広報政策（菅）

(selling）」ポスターは， 航空便や電信電話など特定のサーピス広告用の図案で郵便配達車や産

業博覧会会議），そして一時的にではあるが一般の郵便局内にも展示された。この形態は広告業

界で普通に見られるが， Gp Oはこれとは別に，直接拡販を目的としないイメージアップ用の

広告も用意する。「威信 （pr回収）」ポスターと銘打たれた絵画風の継続的な広告は，郵便局内

に設置されたブロンズの額におさまり，一般利用者をまず驚かせた。それもそのはずで，この

ように長期的な展望に立った広報措置がと られたのは， 17世紀チャールズ二世が郵便制度を発

足させて以来初めてのことであるし，ましてや広告の「装飾」としての美的価値がGp O内で

問題にあがることなど想像も及ばなかったのである。同時期に郵便局内の備品も見直され，デ
(24) 

ザインの改良が進んでいた。省庁が国民の快適さをこのような可視的な速度で実現していくこ

とに国民は慣れていなかった。セールス目的を越えた自己宣伝に従事して，その活動や歴史を

披露する型の広報活動自体が，当時の広告業界を凌駕したものであった。

「威信」ポスターは，「一般の郵便局を装飾し，アメニティを増し，市民の注目度を高める」

ことを目的とし（？？。ポスターにとどまらず，特に芸術性の高い広報冊子やドキュメンタ リー映

画も「威信」作品に分類され，特別な行事，キャ ンペーンや様々 な展覧会会場で配布され，上

映された。映画の方は， 一般の映画館で商業映画の前にかかる こともあった。娯楽的要素を付

加したこうした宣伝行為は， Gp Oが本来投影しようとしていた「現代性」や「進歩」の利点

を演出する格好の場を提供したのである。機能性よりも美や娯楽を強調して，ゆとりを前面に

出したことで， Gp Oの商業的意図は一見和らいだ。その隙を突いて，国民にGp OとGPO 

の遂行する技術革新に対する理解を栂え付ける。これがGp Oの真の狙いであった。

ではGp Oは芸術的価値を具体的にどのように応用したのか。以下で考察していきたい。

3. 「現代性」の歴史的連続性

まず広報政策の要ともいえるポスター芸術から検証しよう。「威信」ポスタ ーには， 4枚一

組のシリーズとして発行されたものが多い。Gp Oの複雑な活動の歴史をひとつの側面からと

らえて， 個々に独立性を有しつつ全体としてひとつのテーマを持つように，関連する 4場面を

描出するのである。しばしば海外の題材も盛り込み，地理的な広がりを強調することで，通時

的かっ共時的な視座から Gp Oの意義が正当化される。また同じ芸術家を使って色調と表現様

式を一貫させることで， 4枚のポスターには視覚的にも明確な連続性がある。

(23) 1930年代からGp Oは「理想の家」博覧会に毎年参加した。現在まで続くこの博覧会に関しては，
Debo1 ah S. RY AN, The Ideal Home through the 20th Century: Daily Mail ・ Ideal Home Exhibition. 

Hazar Publishing, 1997が詳しい。
(24) 郵便局内の環境改善については，YasukoSuga, ＂‘Campaign for Improving Appearance'・ A Case 

Study of the GPO Aesthetics”， One Off A Collection of Essays by Students on the Victoria必 Albert

Museum/Royal College of A1 t Course in the History of Design, Victoria & Albert Museum/Royal Col-

lege of Art, 1997を参照。
(25) POST33/503 6 
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「進歩」の観念が暖昧になってきた時代に，「連続」感の演出はことのほか重要であった。国

民は，大戦以前からの継続的な進歩の実証や，安心や信頼を伝える ものの表象を欲していたか

らである。大戦間期に「家族」の重要性が増したことから，文学では「一族年代記」がブーム
(26) 

現象となり，絵画では英国風景画の再復興を促した新ロマン主義が勃興する。これらは，拭い

去れない喪失感を軽減するために過去との確かなつながりを模索する， 社会の精神構造のあら
(27) 

われでもあった。建築におけるジョージ王朝様式の復興も，続いて起こった「モ夕、ニスト」と

「イ云統主義者」の論争も，この文脈から把握できるだろう。現代建築擁護者はこのとき，現代

建築における合理性と均整の追究はむしろ18世紀建築の伝統を継ぐものである，と論じること

によって，「いわゆるモダニストと呼ばれる我々こそ，真の伝統主義者なのだ」 とアイロニッ
(28) 

クに反駁し，歴史的な連続性に訴えて自らの立場を正当化したのである。新型商品の宣伝広告

においても同じ傾向が看取できる。カメラ製作会社コダック社がこだわった黄色のトレードカ

ラーも，一連の新製品に連続性を付与することで顧客の信頼を得んとする演出としての意義が

大きかった。この連続性こそは， Gp Oの再編成に伴ったコーポレート・アイデンテイテイの

確立において忘れてはならない要素である。アイデンティティとは この語を最初に社会的な

コンテクストで論じた心理学者エリク ・エリクソンによると 「個体としての同一意識と連続
(30) 

意識」である。企業団体も同様に，個として承認 （identify）されるためには一定の連続性を必

要とする。 内部あるいは外部構造変革を推進する際，連続性を強調することが肝心と なるのは

このためである。この時期のGp Oは，不安定なイギリ ス社会の中で，革新的な諸技術を紹介 ・

定着させると同時に企業体としてのアイデンティティを確保しなければならなかった。その意

味で，連続性を図案に盛り込むGp Oの広報政策は妥当であった。

シリーズポスターの大部分は，歴史的なテーマを有するが， Gp Oが演出したかったのはあ

くまで自己の「現代性」であるから，ここに 「歴史的連続性」を適用したのは興味深い。Gp Oは，

現代を肯定するために過去の歴史を拒絶するのでなく，歴史的連続性が現代を可能たらしめた

という見解を示そうとした。従って描かれた図像は，例えばポス トホルンのように時代を超え

(26) Alison Light, Forever England. London and New Yo1 k: Routledge, 1991 

(27) R. Samuel’Pa tr♂iotism：凡，fakingand Unn 

Routledge. 1989を参照。
(28) A. Bertram, the BBC Broadcast. 11 Oct. 1937, quoted in Jane Pavitt, The Georgians and the Mod-

ems: Preservation and Modernism in Britain in the 1930・s(unpublished MA thesis at the Royal Col 

lege of Art）守 1991,p 35 モダニズムと新ジョージ王朝様式に関する論争については， PeterMorton 

Shand, "Sane Modernism’＇， Architectural Design and Construction. 1931. pp.240-2; Jane Pavitt, op.cit 

を参！照。
(29) John Taylor, A Dream of England. Manchester University Press, 1994, chapter 4 

(30) E. E1 ikson. "Psychosocial Identity”（1968). S. Schlein ed., A Way of Looking at Things: Selected 

Pages from 1930 to 1980 Erik E. Erikson, New York and London: No1 ton, 1985, p.675. ウィーン出
身のエリクソンはアメ リカで心理学者として働いた。彼のアイデンティテイ，アイデンティテイ ・ク
ライシス，後生説やライフ ・サイクルの概念は，人間性と社会を観察する新たな視座を呈したといえ
る。著書に， YoungMan Luther. 1958; Childhood and Society。1964;Gane/hi亙 Truth,1969などがあ
る。
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て使用された伝統的な事物が対象ではなく，各時

代の最先端を象徴する場面であった。実際はアメ

リカや他のヨー ロッパ諸国の方が最先端技術を躍

踏なく導入していたのであるが，英国内では当然，

全通信制度に関する権限を掌握したGp Oの提供

する技術が「現代的」なのだった。時代の経過と

共に科学は進歩を遂げている，それゆえに現代は

常に過去に優る，という確信が， Gp Oが支持し

体現してきた継続的な進歩発展と，それによって

動かされる現代社会の正当性を裏付けていた。

歴史的発展を呈示するシリーズの一つは郵便配

図－ 2 ジョン ・アームストロング rモーター
バイク（1935）』

(31) 

達史に材をと っている。選ばれた画題は，『ペイデイ ツビデス （490B.C.）』，『中世の王室専属
(32) (33) 

の継ぎ馬使者 （A.D.1482）』，『郵便馬車 （1784）』 そして『モーターバイク （1935）』 である （図

2）。製作にあたったのは シュールレアリスト的画風をもっジョン ・アームスト ロング
(34) 

(1893-1973）であった。アームストロングは，デザイン評論家アンソニー・パートラムから「華々
(35) 

しいまでに独創的」と賞賛された。このシリーズで着服すべきはスピード感である。異なる時

代背景におかれた郵便使者はみな，同方向を向き（右，すなわち東を暗示する），未来へと継続的

に加速する「進歩」感を力強く表現している。フラットな背景は人物像を強調するのみでなく，

時代間の風景の差異を極小化すること によって，シ リーズに統一感を与えている。赤茶と黒を

基調とした色彩は古代ギリシャの焼き物を扮併させ，古紙または木肌を示唆する茶がかった背

景は懐古の情を誘うが，その反面，グラフィッ卜をかけた丹念な表面処理や単純化 した形態は，

(31) 特使ベイディッピデスは， B.C.490に対ベルシア戦争マラトンの戦いでの援箪を請うためにアテ
ネからスパルタへ派遣され，アテネを離れて 2日後に約240キロ離れた目的地へついた。彼はアテネ
に戻ると，スパルタへいく途中のパルテノン山で、牧村lパンがあらわれ，アテネ人になぜパンを信奉し
ないのか聞くがよい，と申しつけられたことをアテネ人に語った。その結果アテネ人は，マラトンの
闘いの後パンを奉る神殿をつくり，毎年のいけにえと松明競走を捧げることになった。

(32) 1482年，エ ドワード4世は20マイ ル毎に馬と使者を用意し，勅令の伝達とスコッ トランドからの
情報収集に使ったところ，非常に効率が良いことが判明した。これは国内の標準ルートを設立する意
味で重要であった。

(33) 最初の郵便馬車は， 1784年8月2日にブリス トルーロンドン問を走った。これが大成功を収め，
次の 2年間で郵便馬車システムはイギリス全土に広まった。FG.ケイは，使者が道行く光景すらも
都市聞を，ひいては南北をつないで国家の統一感を増大する，この「社会革命」とH乎べるほどの影響
力こそが，通信速度と便利さの向上と並んで郵便馬車の功績であったと分析している（FG Kay, 

Royal Mail. Rockliff, 1951, p.49）。
(34) キリコに影響を受けたアームストロ ングは，オ γクスフォード大学に学び， ギリシャ神話に非常
に興味を持っており，題材をしばしば神話的なものからひいてきた。彼によるシェル石油会社の壁画
デザインが有名である。第二次世界大戦中は，政府の戦争画家として活躍し，以後政治的な主題に関
心をもつ ようにもな った。ArtsCouncil. John Amstrong 1893-1973. 1975; E. Mundy and C Philo. 

op cit 

(35) Ewan Mundy and Celia Philo. John Armstrong 1893-1973, 1989より引用。
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図－ 3 H・S・ウィ リアムソン「王様のメッセージを運ぶ継ぎ馬車， 1482年』（左）と同
『帝国へ向けて積まれる航空便，クロイドン1934年』

ベン ・ニコルソンやエドワード ・ワズワースの抽象絵画との明かな類似がみられる。彼らは，
(36) 

イギリス前衛芸術グループ，「ユニット ・ワン」に属した仲間だった。また，背景には建築様

式の変遷が表象されている。例えば郵便馬車とジョージ王朝様式が，そしてモーターバイクと

ル・コルビュジェ風の白く角ばった現代風の建築物が併置され，シリーズ最後の作品である後

者においては，視覚芸術のモダニズムと Gp Oの現代性が直接に連結を果たす。このように，

郵便配達史から画期的な出来事を抜粋し， 1932年に導入されたバイクをこの偉大な伝統に組み

入れることで， Gp Oは歴史を未来へと切り開く道先案内人としての自負を表現したのである。

もう一つの郵便配達史は，越境して広がる通信網の要，連結地点を辿るものだった。チェル

シ一美術デザイン学校校長を務めたH・ S・ウィリアムソン（b.1892）は， 1934年に依頼を受け，
(37) 

「国境への挑戦」を主題にした4枚のポスターの図案に携わった。題材は， 『王様のメッセージ

を運ぶ継ぎ馬使者， 1482年』（これはアームストロングも用いた題材である），『フ ァルモスに
(38) 

つく小包郵便， 1833年』，rロンドン ・ドックで積まれる郵便物， 1934年』，そして『帝国へ向

けて積まれる航空便，クロイドン1934年』であり ，イングランド ・スコットランド聞から始まっ

た国際郵便制度が，帝国を包括するまでに拡張した様が描かれている （図－ 3）。今世紀から二

つの題材を採択することで，国際通信の現代性が強調された。 ドックでは機械の勝利である大

型ライナーによって，また空港では現代建築による航空監理局によ って地平線は制覇され，通

信技術の威力を象徴している。抽象的なアームストロングの画風と異なり，ウィリアムソンは

(36) ユニ ァ卜・ワンの設立は1933年に公式宣言されたが，その後 2年半しか存続しなかった。メンバ
ーはへンリー ・ムーア，ジョン・ピッグ，エドワード ・ブyラ， トリストラム ・ヒリヤー，ポール・
ナッシュ，ベン ・ニコルソン，エドワード ・ワズワース，ウエルズ ・コウツ，それにコリン ・ルーカ
スだった。このグルー プの活動については，PortsmouthCity Museum and Art Gallery, Unit One. 

1978; Charles Harrison. English Art and Modernism 1900-1939. Allen Lane. 1994. chapter 9を参照。
(37) ウィリアムソンは，リーズ芸術学校で学び，チェルシ一美術デザイン学校の校長を1930年から1958
年まで務めた画家 ・デザイナーであり，帝国マーケテイング謀やGp Oのポスターのデザインをした。

(38) ファルマスは18世紀，西印度諸島との新しい交易から発展し， 200年間イギリスの小包郵便の重
要港でありつづけた。

(39) クロイドン空港は1915年に園内飛行場としてつくられ， 1920年に，ハウンスロウ空港より霧が少
ないという理由で，ロンドン地域の国際空港に選ばれた。
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生き生きとした細部描写で知られる。 4枚に共通した灰色系の「やさしくやわらかな」色調の
(40) 

使用と，ウィリアムソン自身の言葉でいえば 「地平線を非常に高く設定し，前面に描かれた人

物像の縮尺を一貫させ」ることによって，時代 ・景観ともに大変聞きのある題材に一体感を保
(41) 

たせている。ここに表現された「進歩」感は，継ぎ馬使者と航空便を描く二枚のポスターの比

較に顕著にあらわれる。未開の地平線から城へと続く蛇行した道は，新ジョージ様式の窓を持
(42) 

ち世界標準時を表示する現代建築が管制する「空の道」にとって代わられ，そこに君主制独裁

主義の権力を超越するものとしての現代通信技術の可能性が暗示されているのである。

上記二組のポスターに見られるように， 1930年代の郵便ルート拡大や配達手段の自動車化な

どの開発は，「現代的なサービス」の魅力を芸術的な視角から提示する好機を与えたが，これは，

過去と現在との比較を明らかにし，現代の発展をあますところなく宣伝できる国民的行事を通

して，更に定式化された。1935年に，郵便制度300周年とジョージ五位の戴冠25周年が重なっ

たのである。広報部はすかさず，広域にわたるメディアを駆使したキャンペーン活動を計画し

た。まず，ジョン ・グリアソン率いる Gp O映像部門は，切手製造にまつわる技術革新を世界

最初の切手「ペニー ・ブラック」から最新のグラビア印刷によるジョージ五世の記念切手まで

辿った映画，『王様の切手』（コールドストリーム監督）を製作。これが上映されると， 世界的な

大好評を博した。更に，スライドを使用した講演会が数多く 聞かれている。これらには大衆の

関心をひくために，『電話で、世界一周』や『郵便のロマンス』などといった，一般受けのする
(43) 

演題が付されていた。また，祝祭を記念して，逓信大臣の特別演説もラジオ放送で流された。

広報活動に一際熱心だった当時の大臣，キングスリー ・ウッド卿は， 1934,5年に開催された「電

話週間」でも街頭に立ち，みずからキャンペーンカーで、宣伝を行っている。この時の演説は，

GP Oの利便向上と電信電話の普及率の上昇を過去との数量的な対比によって強調し，技術の

「進歩」を鼓舞したものだった。

ただし，ここで「過去」とは，あらゆる場合において，Gp Oによ って「編纂された」もの

であった。エリック ・ホブズボームとテレンス・レンジャーが論じた「伝統の創造」が，世界
(44) 

の通信史からイギリスに有利な側面を取捨選択する｜努になされていたのである。 Gp Oが視覚

化してみせた歴史は「創造された」ものであり，自己の現代性を唱道することでGp Oをイギ

リスの，そして世界の中枢に位置づける目的を果たすものだ、った。この「伝統の創造」は，歴

(40) A. Cooper. Making a Poster, London and New York, The Studio. 1949 (1938), p.92. クーノTー
(1890-1964）は，当時の重要な広告デザイナーであり，ロンドンのライマン商業産業芸術学校の校

長として1936年から40年まで就任した。ロンドン交通公社や鉄道会社そのた多くの企業のポスターを
デザインしている。

(41) Art and Industry, Vol.18. 1935. p.57 

(42) 世界標準時がもたらした現代的世界観については， StephenKern, The Culture of Time and Space 

1880一1918,Weidenfield and Nicholson, 1983を参照。
(43) ー講演会につき観客は平均40-60人だった。1935年9月から36年3月までに，少なくとも494回，
開催されている（POST33/5415:1) 

(44) Eric Hobsbawm and Terrence Ra時 er,The Invention of T1adition. Cambridge University Press, 

1983 
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史の最も浅い，従って最も大衆の信頼感が稀薄で

あった通信技術である電信電話の宣伝・普及のた

めには，特に実効性を備えた手段であった。抽象

的な風景画や挿絵で知られるエリック ・プレイ

ザー （1902-83）は，「電気通信の曙」を主題とす

るシリーズポスターの図案を依頼され（~）。 彼の作
品もアームストロングと同様，まず外国の題材と

して，中国の船乗りと羅針盤を描いた『磁石の初

期の使用法』で始まり，電磁力発見の起源、を示す
図－ 4 エリック ・フレイザー 『ヘルツのラジ

とと もにGp Oのおかれた世界的コンテクストに オ器具， 1886年』

強勢をおく 。残り 3枚は，すべてイギリスと直接

的な関連性を持っていた。『ウィートストンのテープ式電信， 1858年』は，チャールズ ・ウィ ー

トス トン教授が特許をとり，パンチ式電信システムの前身となった自動電信装置を対象にして

いる。実験成功の瞬間におけるベルと驚嘆した助手を描いた『グレアム ・ベルの電話機， 1876年』

では，ベルの母親がスコッ トランド人であったことを理由に 一般的にはアメリカ起源とみな

されるこの世界的な発明に対するイギリスの貢献が説明されている。また，『ヘルツのラジオ

器具，1886年』が題材となったのも，世界最初の電磁波によるこの発信機自体はドイツ人ハイ

ンリヒ・ヘルツによって生み出されたが，その発明の前提となる電磁波の計算が，スコットラ

ンド人のジェイムズ ・マックスウェルの数学理論に基づいているからであった（図－ 4）。逆に，

現代通信の父ともいえる，世界初の実用的な電信器具を発明したフランス人，クロード ・シャツ

プ （1765-1805）は除外された。通信技術の発展におけるイギリスの，つまり Gp Oの「貢献史」

は，このようにいささか恋意的な構築の結果だったのである。

GP Oは， 他の企業にない省庁としての機能を大義名分として，便宜的に国家主義的な姿勢

を前面に出すことができた。ここであげたシリーズポスターは，Gp Oに好都合なイメージを

「創造」したが，同時に，まだまだ通信技術で世界を導く存在でありうるイギリスの国家イメ ー

ジも，肥大重複させていたのである。そして，これを進歩的かっ魅力的に実行し得たのは，図

案効果のおかげに他ならなし、。Gp Oは，有名な現代芸術家を招き，現代的な広告デザインを
(46) 

利用することで，芸術における前衛と社会における前衛を交差させているのである。これは当

時のロンドン交通公社にもみられる戦略である。

(45) フレイザーはウ エスト ミンスター美術学校でウォルター ・シyカートに学び，後にクライヴ ・
ガーディナーのもとでゴールドスミス美術学校で学んだ。強い色彩を使う「スコットランド派」に属
する。

(46) ニコラス ・ベヴスナーは，著書 『現代主義運動の先駆者たち』（1936）において，「モリスからグ
ロピウスまで」の直線的な発展を，つまりモダニズム様式はデザインにおける進化の結果であると論
じている。彼も，そして 『デザイン』（1939）の著者である前出のアンソニー ・パートラムも，モダ
ンなデザインを歓迎ー奨励する一方で，「前歴史的な形態の」 19世紀の装飾過多を批判して「よいモダ
ンデザイン」と「悪い旧式のデザイン」との対比をはっきりと杓ちだした。
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大衆はエプスタインを前衛芸術家とみなしている。もしロンドンの地下鉄会社が彼をその

建造物に必然性を有する人物としてうまく起用するなら，それが示唆するところは，その
(47) 

交通システムがいかに現代的であるか，ということなのだ。

GP Oの広報政策もこの論理上に成立するが，更にもう一歩踏み込んでいる。機械化文明に

内在する美を積極的に表象したのである。その際，歴史を破壊するのではなくこれを生成する

ものとしての機械化産業は どの角度からいかに表現しうるのか。Gp Oは主に二つの芸術的

手段を用いてこれに応えている。機械の審美的要素を芸術の伝統の中に取り込むこと，そして

「社会派リアリズム」を通して工業労働者を美化することである。まずは機械の審美性の表象を，

GP Oが多用した三つの視覚メディアであるポスター芸術，写真，そしてドキュメンタリー映

画を軸として見ていきたい。

4. 工業イメージの伝統化 ：機械の審美性

( 1）ポスター芸術

工業イメージを表象する際の常套手段は，未来主義， 立体主義，構成主義やイギリスの渦巻

派 （ヴォ ルテイシズム）によ って20世紀初頭に提供されたといってよい。幾何学的で、律動的な抽

象美やメタリックに光る表面などにあらわれるとされる 機械の審美論 （machineaesthetic）が

この産物である。「威信」広報では，ポスター，写真，そして映像を介して工業イメージが描

かれている。錬金術を含む科学実験は 典型的な画題として古代エジプトから繰り返し描かれ

てきたが，機械や工場を描く産業風景画の登場は産業革命以降であり，従ってイギリスに最も
(48) 

早く出現した。大戦間期における産業風景画の位置を理解するためには，産業に主題をとった

表象の歴史的推移をおさえておく必要があるだろう 。まず マルクス主義美術史家F・D・ク

リンジェンダーによれば， ジョセフ ・ライト（1734-1797）が「産業革命の息吹を最初に表現し
(49) 

たプロの画家」であったし機械化の進む社会環境に絵筆をも って応えたもう一人の代表的なイ
(50) 

ギリス人画家といえば， J ・ M ・ W・ターナー (1775-1851）が挙げられる。しかしながら，彼

らの作品の中で機械は完全に自然に固まれており（例えばライトにおける岩や森，ターナーにおけ

(47) G.I-I. Saxon Mills, There is a Tide (1954), p 66, quoted in Paul Swann, The British Documentary 

Film Movement. 1926-1946, Cambridge University Press, 1989, p.23. ジエイコブ ・エプスタイン
(1880-1959）は，記念碑や彫像の彫刻家で，画家としても活躍した。ニューヨークで生まれ，1905

年にロンドンへ移って 2年後に帰化した。セント ・ジェイムズ駅の 『夜』と 『昼』の像が有名である。
(48) 宗教改革以来，風俗絵画や風景画といったこれまでは宗教画を頂上にした絵画のヒエラルキーで
は最下位に位置したジャンルが，新しい裕福なブルジョワ階級の勃興と阿時に発展した。このコンテ
クス トにおいて産業風景画もあらわれた。FrancisD. Klingencler, Art and Industrial Revolution, Pala-

din, 1972 (1947）を参照。
(49) F'.D. Klingender, ibid., p.46.「ダーピーのライト」として知られる彼は，綿紡績機械を発明した
ロランドアークライトの肖像画や，ダーピーの産業帝国の基盤となったアークライトの紡績工場の絵
を残している。彼はまた，「18世紀の科学に対する情熱を表現した」最初の画家とも称されている
(Klingender, ibid., p.48）。

(50) ターナーの Rain,Steam and Speed Great Western Railway ( 1 8~4）は， 蒸気エンジンを現代性を
代表する力として描いた好例である。
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る雨と雲），そこに人間の介在する余地はない。同じように風景画の一部として産業の光景を描

く傾向は他国でも見られた。フランスのギュスタフ ・クールベ（1819-77）は雪のなかの工場を，

トマス ・コール（1801-1848），フレデリック ・チャーチ（18261900）に代表されるアメリカの「ハ

ドソン川派」は， 川辺の工業建築物を題材としている。少し乱暴な言い方をすれば， 19世紀の

焦点は自然と機械の対比にある。そこでは機械の力が自然の力と同列化しつつあり，機械を創

造することで自然を超越せんとする人間の意志が感じられる。

ところが，加速度を増して社会の機械化が浸透した20世紀には，比較の軸は機械対自然から
(SI) 

人間対機械へと大きくずれを見せた。企業を芸術の対象へと積極的に転化することで古典的な

絵画の構造に産業を統合し産業イメージを改善しようとした幾つかの企業の存在が，この動向

を促したといえる。顕著な例が，「流れ作業」による現代的な機械生産システムを樹立したア

メリカのフォード自動車会社である。フォ ード社は，「最も前衛的なアメリカ現代人」と評さ

れたチャールズ ・シーラ－ ( 18叶19~5t) それにメキシコ人の壁画家デイエゴ ・リヴエラ
(53) 

(1886-1957）に同社の産業風景に基づいた作品製作を依頼した。工場は，シーラーの写真 ・絵

画においては古代ギリシャの寺院や中世の聖堂の代替物として リヴェラの壁画においては人

物と機械の共存の場としての現代文明の縮図であった。その結果，産業の社会的地位の引き上
(54) 

げと，産業に対する一般大衆の違和感を軽減することに寄与したのだった。

イギリスではGp Oが，産業の現代性を芸術の伝統の中に取り 組んだフォード社に対応する

役割を買ってでたといえる。ジョン ・ラスキン ウィリアム ・モリスら社会改革論者が前世紀

に巻き起こした手厳しい機械化文明断罪の気運にもかかわらず，さらには，スタンレイ ・ボー

ルドウインの発言 …ー・「私にと ってイングランドとは田園地方であり，田園地方こそイング
(55) 

ランドなのだ」・・…・に代弁されたような自然回帰の趨勢にもかかわらず， Gp Oは機械産業

(51) イタリア未来派やアメリカのレジナルド ・マーシュ（1898-1954），イギリスのエドワード ・ワズ
ワース (1889-1949）らが顕著にこの傾向を示した。

(52) S.N. Platt, Modernism in the 1920s: Interpretations of Modern Art in New York from Expression-

ism to Constructivism, Ann Arbor: UM! Research Press,1981, p.114. 

(53) 写真家，画家であるシーラーはゴシック聖堂を賞賛して，工場を機械化時代における宗教表現の
代替物とみなした。リヴェラはメキシコ壁画運動の代表者の一人であり，革命を通しての社会変化を
促し，メキシコ土着文化を再発見 した人物である。彼はアメリカ，ヨーロyパで高い評価を得た。
Karen Lucic, Charles Sheele1 and the Cult of the Machine, Reaktion Books, 1991; T.E. Stebbins, Jr. and 

N. Keyes Jr., Charles Sheeler: the Photographs, Boston: Museum of Fine Art. 1987; The Detroit Insti-

tute of Arts, The Rouge: The Image of Industry in the Art of Charles Sheeler and Diego Rivera守 1978

(54) Tei ry Smith, Maki略的E Modern: Industry. Art and Design in America. Chicago and London, Uni-

versity of Chicago Press, 1993. chapte1 3を参照。
(55) ]. Giles and Tim Middleton ed. Writing Englishness 1900-1950.・ An lntioductory Sourcebook on 

National Identity, Routledge, 1995. p 101より引用。この傾向が， 1922年設立の「地方産業振興局 the

Rural Industries Bureau」やデザイン産業協会による活発な田園地帯の紹介，また新ロマン主義的風
景画の高人気にもみてとれるだろう。j.B. Priestley, The Beauty of Britain (1935); Herbert Read. The 

English Vision (1933）では，田園風景に関する記述が主要であった。 TheDIA Year Boo!<. The Face 

of the Land (1929-30); A. Potts，“Constable Country between the War S”in Raphael Samuel‘Pat1 iotism 

Making and Unmaking of British National Identity, London and New York: Routledge. 1989; Holly Teb 

butt, Industry 01 Anti industry? The Ru1 al Industrial Bureau !ts Objects and Work. MA at the RCA. 

1990も参照。
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図－ 5 ノーマン ・ハワード「ラグビー無線局』

の美を唱導する道を選んだ。広告業界では，ロンドン交通公社が1910年代から古都旧跡にはじ

まる観光地を「ピクチュアレスク」に宣伝し，これがポスター芸術の一大ブームを呼んで以来，
(56) 

風景絵画的な図案が主流を占めていたた。機械の原動力である石油を取扱うシェル石油会社の

広告ですら，基本方針は「まず風景ありき」であった。ジャック ・ベデイン トンは国民感情を

考慮に入れ，自動車産業や機械工業の現場や労働者を広告の中に登場させなかったのだ。かわ

りに打ち出したのは30年代の「イギリスから見ていこうよ」，「どこへ行ってもシェルにおまか

せ」両キャンペーンで使われた，叙情的な風景，静物中心のポスターと，その裏に潜んだ「古
(57) 

き良きイギリス」の擁護者としての安全な企業イメージである。逆にGp Oの「威信」ポスタ

ーは，この手のレトリックから完全に脱却している。多くの鉄道会社の宣伝ポスター図案家と
(58) 

して知られるノーマン・ハワード（1899-1955）の『ラグビー無線局』，エリック ・フレイザー

の『逓信省海底電線敷設船』はどちらも，機械のダイナミズムを表現するために， 直線的かっ

機能主義的な鉄筋構成を幾何学模様に見立てた，遠近感の効いた工業風景である（図－ 5・6）。

( 2）写真

写真技術も， 機械の表象を司る重要な表現手段であった。当時， 一方では社会的良心を喚起

するドキュメンタリー写真が第一次世界大戦以降活発になり，この部門では「社会科学的」写

真家と名乗ったルイス ・ハイン（1874-1940）や，アメリカのニュー ・ディール政策の「ヒュー

(56) 18世紀からイギリスでもてはやされた「ピクチュアレスク」の概念は，自然風景のなかの荒廃し
た建造物にひそむ審美性も含んでいた。これが20世紀に広告で利用されたのである。フランク・ピッ
クはすでに1925年に，絵画的なポスターは「似たようなものが安易な解決策としてあまりに氾濫して
いる」ためにその効果を失いつつあると述べている。Pick’sletter to Martin Hardie, 31 Aug. 1925, 

Fl 1/6. Ft ank Pick Archive 

(57) Cyril Connolly, 'The New M巴dici',Architectural Review, July 1934. p.3; John Hewitt，‘The“Na 

tu1 e”and “Art”of Shell Advertising in the early 1930s', Journal of Design History, vol.5 no.2. 1992. 

David Jeremiah, 'Filling Up: the B1 itish Expe1 ience. 1896-1940', ibid., vol.8 no.2, 1995 

(58) ハワードはカンパーウェル芸術学校とウエストミンスター芸術学校で学び，海洋や建築物を画題
としてしばしば選んだ。彼は， 1920年代にGp Oが起用した最初のプロ芸術家であった。
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(59) 

マン ・インテレスト（人情）派」写真を代表するドロテア・ラング （18951965）らが活躍した。

他方， A・L・コパーン （1882-1966），マン・レイ （18901976），ラズロ ・モホリ・ナギ (18951946) 

らが，審美性の純粋な追求から陰画を自由に再構成して抽象的なイメージを得る実験写真を創
(60) 

出していた。Gp Oは両タイ プを取り入れたが，まず大戦間期から本格的に商業広告に用いら

れるようにな った後者からみていこう。月刊誌『コマーシャル ・アート』は創刊 （1922年）当

初から 「芸術と しての写真」に注目しており，年鑑『ペンローズ ・アニュアル』は1930年代初
(61) 

頭の特に目覚ましい写真技術の発展を報告している。こうした最前線の動向に敏感だったケネ

ス ・クラークは，ポスター諮問会に働きかけ， Gp O広報部でも前衛的な写真効果を積極的に

取り入れるようになる。

絵画イメージの利用，フィルムの重複使用，フォトモンタージ、ユ，そして構成主義的な抽象

形態など，観念的なイメージに着目するのが写真芸術におけるモダニズムである。これらはみ

な，当時の写真芸術の教科書的存在であり，イギリスでも出版されたモホ リ ・ナギの著書， 『絵

画，写真，映画』(1925）において紹介された技術であった。 Gp O広報材料にも，こうした

技術が生かされている。例えば威信向上目的のパンフレ ット， 『自動電話交換台』の表紙は電

話のダイヤルと自動電話交換台のフ ォトモンタージ‘ユであるし （図 7），国際電話交換用に新

(59) ニューデイール政策は芸術家の保護も目的の一つであった。メキシコ人デイエゴ ・リヴェラに影
響を受けたジョージ・ピドルは直接大統領と交渉して，社会的な壁画制作に画家たちを雇用すること
などを提案した。この結果， 1933年には 4カ月間で3,749人の芸術家による15,663点もの作品が生み
出された。RD. Mckinzie, The Ne11 Deal fo1 Artists. Princeton University Press, 1973; M. Park and 

G.E. Mat kowitz. Democratic Vistas: Post Offices a 口dPublic Art in the New Deal. Philadelphia: Temple 

University Press. 1984を参照。
(60) Jan Jeffrey, Photography: A Concise History, Thames and Hudson. 1985: Graham Clarke, The 

photograph. Oxford University Press 1997; John Taylor守 op.cit.大戦間期に写真産業は著しい成長を
みせ，特にアマチユア使用者の市場拡大を遂げた。ツーリズムや有給休日段の充実にともなって，大衆
の聞に写真活動が広がると同時に，カメラの本体も価格の低下を見た。

(61) The Penrose Annual, vol.36, 1934. p.27 
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たに建造された通称、「ファラデー館」を紹介した冊子では，科学者ファラデーのネガイメージ

をそのまま使用した迫力のある画像が用いられた（図－ 8）。歴史中の人物を前衛的な手法で表

現することで，ここでも歴史と現代性が衝撃的な形で直結している。他にも，これらの冊子に

掲載された写真の多くが，モダニズムを通して機械礼賛を表明していた。このような実験的手

法を用いた審美的な写真がファッション広告以外で見られるのは，かなり珍しい例である。

( 3）ドキュメンタリー映画

さらに， Gp O映像部門を基盤として展開した，映画監督ポール ・ローサの言葉を借りれば
(62) 

「芸術と産業の完全なる融合」を具現化するドキュメ ンタリー映画の存在は大きかった。ドキュ

メンタリー映画の基本原理は平凡な労働者と彼らを取り巻く機械文明に内在する美を表現し，

これを一般大衆に伝えることであった。映画は機械化文明の先端である産業の現場とそこに働

く労働者たちの静動両側面を効果的に表現し得る媒体であった。ジョン・グリアソンは， 1935

年に以下のように述べている。

もし現在人々が産業のなかに美を見いだし，現代世界の中でより想像力をもって生きる術

を身につけているとするならば，それは全て彼らが広告掲示板や雑誌の広告欄から学んだ

ものなのだ。ごく最近においては，私は，彼らが我々の宣伝映画からもいくらか学んでい
(63) 

ることを願いたい。

国家の様々な産業的側面を浮き彫りにした，『産業国イギリス』（グリアソン監督， 1933年）は，
(64) 

この時代のドキュメンタリー映画の代表例である。1934年以降のGp O映像部門は，ロシア前

衛映画やディズニーから多大な影響を受けたグリアソンのほかに，フランスでシュールレアリ

ズム映画を製作していたアルベルト ・カヴァルカンティ（1897-1982），色と形を使う抽象的な

アニメーション映画の創始者レン・ライ (1901-1980）などが加わり 様々な実験的作品を世に

送り出した。また，詩人W・H・オーデン（190773）作曲家ベンジャミン ・ブリテン（19131976) 

をしばしば製作チームに迎え，広告映像は総合芸術の域にまで達しつつあった。速い切り返し

擬影とともに打楽器のボリュームが上昇するといった，映像と現代音楽とを劇的に融合させる

手法をとる一方で，長いショットに重ねられた見事に押韻した詩の朗読が， Gp Oの活動を観

客に対して夢いっぱいに語りかける。イギリスの主要産業であった石炭産業の現場で採掘及び

運搬作業に携わる労働者と機械の一定リズムをダイナミックに描き出した r石炭切羽』（カヴ7

ルカンティ昨色 1935年）や，線路や電線の交錯する直線美が踊るように画面を横切る中で蒸気

エンジンの作動音が詩にも音楽にも織り込まれて響く 『夜間郵便列車』（ワァト，ライト監督，1936

(62) P Rotha，“Approach to a New Cinema", Cinema Quarterly, vol.11, no.l, 1932, p.18.美術評論家

ハーパー ト・リードはしばしばこの雑誌に寄稿している。
(63) J. Grierson，“Four Million Audience for Propaganda Films”， The Commercial Film, vol.l, no.6, 

1935, pp.3-12. Forsyth Hardy, Grierson on Documentary. Faber, 1946, p.150も参照。
(64) 映像部門で使われた備品の95%が「イギリス製」である，と公言された（R.Howard Cricks, 1n 

The Comme1cial Film, vol.2. no.2, 1936）。
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年）は，こうしたオーデンとブリテンの共同作業の賜物であった。これらは国内外で高評価を

得て国際的な賞を多く獲得しただけでなく，一般の商業映画館で、かかった時の観客の熱心な反

応も当時の新聞に多く記録されてい（宮。イギリス芸術界を代表するこの二人が若かりし頃Gp 

Oに才能を認められ，そこでの活動内容が彼らの後生にも影響を及ぼしたことはあまり知られ

ていない。しかしポスター諮問会の強力なメンバー構成と同様に， Gp O映像部門もま た大戦

間期イギリスの文化生産の重要な局面を形成していたことは疑う余地が無いだろう 。これらの

映像にあふれる「産業の審美性」は， Gp Oの広報戦略に非常に適していた。産業活動は，め

まぐるしい生産 ・消費サイクルから落伍しないためにも 電信電話といった共時性を保証する

通信技術の上に成り立たねばならない。機械は人に忌むべき同化を強いているのではなく，む

しろそのリズムや審美性によ って生活の快適要素を供応する。これが， Gp Oが映像を通して

国民に送ったメッセージなのであった。

以上に掲げた三つの視覚メディアから， 機械の美を一般大衆とより近いところにおこうとし

たGp Oの姿勢が覗える。ポスター，写真，映像はどれも「大量生産」を前提とした複製芸術

である。この点において，そして大衆を直接的に産業と結びつける人物像描写の有無において，

GP Oの広報イメージはフォード社と決定的に相違していた。「機械時代における人間の位置

にたいする自己批判的認識」をぬぐい去れないチャールズ ・シーラーは決して人物像を構図に
(66) 

入れず，逆に工場内の人物を大量に描いたデイエゴ ・リ ヴェラは壁画という複製が困難なメデ

ィアを選んだ。これとは対照的に， Gp Oの産業風景は人間と機械との存在調和に原点をおき

つづける。そこから派生して，より周辺的な労働者の描写にも力をいれた。これが，もうひと

つの重要な特徴，「社会派リアリズム」に帰着することになる。

5.社会派リアリズム

多岐にわたる活動内容を社会からの理解をより得やすい形で広める目的で， Gp Oはあまり

一般的に知られていない職種の労働者達をも表舞台に引き出した。「人間味あふれる」GPO  

の演出効果を持つと共に，自分達が主役になり自己の再評価が促されたことで労働者間の一致

団結と帰属意識を高める巧みな懐柔策でもあったこの種の広報材料は，「社会派リアリズム

(social realism）」と呼ばれる形式を満たしている。労働者へ焦点を当てる芸術的姿勢は，社会

主義の肯定的な現実を描く芸術的手段としてロシア共産主義者によって30年代に提唱された

「社会主義リアリ ズム （socialistrealism）」に顕著に打ち出された。同じ く，当時の深刻な政治

経済情勢と呼応して，資本主義社会においても社会状況，特に労働者階級の実態を赤裸々に描

(65) POST33/5199に， Gp O映画評に関する多くの新聞の切り抜きが収められている。1938年製作
の『北海』についての評は，イギリス圏内だけで1,126インチ分もの新聞コラムが充てられたそうで
ある。

(66) K. Lucic. op. cit, p 108 
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こうとする「社会派リアリズム」がもてはやされ

た。イギリスでは，左翼的傾向の強い「芸術家国 ,, 

際連盟」が，「社会派リアリズム」こそ革命的芸
(67) 

術であると主張している。 同時に，この様式が国

家にとっても経済不況の中で「労働者」の重要性

を訴える上での便宜性を備えたものであったこと

は，アメ リカのニュー ・デイ ール政策による公的

な社会派リア リズム様式の擁護，促進からも明ら

かである。
図－9 ダンカン ・グラント『20,011人の電話

GP  O機関誌『ポスト・オフィス・マガジン』 交換手達』

や他の広報材料に幅広く用いられたドキュメンタ

リー写真，そしてドキュメンタリー映画は，現代産業に従事する労働者を様々な角度からとら

えている。例えば労働者を多く表象した帝国マーケテイング課が，イギリスを「世界の商人」

もしくは「工場」だとみなす紋切り型のヴイクトリア朝的概念を踏襲する形でしか労働者を描

かなかったのに対し， Gp Oが紹介したのは郵便専用列車の乗務員であり，電線を修理する架

線工夫であり，技術研究者であり，機械工ンジニアであった。またこの時期，仕事を持ち始め

た女性の消費者としての経済効果が重大視され， 一般的に女性像が宣伝広告に頻繁に現れたが，

技術生産側に立つ女性の描画はGp Oの広報以外に類を見ない。帝国マーケテイング課では女

性は帝国の物産の購買者，もしくは家庭労働者として古典的に表象され，商品広告では娯楽感

覚の消費者としての女性の役割がロマンティックに強調された。対してGp Oの広報材料では，

産業技術の推進に欠かすことのできない，積極的な立場にいる「働く女性」像が重要な位置を

占めている。二十世紀前半のイギリス芸術界を代表するダンカン ・グラント（1885-1978）は，

『41,271人のエンジニア達』と同時に『20,011人の電話交換手達』を依頼されて，電話交換台

の前の「黄金の声」を持つ交換手を情緒豊かに描き，現代の電気通信網のー拠点で技術を介し

て人と人をつなぐ女性の仕事ぶりを描いている（図 9）。

最後に，これまでの議論を総括する例を紹介したい。大衆に とって最も身近な職種，郵便配

(67) いわゆる「リアリズム論争」が「レフト ・レビュー」 上で繰り広げられた時のことである。Left

Review, July 1936, Jan. 1937, Ap1 1937, Dec. 1937; Linda Morris and Robert Radford, The Sotry of 
the Artists lnteinational Association 1933-1953 Oxford: Museum of Modern Art 1983 

(68) GP Oは1871年に女性の雇用を開始した。これは政府初のことで，ヴイクトリア朝の女性にとっ
て「はしたなくない」職といえば当時国家機関として信用があったGp Oでの郵便仕分けや事務員か，
家庭教師しかなかった。しかし，女性は結婚と同時に職を去らねばならなかった（M.Daunton, Royal 

Mail: the Post Office since 1840, Athlone, 1985, pp.217 222; M. Jones, Women in Nineteenth-Century 

Britain, Batsford, 1984を参照）。1929年から，エンジニア部でも女性を事務員として雇用し始めたほ
か （POST33/3309), G P Oでは特に「女性向き」と された職があった。一般の郵便局員，電話交
換手，電報送信係などである。当時「女性限定」の職も確保されており，タイピスト850人，電話交
換手16,700人，電報送信係7,400人3 書記補佐3,200人，掃除婦2,400人といった具合だ った
(POST33/32 l 3A）。
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図－10 エドワード・マクナイト・コ・ファー
『英国のアウトポスト』の中の「北ス
コットランド、の郵便配達夫」

図－11 ジョン ・ヴィッカ リー『帝国のアウト
ポスト』の中のめくルバドス』

達夫に関して，表現様式も内容も対照的な一対のシリーズポスター （各4枚）が発行されてい

る。『英国のアウトポスト』と『帝国のアウトポスト』である。「アウトポスト」はごろあわせ

で，「前衛地」，「駐屯基地J，「辺境の植民地」または「出先機関」を意味し，これに「ポスト（郵

便，郵便箱）」も掛けている。『英国のアウトポスト』のデザインは，その技法も意味する内容

も非常に「現代的」である（図ー10）。 ポスター諮問会が選んだ芸術家は，大戦問の代表的な広

告芸術家であるエドワード・マクナイト ・コーファー（18901954）であった。彼は，現代芸術

としての写真の分野を確立したといわれるフランシス・ブリュギエール （1879-1945），シュー

ルレアリスト写真家マン・レイとの交流から刺激を受け 写真と絵画の併用を試みはじめる。

1936年にGp Oの依頼を受けた彼は，広報部専属のカメラマンが撮影した写真を単純な青系統

と黄の色彩で縁どりし，多少のドローイングを加えた図案を提出した。フォトモンタージュを

使ったポスターが流行した革命後のロ シアや大陸ヨーロッパとは異なり，当時のイ ギリス芸術
(69) 

界にはあからさまに前衛的な写真をポスターに起用した例が無い。この中でドキュメンタリー

写真のイメージををそのまま活用したコーフ ァーの技法は ロシア前衛芸術家の写真ポスター

に顕著であった煽動的要素が全く感じられなかったからこそ 保守的なイギリスの大衆にも受

容されたのだろう。枠組があたえる遠近感が全体に動きを生むが，同時に，大胆な太さの縁取

りは揺るぎない自信と安定感を示唆する。この穏健な構成主義的構図は，後の彼の作品に適用

されただけでなく，他の芸術家も繰り返し模倣してひとつのポスター図案の典型となったほど

に人気を博した。さらに付言すれば表題のレタリングが構図の一部として同じ芸術家によっ

てデザインされたのは，「威信」ポスターの中でもこのシリーズが初めてであり，ここに図像

と言語の統合という現代的なデザイン解釈の繁明を見ることもできる。内容的には，撮影され

(69) この理由のーっとして，フランク ・ピック，ジャック ・ベデイ ントンといった産業界有数のパト
ロン達が写真の適用を個人的に好まなかった事実があげられる。ピγクは1920年代後半にマン ・レイ
をロンドン交通公社の宣伝ポスターに起用したが，その時もレイの得意分野である写真よりも油彩画
を依頼している。
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たロンドン，ランズエンド，北アイルランド，スコットランド北部の景観は，イギリスが機械

的操作によって容易に再現 （複製）可能であることを表わし，現代技術が国家規模で享受され

ている事実と通信網の効率とを表わすものである。「距離」がGp Oの技術によ って超越され

ることの証左として，僻地と都会は均質に描かれた。シェル石油会社のジャ ック ・ベディント
(70) 

ンはこのシリーズがGp Oの「誇り」であると絶賛したが，これはドキュメ ンタ リー写真の「社

会派リアリズム」と，アシンメトリーでダイナミックな枠に代表される構成主義的なモダニズ

ムの要素とを融合した野心作であった。

一方で、， 同年オーストラリア人のフリ ーランス芸術家ジョン ・ヴイツカリー（19061983）に

依頼された『帝国のアウトポスト』（図－11）は，セイロン，オーストラリア中央部，南ローデ

シア，そしてパルパドスでの郵便配達風景を描くものだった。リトグラフによる一連のポスタ

ーは，コーファーとは正反対の国家イメージの数々を呈する。南国の広葉樹，日に焼けたエキ

ゾティックな郵便配達夫，舗装されていない道路，機械化された乗り物は一切なく，太陽光線

の強度を反映する原色や極彩色で牧歌的に描かれた外国の題材。これらはGp Oの世界的な活

動を誇示し再認識させる意味で，特に小規模な業務中心の地方郵便局に飾られた場合に有利で
(71) 

ある，と計算された。帝国の未開発な通信手段と Gp Oの「進歩」した機械化体制とを両極に

おくことにより，イギリスの技術的優越性と指導的地位は露骨に提示される。これが全く異な

る性格の二つの技法，写真と絵画によって，さらに強調されている。ここまでくると，リアリ

ズムとはいっても恋意的な「創造」の要素が優勢である。芸術がある特定の機関によって広報

手段として選択された時点で，既に「創造」は始まっているのかもしれない。芸術による 「創

造」が一省庁から国家規模に拡大されるまでには，時間はかからなかった。イギリス政府は第

二次世界大戦の勃発と同時に， Gp O広報部の全面的な協力をもとにポスター ・映画政策を遂

行したのである。これについては，稿を改めて論じたい。

6. おわりに

GP O商業化の胎動が現れた1930年代に，その理論的帰結であった広報部は，独自のコーポ

レート ・アイデンテイテイの樹立と普及を果たした。これは，一部独立採算導入の実現だけで

なく，国内外通信網の設備をほぼ敷き終えた大戦間期だったからこそ財政的に可能であった。

GP Oによる情報操作は，国民感情の改善と通信技術の普及に大きく寄与し，「大衆の全般的

な親しみ」を獲得するに至った。事実，家庭への電話普及率，電報配達量とも著しい上昇を見

せている。Gp Oはその全国的な情報網を駆使し，その歴史性と「現代性」を，審美的枠組み

(70) POST33/5253 30 
(71) POST33/5253 
(72) The Penrose Annual, 1939, p.24 
(73) Post Office Telecommunications Statistics: a Summary of the Principal Statistics ove1 a Period of 

Years, March 1943を参照。
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の中に巧妙に融和したことによ ってはじめてイメージ変換を実現しえたのである。こうして商

業戦略として広告に芸術的要素を盛り込み，また，その国家機関としての役割を応用して，新

しい宣伝形式である「威信」広報を案出したGp Oが，さらに新たな歴史を生成し始めたこと

を見逃してはならない。広告の芸術化の歴史である。1930年代末までに，Gp Oは「良いデザ
(74) 

インを賢く使う」商業機関として，社会的な評価を急速に高めていった。広告の美学はGPO 

の「誇り」となり，第二次世界大戦後も，当時を原型とした広報活動が改めて展開されていく

のである。

「現代性」を，また「現代性」の芸術的な表象であるモダニズムをあくまでも「歴史的」な

ものとして概念化したGp Oの態度は， Gp Oが当時把握していたよりはるかに重要性を帯び

ている。デザイン史家ポール・グリーンハルシュは「広域にわたるモダニズム活動の特性をあ

らわす理論上の特質」として，「技術」，「社会倫理」，「進歩」，「抽象」，「国際主義」そして「反

歴史主義」を列挙している。はじめの 5項目については，みなGPO 活動との直接的な関連づ
(75) 

けが可能である。しかしGp Oは，これまでに論じてきたように，伝統的なモティーフこそ活

用しなかったが，反歴史主義的ではなかった。その現代性の強調はイギリスの歴史的な進歩に

重心をおいた所以であった。技術革新がもたらした環境変化に対する反動であるからこそ，モ

ダニズムを反歴史主義とする一義的な解釈ではなく，その歴史的なコンテクストを認識するこ

との意義は大きいのではないか。グリーンハJレシュ自身が指摘しているようにポストモダンの
(76) 

到来によってモダニズムに「歴史学的方法論をさらに正確にする尺度」が与えられた今，「歴史」

自体をモダニズムがどう消化してきたかを再考察する必要があるからである。現に，この観点
(77) 

からの研究書も出始めている。大戦間期Gp Oの「威信」広報もまた，モダニズムの歴史性に

切り込む糸口を提示しているのである。

(74) Art and Industry, vol.26, 1939, p.16 

(75) P. Greenhalgh ed., Modernism in Design, Reaktion Books, 1990. p.8 

(76) P. Greenhalgh ed, Modernism in Design, Reaktion Books, 1990, p.l 

(77) S ・ K ・ティリヤー ドはイギリスにおけるアーツ ・アンド ・クラフツ運動とモダニズムの修辞的
関連性を論じ，ジェフリー・ハーフはナチがドイツの歴史的ロマン主義を近代技術の論説の中にどの
ように組み込んだかを明らかにした。SK. Tillyarcl. Impact of Modernism 1900-1920. Routledge, 

1988; Jeoff1 ey Herf. Reactionary Modernism: Technology, Culture. and Politics in Weimar and the 

Third Reich. Cambridge University Press, 1984 
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Technology through Representation：“Prestige”Publicity at the 

British Gen巴ralPost Office in the 1930s 

by 

Yasuko SUGA 

( Saitama University) 

The General Post Office in Britain, realising the effectiveness of visual materials, set out in 

the 1930s to explore the unknown field of governmental publicity by substituting the pr巴vious

haphazard method with a systematised, active policy which was well in advance of巴venthe con 

temporary commercial companies. It not only introduced the science of advertising, eg. market-

ing research and consumer psychology, but also established the aesthetics of advertising by con-

tinuous efforts to pursue high artistic quality in its publicity materials 

There were basically three aspects in the GPO’s policy of using contemporary artistic styles 

111 1 ts“prestige”publicity materials. First of all, it tried to demonstrate the “continuity”of mo・

dernity in history. The GPO had to formulate its corporate identity as well as advertise its 

modern communication technologies in a rather backward-looking British society. Secondly, in 

order to express the industrial image in a positive way, the“machine aesthetics" were adopted 

th1 ough three main media, painting, photography and film, in the modernist style. Also，“social 

realism”was used when depicting the GPO workers in order to let th巴 publicunderstand more 

fully its vari巴dactivities and to convey the image of th巴“human”GPO

The GPO used modernism in visual art in order to express its mod巴rnity. This is significant, 

because the GPO’s n¥odernity was based on the historical understanding of the mode1”n , which is 

obvious from the analysis of the “prestige”publicity. Its inter war publicity shows us one way 

of arguing modernism as“historical”rather than“a historical" Indeed, it succeeded in control-

ing the information concerning itself by the use of visual pulコlicity. The results were a rise in 

the number of GPO service customers and the public’S general belief that the GPO had become 

mor巴 user-friendly. The GPO changed its image by tactically int；巴gratingits tradition and mo 

dernity within an aesthetic framework 
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