
要旨

日本の浮世絵の造形原理は，ジャポニスムを通じて絵画のみならず，写真や石版多色刷りによるポスターなど，

19世紀に新たに登場したメディアの視覚表現の中にも活かされていった。本稿では，19世紀末から20世紀初頭

にかけてロンドンで刊行された，雑誌『ザ・ポスター』に掲載された２本の論考をてがかりとして，イギリスのポ

スター美術におけるジャポニスムの展開について考察する。
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1．はじめに

1．1．ポスターとジャポニスム

今日紙媒体全般に起きていることと同様に，ポスターもまた，多様なメディアにその座を奪われつつあるよう

に思われる。しかし，イラストレーションや写真等のヴィジュアル要素と，文字情報を含んだ，平面によるメディ

ア表現の造形原理は，ポスター美術によってこそ深く，また幅広く追究されてきた。

ここでいうポスターとはすなわち「告知，あるいは宣伝広告のために公の場に掲示される大判の紙媒体 」であ

り，本論では特に，版によって量産される印刷物としてのポスターについて検討する。

筆者は，日本の浮世絵版画の影響が，19世紀後半から20世紀初頭にかけて欧米社会に拡がったジャポニスムと

いう現象を経て，今日のメディア表現とどのようなつながりを持っているかについて研究を進めてきた 。ボナー

ルやロートレックの例については言うまでもなく，黎明期のポスター・デザインには，日本の美術，とくに浮世

絵の造形要素が深く影響を及ぼしていた。

ジャポニスムは，日本の開国に前後して，まずイギリス，フランスに始まり，オーストリア，アメリカ，ドイ

ツなどの欧米諸国，及びオーストラリアにまで広範な広がりを見せた。そして，第一次世界大戦が終結する1920

年頃には終焉を迎えたとされる 。しかし，デザインなど幅広い分野に拡がったジャポニスムは，1914年に創立さ

れたバウハウスの造形理念にも深く影響を与えていたことが明らかになっている 。

本稿ではフランスの後に続く形となった，イギリスのポスターにおけるジャポニスムを取り上げてみたい。イ

ギリスでは，日本の美術・工芸品は開国に先駆けて紹介されており，また，日本の陶磁器や漆器は，さらにそれ

よりも昔から城や邸宅の室内を飾っていた。しかしながら，アーティスティックなポスターの発達に関してはフ

ランスに遅れを取っていた。したがって，イギリスのポスター美術におけるジャポニスムには，日本美術からの

直接の影響のほかに，先行したフランスのジャポニスムの二次的展開が観察できることを仮定できる。そこで本

稿ではまず，①日本の浮世絵の特質とその社会的背景を概観した上で，②フランスで開花したポスター文化に浮

世絵版画の造形要素あるいは造形原理が影響を与えた経緯について考察し，③その後のイギリスのポスター美術

においてジャポニスムがどのような展開を見せたかについて検討する。

1．2．ロンドン万博後の日本ブーム

イギリスにおけるジャポニスムの口火を切ったのは1862年の第２回ロンドン万博である 。それ以前から日本

の陶磁器や漆器は，中国製品に混じって上流階級の邸宅を飾ってはいたが，日本という国が認識され始めたのは，

この万博以降のことだった。また幕末の日本と最も関係が深かったのもイギリスで，1861年にはすでには『ジャパ

ン・パンチ』の創刊者であるチャールズ・ワーグマン(1832-1891)が来日しており，イギリスの絵入り新聞『イラス

トレイテッド・ロンドン・ニュース』の特派員として絵を本国に送る一方，高橋由一(1828-1894)ら油絵の先駆者

たちに洋画の画法を教授した。

イギリスにおけるジャポニスムの特徴は，フランスのジャポニスムがまず絵画芸術に拡がりを見せたのに対し，

産業デザインから拡がりを見せたことである。着物の小紋柄を参考にしたテキスタイル・デザインを売り出した
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年に来日して各地の工芸品を視察し，帰国後陶磁器や金工などに多数の名作を遺したクリストファー・ドレッサー

(1834-1904)，そしてのちにはチャールズ・レニー・マッキントッシュ(1868-1928)の建築と家具デザインへと，

ジャポニスムは展開した。

絵画では，ジェイムズ・ティソ(1836-1902)が，日本の美術工芸品に囲まれた西洋の女性たちを描いている。ティ

ソは，1867年のパリ万博の際に徳川幕府代表として訪欧した徳川昭武公に絵を教授していたこともある。そして

絵画の分野にジャポニスムの大きな流れを作る中心人物の一人となったのが，アメリカ生まれのジェイムズ・マ

クニール・ホイッスラー(1834-1903)だった。彼はロンドンを活動の拠点として印象派とも交流し，日本美術の造

形原理を唯美主義運動の足掛かりとした。

富裕な階層の間から始まったジャポニスムを一気に大衆化させたのが，極東の国日本を題材にしたオペレッタ

「ミカド(The Mikado)」(1885年初演)と，同じく「ゲイシャ(The Geisha)」(1896年初演)の興行的大成功だった。

とはいうものの，特に「ミカド」は，処刑にこだわるミカドという設定や，登場人物の名にしてもティティプー，

ヤムヤム，カティーシャなど，日本も中国も中東もロシアも区別がなく，およそ日本とは無関係といえるような

内容だった。その11年後の「ゲイシャ」では，日本に対する知識もかなり得たようではあるものの ，やはりオリエ

ンタリズムの域を出ない設定ではある。とはいえこの二つのミュージカルが，イギリスの一般大衆のみならず，

ポスター美術にもジャポニスムをもたらすきっかけの一つとなったことは確かである。

1．3．雑誌『The Poster(ザ・ポスター)』

1894年，ロンドンのロイヤル・アクアリウムにおいて世界初のポスター展「芸術的絵画的ポスター国際博覧会

(the International Artistic Pictorial Poster Exhibition)」が開催されて，これを機にイギリスでも商業的な，あ

るいは興行的なポスターに芸術性を求める動きがはっきりしたものとなった。

イギリスの月刊誌『ザ・ポスター(The Poster)』は，イギリスのそうした動きの中で創刊された。『ザ・ポスター』

の編集者，チャールズ・ハイアットは，1898年11月号の評論の中で，英国のポスターは少し前までは，「これま

でに人間の想像力と手仕事が創り出したものの中で最も優雅さを欠いた，非芸術的な，そしてしばしば粗野な制

作物の一つだった 」とまで言っている(図版10)。「ミカド」の上演を告知するポスターについても「全くのイギリ

ス風で，そして付け加えなければならないが，全くのところひどいものだった」と酷評する。

『ザ・ポスター』は，1898年６月から1900年末までロンドンで出版され，世紀末から20世紀初めの２年余りと

いう短期間ではあるが，ポスター美術の芸術性を評価し，ポスター作家や展覧会等の評論，海外のポスター事情

などを掲載していた。

この『ザ・ポスター』には，イギリスのポスターにおけるジャポニスムの現状を扱った評論が1898年11月号と，

1901年１月号に掲載されている。前述のハイアットによる「日本とポスター(Japan&Posters)」，そしてレイモ

ンド・ニーダムによる「ポスター・デザインへの日本美術の影響(The Influence of Japanese Art on Poster
 

Design)」である 。

その中でニーダムは，英国の石鹼メーカーA.＆ F.ピアーズの経営者，トマ

ス・Ｊ・バラットが1886年，ジョン・エヴァレット・ミレー(1829-1896)の絵

を買い取り，自社の宣伝用ポスターを制作したことについて書いている。ポス

ターには原画の子供の足元に，製品である石鹼が無断で描き加えられたが，ミ

レーはこの改ざんに抗議した。このポスターは当時のイギリスでは，一方では

王立アカデミー会員で準男爵の地位を得た画家の崇高な芸術に対する侮辱だ

という異議申し立てによって，他方では，それまでにないアーティスティック

な広告として話題を呼んだ作品である。話題性を作る，という宣伝広告の意図

するところに注目すれば，このポスターは，ブランディング広告としての成功

例であったとも言える。

しかしながらこのポスターが制作された10年ほどのちのニーダムは，この

ピアーズ・ソープのポスターによって，西欧の古い絵画様式がポスター美術に

は不向きであることが明らかになったとする。そのうえで彼は，日本の浮世絵
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版画について，「代表的な日本の版画― 書籍挿絵，広告などの大判印刷物，または劇場ポスターを取り上げてみ

れば，良いポスターはかくあるべき，という条件をすべて具体的に表現している 」と，浮世絵の造形性こそが，

ポスター美術において有効であることを指摘する。彼は，日本の版画はそれまでの西欧のキアロスキューロと遠

近法による再現前化，というほぼ唯一の造形理念とはかけ離れた厳密な造形原理に基づいて制作されていると，

感じたのである。

しかしながら，そもそも浮世絵はポスターと同種の媒体というわけではない。その浮世絵の造形性が，どのよ

うな点でポスターに適しているというのだろうか。まず浮世絵とは何か，ポスターとは何かについて理解してお

く必要があるだろう。

2．ポスターと浮世絵

2．1．浮世絵

浮世絵とは，「憂き世」，すなわち「浮世」のあらゆる事象を描いた江戸期の風俗画の総称である。描かれる対象

は，まず二大悪所と呼ばれた吉原と芝居(図版２)をはじめ，ジャンルとしては美人画，役者絵，風景画から花鳥

風月，歴史画，諷刺画，枕絵などと幅広い。

浮世絵の特徴は，まず町絵師たちの手によって描かれ，町人たちの間で楽しまれた絵であったこと。そして江

戸期に発達した木版印刷による挿絵本がその母体となっていたことである。草双紙の挿絵は当時の民衆の文字理

解を補ってもいた。

江戸初期から上方で発達した商業的出版文化は次第に江戸にも波及し，菱川師宣(？～1694)がこの版本挿絵か

ら独立した一枚摺の版画を多数発表し，これが，今日一般的に言われるところの「浮世絵」の嚆矢となった。浮世

絵と版本との繫がりは深く，師宣以降の浮世絵師たちも挿絵画家を兼ねており，その関係はのちに浮世絵が衰退

するまで続いた。浮世絵師の仕事とはつまり，今日のイラストレーターに近いものであった。

木版画が主流だったことは，浮世絵の重要な特徴である。挿絵本では同一の版木に文字と絵が彫刻されるが，

それによって文字と絵が一体となったレイアウトが浮世絵版画にも生かされることになった。漢字かな交じりの

文字を用いる日本では，西欧のような活版印刷の普及には至らなかった。そのかわり，活字印刷を主体とした西

欧の印刷術が，版画と活字を別々に刷版せざるを得ないことによってレイアウト上の制約を受けたのに対して，

文字と絵の自由で複雑なハーモニーを作り出すことを可能にもした(図版４)。

一枚摺の浮世絵版画は江戸を中心に制作された。当初は墨一色で摺られた「墨
すみ
摺
ずり
絵
え
」が，次第に墨摺りに手彩色

を加えた「丹
たん
絵
え
」へ，そして紅と緑などの色版を重ね摺りする「紅

べに
摺
ずり
絵
え
」へと発達する。版を重ね摺りする際に不可

欠な「見当 」の開発は，明和期(1764～72)には「錦絵」と呼ばれるさらに高度な木版多色摺り技法を発達させ，これ

によって浮世絵の表現の可能性は画期的に広がった。錦絵は，富裕な好事家の間に広まった絵暦の交換会の流行
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から始まり，この「錦絵」の技法による浮世絵の創始者の一人となったのが鈴木春信(1725？～70)である。

春信が売り出した当初の錦絵の値段は，『座敷八景』(中判８枚組物)が桐箱入りで金一分(1,500文)と高価なも

のだったが，その後量産化が進み，文化期の1805年頃の相場では，当時のかけそば１杯分の値段，16文ほどにま

で下がって ，庶民が気軽に購入できるものとなっていた。

浮世絵版画は江戸の特産品としても広く生産され，図版３の『東海道名所図会』の草子問屋に見るように，絵草

子屋の店頭に陳列して販売された。絵の中央に，武士が店先の絵を眺めているのが見えるが，町人だけでなく参

勤交代や江戸詰の地方武士たちも，浮世絵を土産に買い求め，江戸の文化や流行を地方に広めることにつながっ

た。店先に所狭しと並べられた浮世絵は，人気の絵師の新作や，好みの美人画や役者絵，往来の人目を引く名所

絵(図版５)などから売れていったに違いない。絵草子屋の店先は，多数の絵師，版元が作品の売れ行きを競う，

競争の場でもあったのである。だからこそ浮世絵には，常に目新しさ，斬新さが求められ，通りがかりの人目を

引く視覚的な刺激を要求された。遠くから見て可視性の高い色彩のコントラストや明快な形態，奇抜な構図など，

絵の販売効果のためには版元や絵師たちも考えられる限りの工夫を重ねたに違いない。こうして洗練された浮世

絵の造形性は，街角に掲示される西洋のポスターにおいても十分応用可能だったのである。

浮世絵は，絵師と彫師・摺師による分業体制で生産される。浮世絵は一度に200枚(一杯)という単位で刷られ

る量産品であり，人気の作品は二版，三版と版を重ねた。生産効率やスピードも求められる。描線は整理され，

画面からは不要な要素がそぎ落とされる。加えて最小限の版数で最大限の効果を上げる色彩計画が求められた。

錦絵は上質の和紙に摺られる。版の大きさは，庶民が土産に持ち帰ったり，手に取って鑑賞したり，室内に貼っ

て楽しんだりといった用途に適し，かつ手漉きする木枠の大きさや，版木にする木の太さ，経済性などによって

も限定され，およその基準が定着していた。最も一般的な「大判錦絵」と言われるサイズは，大奉書(約幅540×縦

390mm)の全紙を横半分に断裁したもので，今日の用紙サイズでいうとＢ４判に近い。中判では全紙の４分の１

となる。そのほかに約770×520mmの丈長奉書を縦４分の１あるいは３分の１に断裁した，細長い柱絵があった

が，ほかにも，短冊，色紙，団扇，扇子などの変形サイズもあった。

こうして江戸で隆盛を見た浮世絵は，幕末に向かって絵師と彫師，摺師たちの技量を極限まで磨いてゆくこと

になり，また，版元と職人たちによる高度に発達した量産と販売の体制を確立させた。産業としての浮世絵版画

は，一枚摺りで販売される絵のほかに，今日の印刷物がそうであるのと同様，様々な用途と役割を自ずと生み出

していった。表１は木版多色摺りによる錦絵の用途の一端をまとめたものである。

そして庶民のためのアートとして生まれた浮世絵は，江戸町人たちの間の日常的な視覚メディアとして，江戸

の情報を担うことにもなった。

商業と流通の発達とともに，広告・宣伝の必要性も高まってくる。今日のチラシにあたる引札がその代表格で

あるが，例えば図版６のように，美人画の中でさりげなく化粧品がPRされているもの，草双紙の中に今で言うと

ころのパブリシティ(記事広告)が含まれるもの，パンフレットに当たる景物本などもあり，浮世絵は広告メディ

アとしての側面も発達させていったのである。

そして江戸も末期となると，情報統制下にも拘らず，ペリー来航の折には「黒船かわら版」(図版７)，安政の大

表1錦絵の用途

版本 読本，合巻本(表紙絵，扉絵等)，絵本，雛形本

一枚摺り
美人画，芝居絵，役者絵，武者絵，相撲絵，名所絵(風景画)，横浜絵，開花絵，花鳥画，歴史画，

摺物，掛物絵，短冊絵，戯画・諷刺画，疱瘡絵，麻疹絵，死絵，枕絵等

日用雑貨 絵暦，団扇絵，扇面絵，柱絵，貼交絵，絵封筒，包紙等

おもちゃ絵 絵双六，歌留多，千代紙，着せ替え，組み立て絵，物尽し，凧絵，判じ絵，影絵等

広告 引札，景物本，絵びら，紙看板等

報道 絵入り瓦版，新聞錦絵等

その他 千社札等

13 小林忠『江戸浮世絵を読む』

ちくま新書，(2002)，p.61．
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地震直後には「鯰絵」(図版８)などの大量の無届出版物が巷間に溢れ，また歌川国芳(1797-1861)らによる戯画や諷

刺画も増えてくる。そして幕末から明治にかけては騒然とした世相を反映して歌川芳幾(1833-1904)らの「血みど

ろ絵」が現れ，明治期の「新聞錦絵」に繫がってゆく。

明治に入っても錦絵による版画は活発に出版されてはいたが，西洋からもたらされた印刷技術に押され，次第

にかつての勢いを失ってゆく。1894(明治27)年，日清戦争が勃発すると，「戦争錦絵」の大量出版によって一時息

を吹き返しはしたものの，それを最後として，写真と写真製版技術時代の到来と入れ替わりに，錦絵の時代は終

焉を迎えた。

庶民の中から生まれた売り絵であり，また江戸の視覚情報の担い手でもあった浮世絵は，木版多色刷りによる

量産可能な「版画」であったところに意味がある。浮世絵は，江戸社会に近現代への視覚性への萌芽をすでに準備

していたのである。

2．2．ポスター

次に，ポスターについて述べるためにはまずいったんフランスのポスターに目を移してみないわけにはいかな

い。壁面に掲示する紙を用いた媒体であるポスターの直接のルーツが，権力の側のメッセージを市中に布告する

という用途であったことに着目すれば，それは江戸で言うところの，木戸や街角に貼り出される町
まち
触
ぶれ

に近いもの

を始原と考えてもよいだろう。1539年のフランソワ一世による勅令では，「法は板に掲示される。法は羊皮紙に大

14 町触は，町方住民の生業・生

活に制限・統制を加えた触の

ことで，享保７年に名主組合

が結成されると，町奉行から

組合の年番名主を通じて伝

達されるシステムが整った。

町触は，木戸・自身番屋前，

路地口・名主宅の表庇などの

ほか，特に重要なものは高札

場に貼り出された。また，木

版で公布されたものもあっ

た。

堀じゅん子

図版4歌川国貞「浄瑠璃づくし 梅川忠

兵衛 新口村(にのくちむら)の段」，ボ

ストン美術館蔵

図版5歌川廣重「江戸名所百景 深川洲

崎十万坪」安政４［1857］，国立国会図書

館蔵

図版6歌川国貞/歌川国久「江戸名所百人

美女 人形町」藤慶，安政５［1858］，ボス

トン美術館蔵

図版8鯰絵「世直し鯰の情」，安政２

［1855］，大判錦絵，国立国会図書館蔵

図版7黒船かわら版「蒸気船本名フレガット」嘉永６

［1853］，37.5×47.5，東京大学附属図書館蔵



きな文字で書かれ，パリ市の16の住区及び城郭外場末の中でそれぞれの最も高い位置に掲出される。それは法を

住民に周知徹底させるためである 」とされた。

ポスターによる告示は，当初は権力者の特権であったが，次第に政治的な抗議や商業的な広告の勢いを抑えき

れなくなり，1771年にはパリで組織立った広告掲示が認められた。以後，ほとんど文字ばかりの公的な告示から，

木版による最初期の絵入りポスターまで，種々様々なポスターが現れる。アンシャン・レジーム期には，王の告

示のほか，教会による告知，私的な広告，学説の公開審査のためのプレゼンテーション，観劇ポスター，商品や

見世物興業のポスターなどが現れた が，当時の木版技術は素朴なもので，絵入りのポスターはわずかなものだっ

た。イラストレーションがポスターの視覚要素として文字を凌駕するようになるためには，ポスターの大型画面

に版画の複製と量産を可能にする技術が必要だったのである。

そこへ革命さなかのパリが，ポスターが19世紀のニューメディアとして隆盛を極めるための舞台を用意する。

1789年のフランス革命から1848年二月革命までの時代には，政治的主張を掲示した莫大な量のポスターが壁を

覆い尽くした 。

技術面では1798年頃のドイツでアロイス・ゼネフェルダー(1771-1834)が石版技術を発明する。この石版画を

用いてオノレ・ドーミエ(1808-79)は諷刺雑誌『ラ・カリカチュール』(1830創刊)や日刊諷刺新聞『ル・シャリヴァ

リ』(1832創刊)に戯画を描いた。イギリスでも1770年代から1820年代はやはり諷刺版画の黄金時代で，フランス

の『シャリバリ』の成功の流れを受けて1841年には，週刊諷刺漫画雑誌『パンチ(Punch, or The London Char-

ivari)』が創刊される。諷刺版画家の流れの中からは，イギリスではジョージ・クルックシャンク(1792-1878)が，

新たに登場した絵入り本の分野をリードしていく 。西欧諸国において，19世紀は挿絵の時代でもあったのであ

る。

石版画と並行して，それまでの銅版画やエッチングに木口木版画の技術が加わり，挿絵本に新しい可能性を開

くことになる。トマス・ビューイックが開発したこの方法は，木を輪切りにした中央部を版木として使用するも

ので，挿絵が本文とは別刷りになる銅版画やエッチングとは異なり，本文と同一ページに印刷できるという利点

があった 。木口木版画では，石版のように大きな画面を製版することはできないが，精密な細部の再現が可能で，

1842年に創刊された絵入り新聞『イラストレイテッド・ロンドン・ニュース(Illustrated London News)』(図版11)

や1843年パリで創刊された同じく絵入り新聞である『イリュストラシオン(Illustration)』の挿絵には，この木口木

版が用いられ，陰影法と透視遠近法による精密な再現性で，間近に迫った写真の時代を予感させる。

フランスでは1845年頃，広告の中にイラストが登場する。この年大手新聞各社の広告を引き受けていた広告会

社が発行したパンフレットには，「多数の実業家がここ数年来広告に添えることを習慣とするようになった挿絵

に，諸氏の注意を喚起するものであります。活字の形や配置によって人目を引くことは確かに可能ですが，それ

16 Ibid.,pp.10-13.

17 ヴァルター・ベンヤミン著，

今村仁司ほか訳『パサージュ

論』第５巻，岩波書店，(1995

a)，p.64．

18 イギリス19世紀の挿絵とク

ルックシャンクについては，

清水一嘉『挿絵画家の時代

― ヴィクトリア朝の出版

文化』大修館書店，(2001)に

詳しい。

19 Ibid.,pp.58-60.
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図版11『イラストレイテッド・ロンド

ン・ニュース』創刊号(1842.5.14)，活

版，木口木版，個人蔵

図版10J.マイルス＆Co.「地

獄のオルフェ」劇場ポスター，

レタープレス・プロセス，ロン

ドン，(1877)，ヴィクトリア＆

アルバート博物館蔵

図版9アドリアン・ジャン・バプ

ティスト・ムファット「パリの

アート，職業，そして声，ジョリ

による版画選集」の口絵，パリ，マ

ルチネ(1815)

15 アラン・ヴェイユ著／竹内次

男訳『ポスターの歴史』白水

社，(1994)，p.8．



はデッサンや雛形や図面によって，往々にして無味乾燥になりがちな文章を補うことができるという利点におそ

らく勝るものではありません 。」と，イラスト入りの広告を推奨している。

石版多色摺り印刷が可能になる以前，ポスター・デザインの中心は，図版９，10に見られるように，文字を中

心としたものだった。石版は，木版や銅版とはことなり，大型の画面の複製を可能にした。しかし石版画による

19世紀ポスター美術が花開く上で不可欠だったのは，色彩だった。菅靖子は，The Poster:An Illustrated Monthly
 

Chronicle, 1898-1901の日本での出版に寄せて「近代グラフィック・デザインの発展は，白黒の文字刷りから挿

絵や色彩を取り入れたレイアウトへ転換したところに大きな契機がある」としている。その多色刷り石版による大

型ポスターによって，ポスター美術の黄金時代を築く先駆けとなったのがジュール・シェレ(Jules Cheret,1836-

1932)だった。オースマンの都市改造により近代都市としての新たな相貌を見せたパリの街角は，シェレがデザイ

ンした華やかでコケティッシュな女性たちのポスターで飾られた。

ベンヤミンはこの時代の様相について，大量生産品の製造と流通，流 行 品 店
マガザン・ド・ヌヴォテ

，百貨店の登場，そして陳列棚

の増加とともに，商品の顔貌が一層際立ってくる，としている。「芸術生産の諸条件は19世紀中葉頃に変わった。

変わったのは芸術作品において商品形態が，芸術の鑑賞者には大衆という形態が，初めて深刻な形で幅を利かせ

るようになったという点」だったのである 。ポスターは急速に拡大し始めた消費社会の都市大衆の心理を捉える

べく，道行く人々の注意を惹きつけるインパクトのある視覚的広告媒体へと進化し始めた。

フランスにおけるジャポニスムは，すでに絵画の分野に拡がって

いたが，世紀末の1890年，パリのエコル・デ・ボザールで「日本の

巨匠たち展(Exposition des Maıtres Japonaise)」が開催された。主催

者はジャポニスムの立役者の一人，画商ビング(1838-1905)で，700

点以上の浮世絵と，400点を超える版本によって浮世絵師たちの系

譜を示す大規模な展覧会であった 。図版12は，ジュール・シェレ

のデザインによる告知ポスターである。シェレが用いた左の人物の

図像の右下には一勇斎国芳 の落款が見える。シェレの作品自体に

は一見して浮世絵の直接的影響を見て取ることは難しいのだが，

ニーダムはシェレについて，「デザインと装飾に通底する本質的な原

理の注意深い研究によって，彼は独自に，日本の精神を大いに引き

出し展開したのである。」 と述べている。

この時期に開かれたこうした展覧会が，絵画のみならず，黎明期のポスター美術に提供した機会の意義は，著

しく大きかった。

なぜならこの展覧会の翌年の1891年には，ピエール・ボナール(Pierre Bonnard,1867-1947)が「フランス・シャ

ンパン」(1891)，同じ年にトゥールーズ=ロートレック(Henri de Toulouse-Lautrec,1864-1901)が「ムーラン・ルー

ジュのラ・グーリュー」(1891)，続いて「アンバサドールのアリスティド・ブリュアン」(1892)，「ジャーヌ・アヴ

リル」(1893)と，浮世絵版画の造形性に学んだポスター表現による新機軸が続々と打ち出されてゆくのである。さ

らに1895年にはアルフォンス・ミュシャ(Alfons Maria Mucha,1860-1939)が，女優サラ・ベルナールの芝居「ジ

スモンダ」のポスターで成功を収めている。ミュシャの作品には故国チェコスロヴァキアの美術や，ビザンチン，

イスラムなどの宗教美術と，パリの象徴主義的風土の影響が混然と存在するため，日本美術の直接の影響をとり

だすことは難しい 。しかし曲線と平面による構成，植物モチーフなど，当時のアール・ヌーヴォー様式のスタイ

ルもまた，ジャポニスムが次世代の多様な表現様式に混淆していった二次的展開の一例と位置づけることもでき

る。

百花繚乱の感がある世紀末のポスター黄金期は，それがすべてではなかったにせよ，浮世絵との様々な形での

接触が形作ったものと言っても過言ではないのである。

イギリスのポスター・デザインは，これらフランスでの新しい動きを受けたかたちで1890年代から20世紀初

めにかけて隆盛を見た。そうした意味では，イギリスのポスター・デザインには，浮世絵からの直接的な影響の

段階から，ジャポニスムによる二次的，三次的な影響によって，日本美術の造形的特徴がアーティストたちの個

性の中に消化・吸収されつつ拡散していく段階を示すものとして捉えることができる。

23 一勇斎は，歌川国芳(1798-

1861)の斎号。

22『ボストン美術館 華麗なる

ジャポ ニ ス ム 展』図 録，

(2014)，p.112．

21 ヴァルター・ベンヤミン著，

今村仁司ほか訳，『パサー

ジュ論』第２巻，岩波書店，

(1995b)，p.256．

24 Needham, R.,［2013］, op.

cit.,p.102.

25 島田紀夫「アルフォンス・

ミュシャと日本」『アルフォ

ン ス・ミュシャ展』図 録

(1983)，p.163．
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図版12ジュール・シェレ「エコル・デ・ボザールでの 日

本の巨匠たち展>ポスター」(1890)，フランス国立図書

館蔵

20 ベンヤミン.W., ［1995a］,

op.cit.,p.276.



2．3．スペクタクル化する都市のニューメディア，ポスター

これまで述べてきたように，改めて18，19世紀の日本と西欧の文化的背景を対照してみると，意外な共通性が

いくつも見当たることに気付く。その共通性の一つに大衆文化の「スペクタクル化」という現象が挙げられる。芝

居・見世物の流行は，江戸でもパリでもロンドンでも共通して見られる現象である。江戸でイギリスの劇場ポス

ターに似たものを探せば，当然思い当たるのが芝居看板である。

江戸には，近代的なヨーロッパ諸都市に出現する都市大衆の文化的兆候が，すでに現れつつあったのである。

そして大衆の娯楽・流行・消費行動や情報流通を促す媒体となったのは，いずれも「版画」であった。幕末の頃に

は江戸でも「版画」が体制を批判する判じ絵や諷刺画の流行を起こしてもいる。江戸庶民の情報文化の中に見られ

た「落書(らくしょ，おとしがき) 」などは，革命期におけるポスターに相通じるものがあると言えるのではない

か。鎖国と言われた江戸後期には，江戸町人たちも眼鏡絵の銅版画などの視覚情報を通して，すでに西洋の存在

を意識し始めていた。「版画」は日本においても西洋においても，民衆の日常を情報化，スペクタクル化し，都市

大衆を性格づける媒介者だったのである。

このような東西文化の相似た現象と，その反面にある文化的な相違こそが，19世後半に日本の開国をきっかけ

にして起きるジャポニスムを準備したと言える。18世紀半ばに登場した木版多色摺りによる錦絵が起こした視覚

の革命は，19世紀末の石版多色刷り印刷によるポスター美術の革命に通じてゆく性格を持っていたのである。

ポスターという19世紀のニュー・メディアは，「ピアーズ・ソープ」(図版１)で見てきたように，西欧の既往の

絵画の文法では表現しきれなかった，より目新しく新鮮で，活力ある表現方法を必要としていた。そこで再度見

直されたのが，日本の浮世絵版画の造形原理だった。イギリスでは，一足先にフランスで起きたジャポニスムの

画家たちに触発される形で，ポスターという新しいメディアにおける表現の方向性を学ぶことになった。このこ

とは，イギリスのジャポニスムの画家，ホイッスラーが向かった唯美主義の方向と，フランスの共和制下の前衛

の画家たちが理想とした，「民衆の」芸術という方向の，あるいは大きな隔たりであったのかもしれない。ニーダ

ムは，「少なからざるアーティストたちは，日本の名匠たち自身ではなく，イギリスとフランスの模倣者たちの作

品から研究したことによって，日本人の理念と理想を，不完全にしか展開させていない。原作に立ち返るのが一

番だというのに残念なことだ。もしそれが一般的な実習法だったなら，ポスター美術は間違いなく進歩していた

だろうに 。」とも述べている。

3．イギリスのポスターにおけるジャポニスムの展開

日本の装飾美術の基本的な性格については，1867年のパリ万博で日本美術が紹介された翌年，フランスの美術

評論家エルネスト・シェノー(Ernest Cheneau,1833-1890)が，パリの産業応用美術連合の講演で， ①シンメト

リーの欠如>， ②様式>， ③色彩>にあることを指摘している。シェノーはほかにも，

･線的な幾何学的遠近法と，感覚的遠近法との融合

･自然によって提供された諸要素を，装飾的な美術作品に移し替える適確な原理

･装飾画の中で現実
レアリテ

と取り組むことはあっても，形態のシルエットによるだけで，明暗の効果を追究したり

模倣したりすることによってではないこと

･構成が常に総 合
アンサンブル

を生み出すようになっていること

･特徴的な性格・生気・表情を際立たせていく強 調
アクサンチュアシオン

を挙げている 。

そしてそのシェノーの講演から30年余りを経た1901年，ニーダムは『ザ・ポスター』３月号において，「ピアー

ズ・ソープ」を失敗例とする一方で，「ポスターはかくあるべき」造形上の原理(principle)の規範として日本の浮世

絵の特徴を挙げている。その中にはシェノーが日本の装飾美術全般について指摘している要素と重なる部分も多

いが，ポスターに応用すべき特質としてさらに具体的な内容となっている。

①一つの主要なテーマがはっきりと，美しく，提示されている。

②細部は弱められてはおらず，それでいて中心的主題(図柄)を強化する働きをしている。

③無駄な線は存在しない。

26 吉原健一郎『江戸の情報屋

― 幕末庶民誌の側面』，日

本放送協会，(1981)，pp.24-

34．絵入りの落書は明和９

(1772)の目黒行人坂の大火

後に作られた。18世紀後半

の江戸における下層町人社

会の形成が，落書の内容にも

反映していたとみられる。今

田洋三は，この時期の落書に

は「下からの世直し」願望が

あらわれているとしている。

「江戸の災害情報」『江戸町人

の研究』第５巻，吉原弘文館，

(1978)．

27 Needham. R.,［2013］, op.

cit.,p.103.

28 大島清次『ジャポニスム―

印象派と浮世絵の周辺』講談

社学術文庫(1992)，pp.88-

127．
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④平面的な色彩の配色計画は斬新で人目を引くが，常に調和がとれている。

⑤画面構成からは均衡と広がりの印象を受けるが，そうした雰囲気がどのようにして得られたのかを知る手

がかりは与えない。

⑥アーティスト(絵師)たちは線描に，自身の心的状態を押しつけがましく表現してはいない。

⑦彼らは明らかに(画面を)「斑点」で覆いつくすことには愛着がなく，着彩されていない空白を残すことをた

めらわなかった。

⑧全般的な印象は最大限に華やかで，ときにはユーモラスであり，そして間違いなく「隠れた調和の心」に満

たされている。

驚くべきことに，これらの項目は，ほぼすべて，今日のグラフィック・デザインの基礎にも当てはまる。

では，ポピュラー・グラフィックの黄金期を迎えたイギリス世紀末のポスター・アーティストたちは，実際ど

のような形で作品の中に日本美術の造形原理を展開させたのだろうか。今度は同じく『ザ・ポスター』の，ハイアッ

トの評論に取り上げられた作家と作品を中心に，検討してみたい。

ダッドリー・ハーディ(Dudley Hardy,1867-1922)

ダッドリー・ハーディは，ドイツ，パリ，ベルギーに学んだ後，ロンドンで活躍した画家であり，またイギリ

スのアーティスティックなポスターに先鞭をつけたイラストレーターでもある。ニーダムは，ハーディによる雑

誌『To Day』の広告ポスター「イエロー・ガール(Yellow Girl, 1896)」が日本のスタイルとデザインに基づいて制

作された最初のイギリスのポスターである 」と述べている。

ハーディは，フランスのポスターから影響を受けつつ，独自のポスターのスタイルを形作っていった。デイリー

ズ・シアターのために制作された「ガイエティ・ガール」(1893，図版13)は，線描や平面的な色彩，単純化，ヴィ

ジュアルと一体となった文字のレタリングなど，多色刷り石版(カラー・リトグラフ)の特質を十分に生かした作

品である。ハーディは，「アートとコマーシャル，両方の観点から言って，ポスターは可能な限りシンプルで，人

目を引くものであるべきだ。ほんの少しの背景と，ほんの少しのディテール，大胆で印象的な線が，道行く人た

ちの視線を引き寄せるのだ 」，と語っている。ハーディはシェレの作品に学んだコケティッシュで躍動的な女性

を描きながら，画面から不要な要素をそぎ落とし，インパクトのある線描と平面的色彩で，より明快な画面を作っ

ている。

おとぎ芝居「シンデレラ」(1896，図版14)のポスターは，画面構成という点で，浮世絵の影響の流れを汲む作品

である。まず，

①シンデレラが階段を上ってゆくシーンを見る視点の置き方に特徴がある。手前の家臣たちの後姿とシンデ

レラの位置関係を見ると，視点は明らかに宙に浮いている。こうした俯瞰する視点のとり方は，浮世絵に

は広く見られるものである。

②また，絵の主役であるはずのシンデレラの手前に，脇役でしかない家臣たちの後ろ向きの頭部が描かれて

いる。こうした遠近を用いた絵の中の主従の逆転は，ジャポニスムの画家たちに「強迫観念のように」 とり

ついていた，葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」や歌川広重の『名所江戸百景』(1856-1858)のシリー

ズなどに頻繁に見られる「近像型構図 」を思わせる。

③さらに，縦位置の画面の中で，家臣たちの並んだ頭部が作る斜めの線，階段の斜線，画面奥の床と壁の境

目が作る斜線がつくるジグザグ型の構図は，浮世絵はもちろん東洋には古くから見られる空間の奥行き表

現がヒントになっていると考えられる。

ハーディが直接浮世絵からこの方法を学んだのか，ジャポニスムの画家たちからの二次的影響なのかは不明で

あるが，俯瞰する視点，遠近表現，画面構成への影響という，ジャポニスムの重要な側面がこの作品から見て取

れる 。

近景に人物を極端に大きく描く近像型構図は，グローブ・シアターの「トミー・ドッド」(1898，図版15)のため

のポスターにも現れる。劇中の場面を表現する画面構成はさらに単純化され，手前の人物の黒いシルエット，及

び，やはりほとんどシルエット的に塗りつぶされた人物たちを後景に配した構成は，ロートレックの「ムーラン・

ルージュのラ・グーリュー」などに学んだものの発展形に違いない。この「トミー・ドッド」では，薄いグリーンの

テーブルが，画面を構成するシンプルで幾何学的な図形に還元され，バックグラウンドの赤と，強いコントラス

30 Ibid.,p.103.

29 Needham, R.,［2013］, op.

cit.,p.103.

31 雑誌『To Day』のインタ

ビューへのハーディの答え。

(ヴィクトリア＆アルバート

博物館HP，http://collec-

tions.vam.ac.uk/item/

O819385/cinderella-drury-

lane-poster-hardy-dudley/)

34 ①，②，③に挙げたジャポニ

スムに幅広い影響を与えた

俯瞰する視点，遠近表現，

画面構成>については，堀

じゅん子『歌川広重「名所江

戸百景」における遍在する視

点』博士論文(2009)で，広重

の作品の詳細な分析を行っ

ている。

32 稲賀繁美『絵画の東方― オ

リエンタリズムからジャポ

ニスムへ』名古屋大学出版会

(1999)，p.130．

33 近像型構図については，成瀬

不二雄『曙山・直武』東洋美術

選書(1977)，pp.44-48．成瀬

不二雄「江戸からパリへ―

秋田蘭画から西洋近代絵画

へ」『季刊藝術』40号，季刊藝

術出版(1977)，pp.86-105．
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トを作っている。これもやはりジャポニスムから一歩進んで，次世代を感じさせる作品となっている。

ハーディは1867年から1922年という，西欧のジャポニスムの最盛期とともに生き，大陸におけるジャポニス

ムの拡がりを肌で学んできた人物である。ジャポニスムによって咀嚼された日本美術の特徴を吸収し，そこから

新たな方向を示したアーティストの一人と言えるだろう。

エドガー・ウィルソン(Edgar Wilson,1861-1918)

1896年ロンドンで初演されたミュージカル・コメディ「ゲイシャ(The Geisha)」は，英国屈指のデザイナーたち

を雇って十分に宣伝され，ただちにニューヨークでも上演されたほか，ヨーロッパ各地で上演されて空前の大成

功を収め，第二次世界大戦後まで上演され続けた。世界各地で日本の文化と言えば「ゲイシャ」といわれるほどポ

ピュラーなミュージカル・コメディとなったのである。

ウィルソンが「ゲイシャ」のために制作したポスター(1896，図版16)は，大きな傘を持った立ち姿の全身像が，

どことなく菊川英山(1787-1867)の美人画を思わせる。ハイアットは，この作品について，「燃えるような赤，鮮

やかな黄，鈍い緑，そして赤褐色を用いた色彩設計が目を奪う 」と書いている。細部は大きく省略され，着物の

柄も明快な色彩のパターンと化して全体の色彩構成に貢献している。

図版16は，同じくウィルソンが，雑誌『ポスター』の表紙のために描いた作品である。魚というモチーフが，葛

飾北斎の『北斎漫画』(1814-1878)の発見者を自認する版画家フェリックス・ブラックモン(Felix Bracquemond,

1833-1914)の「ルソーシリーズ」(1867)を想起させるが，自然のモチーフを用いた点，水面に飛び出しそうな魚の

躍動的な曲線や，パターン化された細部は，当時イギリスにも広がっていたアール・ヌーボーヴォーの流れを感

じさせる。

A.E.ビートン(Alan Edmund Beeton,1880-1942)

「ギリシャの奴隷(A Greek Slave)」(図版18)は，同じくデイリーズ劇場で1898年に初演されたミュージカル・

コメディで，この作品でビートンは，劇場の前に行列する人々をポスターのモチーフにしている。

紙の白地にモノトーンのシルエットのコントラストが美しい。左上に並ぶ人々の行列に対して，右下に大きく

開いた余白が特徴的である。画中の余白は，日本の絵の伝統的な造形理念の一つに数えられるが，ジャポニスム

以前の西欧絵画には見ることのできなかったものである。

そしてこのポスターの構図上で最も著しい特徴が，画面をはっきりと対角線状に２等分する舗道の線である。

こうした対角線状の構図は，これほど極端に画面を二等分する例は見ないものの，日本の浮世絵風景画ではしば

しば用いられる特徴である。

俯瞰する視点から描いた対角線状の構図による遠近表現は，前述した「近像型構図」と並んで西欧の人々を驚愕

させた独特な遠近法の一つでもある 。特に，劇場前に並ぶたくさんの人々が作る相似した図形が，画面奥から手

35 Hyatt, C.,［2012］, op. cit.,

p.183.

36 俯瞰構図と近像型構図の関

連性については，大久保純一

『広重と浮世絵風景画』東京

大学出版会，(2007)，pp.182-

190．

イギリスのポスター美術におけるジャポニスム

図版15ダッドリー・ハーディ「トミー・

ドッド)」(1898)，リトグラフ

図版14ダッドリー・ハーディ「シンデ

レラ(Cinderella)」(1896)，リトグラフ

図版13ダッドリー・ハーディ「ガイ

エティ・ガール(A Gaiety Girl)」

(1893)，リトグラフ



前へ次第に大きく見えることで，奥行き感が強調される。こうした効果のことを筆者は「行列効果 」と呼んでお

り，これもやはり北斎や広重が，繰り返し用いている効果である。このような独特な遠近表現は，縦位置の画面

でこそ極端な効果を発揮する。ビートンはこの作品の着想を，おそらくは広重か，その流れを汲む絵師の風景画

から，じかに得たものと思われる。

また，赤い枠線がアクセントとして強調されているが，描かれた風景を囲む枠線も，浮世絵風景画にしばしば

見られる特徴の一つ である。浮世絵風景画の枠線は，もとをたどれば，江戸時代に西洋からもたらされた，光学

的な仕掛けによって画面の奥行き感を楽しむ視覚玩具，眼鏡絵(ゾグラスコープ)と一緒にやって来た，銅版によ

る風景画の四角い縁が，西洋風の遠近法を用いて描かれた浮世絵風景画に残されたものだったのである。

歌川広重の『名所江戸百景』の独特な構図については，19世紀も末に近づく頃，写真機の普及とともに，かなり

遅れて深い関心が寄せられるようになるが，この作品はそうした意味でも非常に興味深い。

トム・ブラウン(Tom Browne,1872-1910)

トム・ブラウンによる『ザ・ポスター(The Poster)』1898年8-9月号の表紙(図版19)は，手前に極端に大きく描

かれた女性と，背景の人物たちの関係から，これもやはりはっきりとロートレックのポスターの影響が見て取れ

る作品である。色面による構成と，前景の人物をくっきりと縁どる線描は，ゴーギャンらポスト印象派の画家た

ちのクロワゾニズムを思わせる。背景はモノトーンに抑え，逆に手前の人物は赤系の進出色で華やかに彩られて，

色面構成の論理的な強 調
アクサンチュアシオン

が効果を上げている。

ブラウンは若い頃に印刷会社で見習いをしていた経験があり，1897年には

石版多色刷り印刷の会社，「ノッティンガム・トム・ブラウン＆カンパニー」

を設立している。

また彼は，ダッドリー・ハーディ，フィル・メイ(Phil May,1864-1903)ら

と並んで，1898年以降現在も続くロンドン・スケッチ・クラブ (The London
 

Sketch Club )の創立メンバーでもあり，イギリスのカートゥーンとイラス

トレーション，そしてポスターの黄金時代を作ったアーティストの一人であ

る。

このロンドン・スケッチ・クラブのもとになったのは，1830年に創立され

た，ジョン・テニエル(John Tenniel,1820-1914)，アーサー・ラッカム(Arthur
 

Rackham,1867-1939)，チャールズ・キーンズ(Charles Samuel Keene,1823-

1891)らを含む，「モノクロ」版画による諷刺画，挿絵画家たちの集団「芸術家

協会(Artist’s Society)」である。1890年代のロンドン・スケッチ・クラブへ

の発展は，石版多色刷り印刷の発達とともにあったと言っても過言ではない。

図版16エドガー・ウィルソン「ザ・ゲイ

シャ(The Geisha)」(1896)，リトグラフ

図版18A.E.ビートン「ギリシャの奴隷

(A Greek Slave)」(1898)，リトグラフ

図版17エドガー・ウィルソン「ポスターと

アートコレクター(Poster and Art Collec-

tor)，1901年２月号表紙」

37 堀じゅん子「江戸末期浮世絵

による擬似体験としての日

本― 歌川広重『名所江戸百

景』の視点」『情報文化学会

誌』Vol.13No.1，p.68．

38 浮世絵風景画の枠について

は，大久保純一『広重と浮世

絵風景画』東京大学出版会，

(2007)，pp.33-76．

39 The London Sketch Club
 

HP，http://www.londons-

ketchclub.com/,2014.
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図版19トム・ブラウン『ザ・ポスター(The
 

Poster)』1898，8-9月号表紙



20世紀に入る頃には，このクラブのメンバーたちのスタイルは，ポスター・アーティストたちが好む，大胆な線

描のグループと，物語挿絵的な「妖精」画派のグループ，２つのスタイルに分かれていた。

このことは，つまりイギリスにおいてはこの時期に，挿絵とポスター・デザインの分野が明確に分離し始めた

ことを示していると言えるだろう。

ジャポニスムの影響がうかがえる，同時期のイギリスのポスター・アーティストには，ほかにもベガースタッ

フ・ブラザース(J. & W. Beggarstaff(1894-1899) ，ジョン・ハッサール(John Hassall, 1868-1948)，オーブ

リー・ビアズリー(Aubrey Vincent Beardsley,1872-1898)ら重要なアーティストがいるが，いずれ機会を改めて

取り上げてみたいと考えている。

4．まとめ

本稿では，ジャポニスムの影響が見られる作例として取り上げられる機会の少ないイギリスのポスターを取り

上げ，『ザ・ポスター』に掲載された二つの論文をてがかりとして，ジャポニスムが，19世紀後半から隆盛を見る

ポスターという分野にどのような広がりを見せていったのか，その一端を垣間見てきた。

まず19世紀の西欧では，産業革命後の大量生産社会の進展と流通経済の急速な発達の中で，都市が急激に肥大

化し，労働者，ブルジョワジーを問わない群衆としての都市大衆が出現した。「自由市場はこの群衆を，急速に，

そして計り知れない規模で増大させ 」たのである。この大衆消費社会の現出により，ポスターによる広告宣伝の

分野は，リトグラフという新しい版画技術を得たアーティストたちの活躍の舞台として拡大していった。

そしてニーダムが明確に分析しているように，浮世絵は，このポスター美術に有効な多くの造形的特徴を備え

ていた。浮世絵版画は，草双紙の挿絵に始まり，一枚絵，引札，かわら版挿絵をはじめ，江戸町人たちの娯楽・

教養・広告宣伝・報道などに関わる様々なメディアのヴィジュアル要素を一手に担っていたと言える。幕末には

梅素亭玄魚(1817-80)のように，文字や紙面装飾を得意とする，デザイナー的特徴を持った絵師さえ現れてくる。

木版多色摺りによる浮世絵，すなわち錦絵は，西欧の19世紀に現れた新しいメディアにも有効な，そしてそれま

での西欧には見られなかった，多様でユニークな手法をすでに発達させていたのである。

ポスターにおけるジャポニスムは，これらのことを背景として広がりを見せた。しかしながらイギリスのポス

ターのジャポニスムには，フランスのシェレやボナールのような現世肯定的なはじけるような快活さや，ロート

レックのような都市底辺に生きる人々への共感といったものはあまり感じられず，主に日本の浮世絵の，あるい

は浮世絵の影響を受けたフランスのポスター美術の，造形的な側面にのみスポットが当てられているようにも思

われる。権力の側の象徴としてのアカデミーに反旗を翻したフランス前衛の画家たちは，浮世絵を「民衆の芸術」

と捉え，その特徴を彼らの造形理念の中に取り入れていったが，ロートレックやボナールのポスターは，その前

衛運動の流れの中から登場した。一方，経済的にも政治的にも繁栄を極めたヴィクトリア朝時代のイギリスの，

表現の上では堅苦しさや古さを免れない写実的な態度に貫かれた絵画 は，「ピアーズ・ソープ」(図版１)で見てき

たように，そのままポスター美術の斬新な表現に結びついていくというわけにはいかなかったのである。

ポスターの造形原理は日本の巨匠たちの作品から直接学ぶべき，としたニーダムの言葉は，当時のイギリスの

ポスター作品の多くが，フランスのポスターのジャポニスムやアール・ヌーヴォーからの二次的・三次的な影響

によるものであったことを示している。このことを逆に考えれば，浮世絵の造形要素は，こうした間接的な影響

を経て，ポスターという新しいメディアの表現の中に取り入れられ，生かされていったとも言える。また他の国々

のポスター美術についても，同様なことが言えるのではないだろうか。

ジャポニスムの影響を受けた作品は，さらに次々と模倣され，それぞれの作家の個性と多様な地域の風土や文

化の中に溶解しつつ，再び新たなスタイルを生み出してゆく。それはおそらく世紀を超えて，ジャポニスムが終

焉を迎えたとされる1920年以降も，我々の世代に至るまでのメディア表現に，多くのかたちで繫がっているにち

がいない。

40 James Pryde(1866-1941)と

William Nicholson(1872-

1949)。文中のカッコ内は，

兄弟でポスター・デザインを

制作していた時期。

41 ベンヤミン.W.,［1995b］,p.

333.

イギリスのポスター美術におけるジャポニスム

42 ヴィクトリア朝絵画につい

ては，高橋裕子，高橋達史

『ヴィクトリア朝万華鏡』新

潮社(1993)に詳しい。
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