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20世紀初頭のドイツにおける情報組織化運動と 
そのグラフィックデザインへの影響

はじめに：研究目的

本研究でいう「情報組織化運動」の直接の対象は、紙フォーマット標準化をはじめとする手法

によって情報の組織化を目指したカール・ヴィルヘルム・ビュラー（Karl	Wilhelm	Bührer,	1861-

1917）、アドルフ・ザーガー（Adolf	Saager,		1879-1949）、ヴィルヘルム・オストヴァルト（Wilhelm	

Ostwald,	1853-1932）が 1911 年にミュンヘンで結成した「橋」と、その後継者ヴァルター・ポー

ストマン（Walter	Porstmann,	1886-1959）による 20 年代における展開までの一連の活動を指す。

彼らによる情報組織化運動は、「ムンダネウム（Mundaneum）」構想で知られるベルギーのポール・

オトレ（Paul	Otlet,	1868-1944）らによる国際書誌運動とも連携していたことから、20 世紀初頭に

おける「知の共有」を理念とする大規模な国際的文化運動の一躍を担っていたともいえる。「橋」

の活動は、同時期のドイツ工作連盟の活動とも関係しており、彼らの活動は、1910 年代からすで

にグラフィックデザインの領域と深い関わり合いを有していた。情報組織化運動とグラフィック

デザインの関係は、1920 年代になるといっそう顕著となる。オストヴァルトのアシスタントを勤

めていたポーストマンが、ドイツ工業規格（DIN）の理論的基礎を作るとともに、紙フォーマッ

トの制定、正書法の改革などを推し進めたが、こうした彼を中心とした情報組織化に関わる活動が、

同時期のバウハウス関係者やヤン・チヒョルト（Jan	Tschichold,	1902-1974）、マックス・ブッヒ

ャルツ（Max	Burschartz,	1887-1961）、クルト・シュビッタース（Kurt	Schwitters,	1887-1948）ら

の構成主義グラフィックデザインに強い影響を及ぼすようになるのである。

本研究は、「情報組織化運動」を軸にした以上の仮説的な系譜を設定したうえで、1）「橋」の活動、2）

ポーストマンの業績、3）彼らの同時代のドイツにおけるグラフィックデザインへの影響の三点に

ついて、文献調査、および現地資料調査の実施によって検証することを目的とする。

1. 情報組織化運動

本研究で用いる「情報組織化運動」という用語は、一般に受け入れられていないので、まずそ

のことについて簡単に説明しておく。

情報という観点から見ると、19 世紀は書物、雑誌、新聞などの紙メディアの生産が飛躍的に増

大した時代であった。こうした事態への対応が、19 世紀後半にはさまざまな領域で問題となって

いた。とりわけ紙メディアを主なコレクションの対象とする図書館においては深刻であり、そこか

らこの問題に対処しようとする先駆的な試みが現れた。すなわち、現在でも使用される図書十進

分類法（以下「DC」（Decimal	Classification）と略記）がそれである。当時図書館では、書物を

体系的に配架するための統一コードは存在せず、増大し続ける書物を効率よく配置するシステム

が必要となっていた。DCは、こうした時代背景からアメリカの図書館員メルビル・デューイ（Melvil	
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Dewey,1851-1931）によって、1873 年に考案された。さらにいえば、デューイの構想の射程は、分類

法にとどまらず、語句の省略表現、速記、メートル体系の採用、カードの規格化（7.5cm × 12.5cm）

など、情報の領域における「効率」を追求する数多くの試みを含んでいた。それは後に、アメリカか

らヨーロッパへと世界を席巻することになる合理化運動、とりわけフレデリック・テイラー（Winslow	

Frederick	Taylor）の「科学的管理法」の先駆的試みであった（注 1）。

書誌情報を制御しようとする考え方自体は、もちろんデューイ 1人の発想ではなかった。ヨーロッ

パでは、オトレとアンリ・ラ・フォンテーヌ（Henri	La	Fontaine,	1854-1943）が同様な発想に基づ

いた活動を行っていた。いずれも法律家であったオトレとラ・フォンテーヌは 1880 年代から書誌情

報の収集と編纂をはじめている。オトレが社会学に関心を持っていたことから、当初はその範囲は社

会科学関係に限られていたが、デューイの分類法を知ることで、その対象をあらゆる領域に拡張し、

さらにその研究と普及のための機関として 1895 年に OIB（Office	International	de	Bibliographie）、

ならびに IIB（Institut	International	de	Bibliographie、国際書誌学会）を 1895 年に設立し、この事

業を国際的な活動へ組織化するのである。前者は、ベルギー政府によって管轄された公的機関であり、

この時期から国際的規模での書誌情報の収集と編纂が本格化する。IIB を拠点に彼らが始めた活動の

うち、世界書誌（RBU（Rpertoire	Bibligraphique	Universel））の制作が有名である。これは「1つ

の図書館の蔵書を示すのではなく、存在するすべての作品についての情報を時間的にも、空間的にも、

言語についても、内容についても、まったく普遍的」に収集、分類した書誌カードの制作であり、大

英博物館をはじめとする世界各国の大図書館の蔵書目録の取り込みなどから始まった巨大なプロジェ

クトであった（注 2）。

情報組織化運動とここで呼ぶ運動は、このオトレとラ・フォンテーヌによって推進された活動を嚆

矢とする。彼らの活動は、たんなる書誌運動の範囲を超えたユートピア的性格を持っていた。活動の

範囲が国際的規模に拡張されると同時に、分類のジャンルも画像や事物などあらゆるドキュメントに

拡大された。それだけではない。オトレは、知識の共有のシステム構築を目指すのみならず、国境を

越えた組織の国際的連携をも目標として活動の幅を広げ、1910 年には諸国家に分散して存在するさ

まざまな組織—協会や研究機関などを連合するUnion	of	international	associations	（国際団体連合）

を 1910 年にブリュッセルに設立するに至っている。

オトレらの活動は彼の死後長く忘却されたままであったが、1990 年代後半から再び注目されるよ

うになってきた。いうまでもなくインターネットの普及による社会のグローバルな情報化がその背景

にある。書物と図書館の未来を対象としたオトレの構想には、通信網による電子図書館構想が含まれ

ていたが、そこにインターネットの基礎概念の 1つであるハイパーテキストの考え方がすでに含まれ

ていたことから、彼はインターネットの予見者の 1人と見なされるようになったのである。ところで、

グラフィックデザインの立場からは、オトレの活動に関係していた同時代人たちも、同じ文脈から注

目を集めるようになってきたことがむしろ重要である（注 3）。そのうちの 1 人はアイソタイプの考

案者オットー・ノイラート（Otto	Neurath、1882-1945）であり、そしてもう 1 人がノーベル化学賞

受賞者であったオストヴァルトである。彼らはデザイン領域とはまったく異なる経歴を持ちながらも、
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いずれもグラフィックデザインに深い関連性を持つ業績を残している。ノイラートは、ピクトグ

ラムの先駆者としてすでによく知られている。他方、オストヴァルトは、紙のフォーマットの基

礎や色彩調和体系を考案した人物として比較的知られている。彼らの業績については、造形作品

を業績と見なす一般的な評価基準とはまったく異なる視点から検証する必要があろう。すなわち、

それらは、情報伝達におけるいわば「インフラ」の構築として捉えることができるのである。「情

報組織化」は、その意味でグラフィックデザインとより根本的な関係にあるといえる。

さて、このうち本研究で着目するのが、オストヴァルトが紙のフォーマットを考案する直接の

契機となった「橋」という名の組織の活動である。1911 年にミュンヘンで結成された「橋」は、

1914 年には解体しており、きわめて短命な、またそれゆえに忘却を余儀なくされた団体であった。

しかし、この団体はドイツ工作連盟とも直接かかわりを持ち、中心的事業の 1 つとして紙フォー

マットの統一化案「世界フォーマットWeltformat」の推進を具体的に提案していた。そしてこの

構想がオストヴァルトの秘書であったポーストマンによって受け継がれ、DIN（ドイツ工業規格）

紙フォーマットの制定化へと発展した。このことからも、「橋」が近代グラフィックデザインの歴

史と強い関連性を持っていたことが分かる。

注

1）	 G.	F	lanzraich、	“The	Library	Bureau	and	Office	Technology”、	Library	and	Cluture、	28.4、	pp.403-429、	

1993;	M.	Casey、	“Efficiency、	Taylorism、	and	Libraries	in	Progressive	America”、	Journal	of	Library	Histo-

ry、	16.2	pp.	265-279、	1981

2）	 オトレらの活動については次の文献を参照した。Warden	Boyd	Rayward:	Paul	Otlet,	Internationalist	and	

Bibliographer,	Ph.D	Dissertation,	University	of	Chicago,	1973;	根本彰 :IIB の世界書誌編さん活動	1895-1914、

Library	and	Information	Sciences,	No.19,	1981,	pp.21-36	

3）	 オトレについての再評価は、たとえば Trudi	Brllard	Hahn	and	Michael	Buckland:”Historical	Studies	in	

Information	Science”（American	Society	for	Information	Science,	1998）収録の諸論文で検討されている。

また、オトレ、ノイラート、オストヴァルトをはじめとする 20 世紀初頭のヨーロッパにおける知的運動を

主題とする国際シンポジウムがすでに二度開催されている。1 つは、ムンダネウムで開催された”Recontre	

transnationale	sur	Paul	Otlet”（2002 年）、もう 1 つはイリノイ大学で開催された”Euporean	Modernism	

and	the	Information	Society”,	（2005 年）である。
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2. カール・ヴィルヘルム・ビュラーと「モノ・システム」の展開

「橋」の活動を取り上げる前に、ここで重要な人物の存在について指摘しておきたい。それが、オス

トヴァルトとジャーナリストのザーガーらとともに組織「橋」を結成したスイス人のカール・ヴィル

ヘルム・ビュラーである。オストヴァルトの業績の大きさから、これまで「橋」の活動については、

主にオストヴァルトを中心として論述されてきた。だが、橋の中心的な設立者はビュラーであり、そ

もそも紙のフォーマット統一化というアイデアもビュラーに由来している。加えて、科学者のオスト

ヴァルトと異なり、ビュラーは実業家、編集者であり、広告システムの刷新も彼の活動の重要な目標

に含まれていたことなどから、グラフィックデザインの立場から重視すべきなのはビュラーの活動な

のである。

ところで、ビュラーの活動が注目されないそもそもの理由は、彼の活動を知るうえで必要な手がか

りの少なさにある。一般的には、彼の肩書きは「編集者」として紹介されている。たとえば「商業ポ

スター協会」（APG（Allgemeine	Plakatgesellschaft）のホームページでは、「ビュラーは 1 月に 2

回発行の雑誌「スイス」の設立者、最初の編集者であり、この雑誌はほぼ 20 年間にわたり、スイス

のドイツ語圏での文学的、芸術的な雑誌だった」（注 1）と紹介がなされている。だが近年、彼は「中

部スイス地理学、商業協会（Mittelschweizerischen	Geographisch-Commerciellen	Gesellschaft）」

と呼ばれる学術組織に関係していたことが判明し、そこで「橋」の活動を先取りするようないくつ

かの実践をすでに行っていたことがわかってきた（注 2）。さらに、この協会が活動を停止した後に、

ビュラーは会社「国際モノ会社（Internatioanl	Mono-gesellschaft）」を設立し、広告カードを商品

とした事業を始めるが、この会社での活動についても不明な点が多かった。この点については、筆者

の調査によって、その活動の様子を知ることのできるいくつかの資料 -特に写真資料 -の存在を確認

し、ある程度の活動内容を把握できた。これらの調査に基づいて、本章では「橋」の活動につながる

重要な前段階として、「橋」設立以前のビュラーの活動について紹介することにする。

2.1.「中部スイス地理学、商業協会」での活動

「中部スイス地理学、商業協会」は、「科学的な地理学研究の促進」と、「工業と輸出産業の促進」を

目的として 1884 年 10 月にアーラウに設立された団体である（注 3）。ここで、地理学とは、交通網

の発達と資本主義の発達にともなう植民地獲得競争、世界的規模での商業の発達などを背景に 19 世

紀に特に進展が見られた学問であった。19 世紀末には、各国で地理学を専門とする学会が設立され

たが、「中部スイス地理学、商業協会」もその 1 つであった。協会の会長であるヘルマン・ブリュー

ホファー（Hermann	Beunnhofer,	?-?）は、協会の年鑑『Fernschau』第 1巻［図 1］において、「中

間報告」を行っている（注 4）。その報告では、地理学の汎ヨーロッパ的性格と、その実践的有効性

が強調されている。すなわち、ナショナリズムと個人主義の嵐に見舞われたヨーロッパにおいて、「文

化的理念の保護を仕事にすえてきた他のすべての科学的共同体以上に、この世紀の半ば以来、影響力

のある地理学、人類学協会が従事してきたのは、諸民族に謙虚になるよう強く促し、彼らに学術研

究上および商業的関心の領域での友好的競合を勧めることであった」（注 5）と述べている。そして、

地理学人類学は、「動物地理学」、「言語地理学」、そして「医療地理学」など、実践的学問として成果
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をあげ、「地理的な知識の各々の発達が途切れていた領土の拡張という結果になった」と、国際的

に拡張した商業貿易にとって地理学の重要性が広く認識されるようになったと指摘する。こうし

て、1884 年の 5月に大工業、ビジネスマン、公務員、学者たちがアーラウに会合し、「中部スイス

地理学、商業協会」の設立準備大会が開催され、同年の 10 月 19 日に正式な設立が決議されている。

この協会の活動において、重要なことは、地理学専門の図書館や、「人類学商業ミュージアム」

および「写真ミュージアム」などの各種研究機関の設立を協会の目標として掲げていることであ

る。スイスでは当時まだ国立のミュージアムを有しておらず、そのためにこの目標に基づく活動

は、設立運動の意味を持っていた。加えて、写真のコレクションを行う写真ミュージアムの設立は、

ドイツ語文化圏においては最初期の事例として注目されていた。このような機関の設立準備に際

して、この協会は世界各国の地図、地球儀、写真、現物資料などの関連資料を収集し、展覧会を

開催していた。また国内の産業促進のために特に学校教育へのその応用を重視しており、巡回展

示のための小型展示キャビネットも考案されていた（注 6）。

ビュラーは、人類学商業ミュージアムの「書記長・学芸員」として協会の拡張に貢献した若き

ビジネスマンであり、協会の事務作業に加え、図書館、ミュージアムのための資料収集、および

展示の実務を担当していた。年鑑『Fernschau』には、彼の文章が複数掲載されているが、その

文章からビュラーは、とりわけ紙メディアの整理、分類、展示の方法について細かく検討を加え、

収集方針の決定や収集のためのシステム作りを行っていたことが分かる。

たとえば写真を収集整理するために、写真を一枚ごとに台紙に貼り付ける作業が必要となる

が、そのためのフォーマットについて、「包括的な写真コレクションが実際に利用できるべきであ

り、そのさい問題となるのはハンディで見通しよく、すてきに整えて陳列することである。」（注 7）

と述べ、その調査を行い結果を報告している。彼の報告によれば、2年間で 5000 ぐらい集めたが、

図1　Fernschau Vol.1表紙 図2　写真展示台：Aが標準サイズの写真用、Bが大サイズの
写真用のスペース
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そのうち約 100 枚が協会の標準フォーマットの 29cm × 35.5cm から外れてしまい、41.5cm × 55cm

の大きさの台紙の上に貼付けることで対応した。そして、こうした検討の結果、得られた台紙の標準

フォーマットを将来すべての写真ミュージアムが採用すべきと提案している（注 8）。また将来の都

市におけるミュージアムの展示空間の欠乏に備えて、コンパクトな展示台も提案している［図 2］。

サイズの検討に加え、写真の台紙の情報記載のフォーマットの基準についても、細かく述べられて

いる［図 3］。すなわち台紙の左上には写された対象の地理的場所を、丸く太い装飾文字（Rundschrift）

で、タイトルの下に別の文章を「最近の書体」で書く。左下には特別な教示を、カタログ番号は、縦

長の場合には右上、横長の場合には右下にそれぞれ記入する。このような工夫によって、台紙を箱に

入れた場合に、検索が容易となるとビュラーは述べている。

以上の実践的な作業に基づいて、ビュラーは、将来は、大きな公共図書館や大学、技術大学、教育

研究室、ギムナジウム、言い換えればすべての教育機関が「大規模に写真アーカイブの組織の力と共

同するのは決して骨折り損ではない」という見解に到達するのではないかという希望を提示している

（注 9）。

さて、以上のように、協会におけるビュラーの活動には、その後の活動の特徴が萌芽的に見られる

ことが確認できる。それは、写真を貼り付ける台紙のフォーマットの細かな規定や、そのフォーマッ

トの国内での共通利用の提唱、場所を取らないコンパクトな展示台の提案などであり、資料の収集と

その整理の作業から、情報を組織化することの文化的意義を、このとき彼は経験していたと想定され

るのである。その他、年鑑に掲載されていた広告の扱い方についても注目してよい内容が見られる。

ビュラーは、編集において、年鑑に掲載する広告を扱っており、協会の会員の広告が、第 2 巻から

巻末に付録として掲載されるようになった。そして、そこで彼は、これらの広告を国外の会員との交

流のために有効な情報源であると位置づけ、「世界往来（Der	Weltverker）:	国内国外へのスイスの

35.5cm

29cm

 協会のスタンプ地理学的場所

カタログ番号特別な教示タイトル

図3　写真貼り付け用台紙のフォーマット

図4　Pro-Mono表紙
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関心を促進するための組織」というタイトルのもとで改めて誌面が編集し直されると記している

のである（注 10）。以上、ここで確認できた、資料収集の整理分類のためのフォーマットの規定や、

情報媒体としての広告への着目などの一連の要素は、その後も持続して主張されることとなる。

2.2. 「国際モノ協会」の設立と「モノ（MONO）」

「中部スイス地理学、商業協会」は 1905 年に活動を停止する。その同年の 11 月 27 日にビュラー

は、ヴィンタートゥールに株式会社「国際モノ会社 Intternational	mono-gesellschaft」を設立し、

新たな事業を始めている。この会社の中心事業は、「モノ（MONO）」および「モノ - システム

（MONO-SYSTEM）」と呼ばれる新しい広告システムであった（注 11）。会社が刊行した小冊子『プ

ロ -モノ（PRO-MONO）』［図 4］には、「モノ」について次のような説明がある（注 12）。

「「モノ」とは何か ?チューリッヒの編集者ビュラーによって考案された「モノシステム」はカード形式と

仮綴じ小冊子形式のあらゆる印刷物をハンディな統一フォーマット（10.5 × 16.5cm）で生産し、同様に統

一して施されたやさしく分かりやすい登録記載の印刷された文句によって、さまざまな形態の : 企業の（綴

じられてない）印刷物、官公庁の印刷物、私人の印刷物、そして協会の印刷物に、苦労のいらない保管を、

空間的節約を伴った丹念かつスピーディな整理を保証するでしょう。

技術的な完璧さと芸術的デザインによって、すべての印刷物は、最大限広範囲な民衆階層の中に美への喜

びをもたらすべきであり、教養ある人の共同活動に、ほとんど無限の新しい領域が開かれるべきなのです。

「モノ -システム」は完全に新しい価値を作り出します。なぜならそれは、その多様な変化のために、ある

程度満足できる整理と保管のすべての試みが困難な印刷物の膨大な量を紙屑篭行きから守るからです。—

「モノ」は国際的に組織され、すべての文化国家において守られるのです。この万華鏡のようなさまざま

な「モノ」−「モノ」なるマークはモノグラフィ（Monographie）の略号—では、とくに「企業推薦モノ」

（Geschäftsempfehlungs-Mono）と「風景モノ（Anschits-Mono」」が、多数の収集家たちの心を虜にし

ました。なにしろそれらは所有者に、精神的な〈刺激〉、快い〈啓蒙〉、そして芸術的な〈楽しみ〉を同時

に与えるようなまさに〈理想的な収集対象〉をもたらしたのですから。

以上の説明から「モノ」についてこうまとめられる。「モノ」とは、「モノグラフィ」の略称であり、

厳密に定められたルールにしたがってデザインされた絵入りカードである。すなわちそれは「ハン

ディな統一フォーマット（11.5 × 16.5cm）で生産」される「カード形式と仮綴じ小冊子形式の印

刷物」であり、表面には画像が、そして裏面には「やさしく分かりやすく表示された統一登録内容」

が記載されている。この物理的かつ論理的な情報の統一フォーマットが「モノシステム」であり、

これに従うことによって容易に印刷物の保管を、空間的に節約でき、しかも丹念かつスピーディ

な整理が可能となる。以上が「モノ」の要点である。

さて、「モノ」は、サイズとしては当時の郵便はがきの国際規格である 9cm × 14cm に近いが、

ジャンルとしては、同時代に流行していた広告カードの部類に属する印刷物である。広告カード

は当時すでにかなりよく知られた広告の一ジャンルであった。その起源は、1860 年代のパリにお

けるArtistide	Boucicant の試みにまで遡ることができ、彼は商品に小さな印刷カードを添付する

アイデアを発案していたのである。ドイツでは、1870 年代にケルンの Liebig 会社が、このアイデ

アを「絵入りカード広告カード（Reklamekarten）」として展開したのが最初である。1880 年代に



8

は、スイスのチョコレート製造会社 Suchard が、この広告カードをチョコレートに同封して販売を

行うなど、広告カードは 20 世紀初頭には子供を中心にかなり親しまれていたメディアであった（注

13）。このような状況からすれば「モノ」は必ずしも革新的なメディアというわけではない。ところが、

ビュラーは、そうした広告カードのジャンルと一線を画す文化的な所産として「モノ」を位置づけよ

うとしていた。

ではビュラーはどのような文化的価値を「モノ」に込めようとしていたのか。この点に関しては、

同時代の論評者であったオスカー・シュビンドラザイム（Oskar	Schwindrazheim）が述べている。

すなわち彼によれば、一般的な広告カードでは、描かれる図像テーマはクライアントとはあまり関係

なく、もっぱらカードが捨てらずに、いつも繰り返し収集される効果に満足するだけであった。それ

に対して「モノ」は、その会社の土地や業種、技術とか企業の利用について、部分的には純粋に教育

的に、部分的にはユーモアを交えて図像がデザインされていた（注 14）。「モノ」には、啓蒙主義的

意義が込められていたのである。

こうした価値観を背景に、「モノ」は、たんに 1つの商品ではなく、むしろ同時代の広告を批判し、

その改善のための提案として制作されていた。いかに広告の質を高めるか、このことが重要な課題で

あった。この目的のために、「モノ」のデザインでは、リトグラフによる表面の図像のみならず、裏

面の文章についても扱われる主題の吟味と、その簡潔かつ科学的な記述が心がけられた。

とりわけ、図像のデザインに関して注目されるのは、スイスのグラフィックデザイン史において知

られているいわゆる「芸術家ポスター（Künstlerplakat）」と呼ばれた個性的なポスター芸術が盛ん

となる時期に少し先行して「モノ」が登場したという点である（注 15）。スイスでは、この動向の母

体となる「商業ポスター協会（APG:Allgemeinen	Plakatgesellschaft）が 1900 年に設立され、1910

年になって、ポスター芸術の動向が本格的に高揚したとされる（注 16）。そして、この動向において

活躍した、Emil	Cardinaux、	Gilsi、	Hans	Hohlwein、	Burkhard	Mangold、	Carl	Moos、などのポス

ター作家たちが、「モノ」のデザインに参加していたのであった。加えて、モノの印刷を請け負った

のが、この「芸術家ポスター」の発展に大きく貢献したリトグラフィの印刷者ヴォルフェンスバーガ

ー（Johann	Edwin	Wolfensberger,1873-1944）であった。

広告の質を高めるという主張は、いっそう重要な第 2の主張に結びつく。すなわちそれは「印刷物

の廃物化からの保護」である。ビュラーのこの主張は、小冊子「プロ−モノ」の冒頭に「わたしは人

間にもっと印刷インクを尊敬してほしいのです」というスローガンとして表現されている。ここには、

たんに広告の美的造形にとどまらず、それを効率性や節約性に結びつけようとする同時代の合理化運

動の風潮を反映した独特の形態を見ることができる。すなわち、広告の価値を高めることで、屑籠行

きの運命にあった端物印刷物を蒐集物に変えようというのである。

2.3.「モノ」の種類と具体例

制作された「モノ」には大きく二種類があったようである。1つは企業広告を目的とした「企業推

薦モノ（Geschäftsempfehlungs-Mono）」であり、もう一つは「風景モノ（Ansichts-Mono）」と呼

ばれるコロタイプ印刷の写真画像と文章が記載された地理資料カードである。
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2.3.1.「企業推薦モノ」

「企業推薦モノ」は、企業の広告を目的とするカードであるが、ビュラーは、「広告（Reklame）」

ということばの響きには、なにか「不快な添え物」があり、「誇張、不健全さ、破壊性、誠実でな

い何か、すなわちモノシステムが避けたいと望んでいる全て」が含まれているとして、この長っ

たらしい名称をあえて使っていると説明している（注 17）。そして、「企業推薦モノ」は、こうし

た不快な添え物に代えて広告カードに「文化的担い手の刻印を押し発展させる」ことを目標とす

ると述べている。「企業推薦モノ」という名称自体に、先に述べた「モノ」の特徴が現れているの

である。

この「企業推薦モノ」が、どのような内容で、そしてどのように制作され販売されたのかにつ

いての全容は、まだ知られていない。『プロ -モノ』には、「エリート・モノ」と呼ばれるシリーズ

が紹介されているが、これは 40 の企業が参加したシリーズで、すでに制作されたモノを新たにシ

リーズとしてまとめたものだと思われる。企業の業種は、ビール製造業、銀行、クリーニング業

など多彩である［図 5］。

ここで、1つの例として、1900 年に設立された化粧品、ヘルスケア商品などを扱う会社「TRYBOL」

社の「モノ」を見てみよう［図 6］。表面に描かれているのは、花が咲き乱れ、蝶が舞うさわやか

な野原のイラストレーションである。そして、裏面［図 7］には、社名とこの会社についての簡潔

な説明文がある。面面のイラストレーションだけでは、それが何の広告であるのかは分からないが、

図5　Mono-Eliteserie
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裏面の説明文を読むことで、この広告が、Trybol 社のハーブ入り歯磨き水をモチーフとしたもので

あることが判明するようになっている。この特徴は、ほかの「企業推薦モノ」にも共通しており、ほ

とんどの図像では、具体的な製品の像は登場せず、逸話的な表現となっている。形式的には図像と文

章の分離が、こうした表現を可能にしているともいえよう。それによって、蒐集家は、「モノ」を額

装して広告ではなく、絵画として壁に飾ることもできるのである（注 18）。もう 1つの大きな特徴は、

裏面のテキストの四隅に、固有の情報が記載されている点である。すなわち、左上には、国名「スイス」

と、イラストレーションの制作者である「Rud	Steck」の名が、右上に商品カテゴリー「Zahnwasser」（水

歯磨き）が、左下には、会社名「TRYBOL	A.-G」、右下には日付「1907 年 10 月」がそれぞれ記載さ

れている。そして、上部の中央には、「モノNo.1」という表記が国際モノ会社のシンボルとともに記

載されている。これらの記載情報の種類とその配置位置は、すべての「モノ」に一貫している。こう

した配慮は、収集や分類を容易にするためのものであった。じっさい、「プロ - モノ」では、この情

報をもとに、1）会社名、2）地名、3）製品カテゴリー、そして、4）アーティスト名ごとに順序を変

えて、整理する方法が提示してある［図 5参照］。

2.3.2.「風景モノ」

「風景モノ」は、コロタイプ印刷による写真絵はがきである［図 8,	9］。写真を用いた絵はがきは、

1891 年に登場し、1900 年前後からコロタイプ印刷技術の向上とともにヨーロッパに普及した当時最

新の画像メディアであった（注 19）。「風景モノ」もそうしたメディアの一つであるが、一般的な写

真絵はがきと異なる「風景モノ」の特徴は、「企業推薦モノ」と同様に、表面の画像を説明する文章

がその裏面に半分以上の紙面を占めて記載されている点にあるといえよう。そのことは次のように『プ

ロ -モノ』の記述で強調されている（注 20）。

「われわれの「風景モノ」は模範的なコロタイプによって作成されています。全体に視覚的価値、情報的価値

図6　「企業推薦モノ」Trybol社（表） 図7　「企業推薦モノ」Trybol社（裏）
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を持った描写すべき対象を、順を追っていずれすべて出版するつもりです。興味深い場所の景観、美しい

風景、文化史的記念物、歴史的出来事、民族衣装、風習、民族、習慣、肖像画、情緒豊かな印象画。これ

らのテーマは一般の教養人、建築家、自然愛好家、芸術通、歴史家などが特別に関心を持っており、かな

らずや収集対象として受け入れるでしょう。画像の裏面に添付された短かく造詣の深い文章は、すべての

モノを他の表現手段では達成できないある水準にまで価値を高めます。」

「風景モノ」については、現在ムンダネウムが全部で 5箱を所蔵している［図 10］。『プロ -モノ』

には「風景モノ」シリーズのリストが掲載されているが、調査の結果、そのリストはムンダネウム

所蔵の資料とはほぼ一致していた。ふたつのシリーズがあり、1つは、ドイツ、バイエルン州、ス

イス、オーストリアの各地の観光地のシリーズ、もう 1つは、「われらが海軍」と題するシリーズで、

ドイツの海軍に関する写真資料となっている。これ以外のシリーズが発行されたかどうかは不明

である。

「風景モノ」も、「企業推薦モノ」と同様に、分類整理しやすいように、通し番号がふられ、四隅に、国、

州、地域、年代の情報が記載されている。また『プロ -モノ』には、1）旅行のための準備として、2）

挨拶カード（郵便はがき）として、3）旅行の贈り物として、4）個人的利用のための旅行記録として、

5）特別な目的のために、6）実物教育用教材として、7）壁に飾る絵として−以上の 7 つが利用法

として掲げられていて、一枚 25 センチームで販売されていた。このように、「風景モノ」の場合は、

蒐集対象としての利用のみならず、絵はがきとしての利用もねらっていたようである。ところで、

「風景モノ」は、絵はがきとして送るには、その裏面の宛名書きの欄がひどく小さいと思われたが、

宛名のある実例があったことから、じっさいに絵はがきとしても用いられていたことが分かった。

以上のように、「モノ」は、当時の有能な作家による図像のデザインと、丁寧に書かれた文章と

によって、芸術的科学的価値を付け加え、蒐集欲を刺激することを意図的にねらった商品である。

すなわち「モノ」の最大の特徴は、それが体系的な蒐集、保管、交換を前提として制作されてい

るという点にある。そのためにこの会社は蒐集した「モノ」を保管するオリジナルの箱［図 10-

図8　「風景モノ」ミュンヘン（表）

図9　「風景モノ」ミュンヘン（裏）
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12］、箱を収納するキャビネットや棚［図 13）、さらには額縁［図 15］なども販売しており、蒐集を促

進するための工夫がなされていた。

では、「モノ」は、同時代の多くの広告カードや絵はがきと同じように、結局のところ、たんなる

趣味人や子供たちの蒐集対象にすぎなかったのだろうか。ビュラーの文章には、そうでないことを示

す箇所がある。それは次のような行である（注 21）。

「モノセンター : モノシステムの導入と拡張は、先見性を有する国際的な組織を必要とする。それはセンター

によって主導される。このシステムはある機構に等しく、一つの歯車が別の歯車に影響するような歯車装置機

構であり、それは、各々が周囲の無数の歯車を気にかける必要なしに進行する。このシステムがよく導入され

ればされるほど、それは協力者に役に立つことだろう。このセンターは全体的課題の中心を形成する。すなわ

ち、組織的で、ビジネスの、そして芸術的、文学的な、記録技術的な批判の余地のまったくない仕事が権力を

形成し、大きな思想の統一の確保を、モノシステムの拠り所を保証するのである。」

あきらかにここに見て取れるのは、ビジネスを超えたある種の文化的な使命感である。ここでは「モ

ノ」のフォーマット、デザインの品質を一元的に管理する組織を「モノセンター」と呼び、あきらか

に情報制御のための組織として位置づけられているのである。後に設立される「橋」には、このよう

な思想がおそらく反映されていることが予想される。

2.4. ミュンヘンでのモノシステムの展開

1908 年にビュラーは、モノシステムの「布教」のためにミュンヘンに支店を開店し、同地に活動

の中心を移動する。ミュンヘンでの彼の活動については、雑誌『組織 Organisation』に掲載されて

いる 3編の記事からその一端を伺うことができる。雑誌「組織」は、アメリカで盛んとなっていた合

理化運動のドイツへの紹介と導入を目的として 1896 年に発刊された雑誌であり、後で取り上げるポ

ーストマンやハンス・ヴァイデンミュラー（Johannes	Weidenmüller,1881-1936）ら、エンジニアた

ちの論考も 1920 年代に多数掲載されている。その意味で、ドイツにおける「モノ」の最初の紹介記

事がこの雑誌に掲載されたという事実は、象徴的である。

さて、最初の記事は、「モノシステム」の紹介であり、1908 年 2 月に掲載されている。そこでは、

「プロ - モノ」で書かれている内容をいっそう概念化してモノーシステムの意義が詳しく論じられて

いる（注 22、附録参照）。ほかの 2つの記事は、1908 年にミュンヘンで開催された博覧会「ミュンヘ

ン 1908」展における出品者の印刷物調査に関する内容である。ビュラーは、この調査によって、961

点におよぶチラシ、パンフレット、冊子類を収集し、そのサイズとプロポーションを統計的に分析し

ている（注 23）。そして、その結果、865 の異なるフォーマットが見出されたと報告している［表 1］。

このような調査は、印刷物の悉皆調査としては、かなり初期の試みであったと思われるが、ビュラー

は、この調査から、ただちに自分の「モノシステム」の有効性を主張し、それを売り込もうとしてい

る［図 17］。

ビュラーは、展覧会の印刷物の情報メディアとしての価値を高めるために次のような提案を行って

いる（注 24）。まずすべての展覧会参加者に「芸術的な企業商標（Hausmarke）の作成を義務づけ」、
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図10　「モノ」用の蒐集箱、100枚収納できる 図11　「モノ」用の蒐集箱

図12　「モノ」用の蒐集箱、10-12ともにムンダネウム所蔵

図13　「モノ」用の卓上収納棚

図14　「モノ」用の保管作業机 図15　「モノ」用の額縁（右壁面）
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図16　モノ・システムに基づいた
展覧会用印刷物のフォーマット

表1　「ミュンヘン」展印刷物のプロポーションの統計分析表

図17　モノ・システムに基づいた印刷物と展覧会印刷物との比較。机の上にあるのが展覧会印刷物。その背後に配置
されているのがモノ・システムに基づいた印刷物。
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それを指導的展覧会出品者の印刷物に関しては、その第一面に表示すべきだとする。そして、そ

うでない個々の下部委員会の印刷物では、右上の隅などの書式の角に、展覧会の団体ごとに割り

当てた通し番号を、予め決めておいた活字で、正確に大きくはっきりと印刷することが必要であ

ると主張する。それによって、到着した書簡が瞬く間に順番を整えられ、その組み合わせが可能

となるというわけである。ビュラーは、フォーマットに関して、具体的に［図 15］のような 2 つ

折りのリーフレットのフォーマットを提案している。第一頁には、参加企業の企業シンボルが記

載され、内側には製品などのカタログ情報が掲載される。そして最後の頁に、企業の情報ｰモノグ

ラフｰが簡潔にまとめられている。このフォーマットの単一化は、印刷物の文章内容に対しても等

しく要求される。すなわち、「委員会によって認可されたすべての展覧会出品者は、就中その印刷

物を厳しく「モノシステム」のルールにしたがって制作する義務を負わなければならない。編集

に自発性が求められない場合には、文章の編集のために、ページ毎に決められた文章量が勘定さ

れる。とりわけ事前にアンケート用紙に記載された原則に基づいて、文章はひたすらこの目的に

したがって、定められた編集者によって作成される。展覧会指導者は展覧会出品者を、印刷物全

体を仕上げるために自由に使うことが任せられている」（注 25）と述べている。最後に、こうした

印刷物の一元的統制は、印刷物の組織化に必然的にともなうとし、強力な権力が必要だと以下の

ごとく主張している（注 26）。

「技術的、芸術的、そして文学的に欠陥のある印刷物を、展覧会出品者が独断で制作しようものなら、例

外なく却下される。すべての参加者にとってもっとも都合のよい道は、扱う範囲を編集者としてのモノ協

会の中立的な精神的センターが示すとおりの範囲内に収めることである。すなわちこれが、独占的に問題

となる展覧会に取り組まななければならないであろう必要不可欠な人の助けを用意することになるのであ

る。—印刷仕事に対する寛容の精神は、ケースバイケースで局所的な程度に応じて統制されるべきである。

いずれにせよここはもはや細部に踏み込むところではない。たとえ一時的であるにせよそれに関して唯一

の、健全な基礎を生み出し、そのような組織を大まかに示唆することが問題である。」

以上のように、ビュラーは、ミュンヘンでの活動を通じて、「モノシステム」の対象を、広告カ

ードの形式にとどまらず、展覧会印刷物などに拡張し、このシステムの売り込みを図っていたの

である。

注

1）	 APG（Allgemeine	Plakatgesellschaft）ホームページサイト、http://www.apg.ch/en/DesktopDefault.aspx/

tabid-87/226_read-568/

2）	 ビュラーのこの活動を最初に紹介したのは、おそらくRegula	Iselin:	Zur	Geschichte	eines	vergessenen	FO-

tomuseums	（Rundbrief	Fotografie,	vol.5,	no.4,	1998,	pp.	27-32）である。ただし、この論考には、「橋」設

立者としてのビュラーについての言及がなく、Rolf	Sachsse:	Wilhelm	Ostwald	:	Farbsysteme,	Das	Gehirn	

Der	Welt”（Hatje	Cantz	2004）において、両者のビュラー像がはじめて結びつけられたと思われる。

3）	 この団体の活動については、年鑑として刊行された以下の 6巻の”Fernschau”を参照した Fernschau:Jahr-

buch	der	Mittelschweizerischen	Geographisch	-	Commerciellen	Gesellschaft、	Band.	1、	1886;	 	Band.	2、	

1888;		Band.	3、	1889;		Band.	4、	1890;			Band.5、	1892;			Band.6、	1894
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4）	 Hermann	Beunnhofer:	Organisation	und	Ziel	der	Mittelschweizerischen	Geographisch-Commerciellen	Ge-

sellschaft	in	Fernschau,	Band	1,	1886,	III-XVI

5）	 ibid.,	p.III

6）	 ibid.,	p.VII

7）	 Karl	Bührer:	Das	Photographische	Museum	der	Mittelschwaizerischen	Geographisch-Commerciellen	Ge-

sellschaft	in	Aarau,	in	Fernschau,	Band.	2,	1888,	p.195

8）	 ibid.,	p.	201

9）	 ibid.,	p.201

10）	 Karl	Bührer:	Inseratenanhang,	ibid.,	p.	XLVI

11）	 ただし、会社設立以前に、ビュラーは「モノ」と名付けた絵入りカードの展覧会を 1903 年 10 月に開催しており、

遅くともこの年にはすでに「モノ」の構想を抱いていたようである。	“PRO-MONO	Flugblätter	zur	Verbreit-

ung	des	Mono-systems”,	Nr.1,	1906

12）	 Karl	Bührer:	Was	ist	“Mono”?,	in	Pro-Mono,	p.	5

13）	 広告カードについては、次を参照。Robert	A.	Selig	:	Reklamebilder--The	Germans’	Baseball	Cards,	（http://

www.webcom.com/gerlife/Archives/1997/9706_01.html,	2007 年 3 月 20 日確認）

14）	 Bemerkungen	über	die	“MONO-geschäftsempfehlung”in	Adolf	Saager:	Die	kulturmission	der	reklame,	die	

Brücke,	1912

15）	 Hans	Kasser,	Das	Mono,	in	Die	Lithographie	in	Der	Schweiz,	Orell	Füssli	Verlag,		1944,	p.253-254

16）	 Christoph	Bignes:	Swiss	style:	Die	Gross	Zeit	der	Gebrauchsgraphik	in	der	Schweiz	1914-1964,	Chronos,	

2000,	p.	71

17）	 Pro-Mono,	op.cit.,	p.5,	Reklame ということばをきらうこうした傾向は、後のハンス・ヴァイデンミュラーと共

通しているのが興味深い。

18）	 この点は、「モノ」における重要なデザイン上の特徴である。たとえば図 14 では、モノフォーマットではないポ

スターが壁に掲示されているが、ポスターの文字部分が意図的に隠されている。

19）	 細馬宏通 : 絵はがきの時代、青土社、2006、p.268

20）	 Pro-Mono,	op.cit,	p.	10

21）	 ibid.,	p.6

22）	 Anon.:	Zur	Einführung	in	da	Mono-System,	Jg.	10,	H.	19.,	1908,	pp.	451-453	

23）	 K.	W.	Bührer:Ausstellung	München	1908	und	das	Mono-System、	Organisation、	1908、	Jg.	10、	H.20、	pp.490-

494;	K.	W.	Bührer:	Die	Verkehrsvereine	und	das	Monosystem,	Organisation,	Jg.11,	H.3,	1909,	pp.81-85

24）	 Bührer:	Ausstelung,	ibid.

25）		 ibid.,	p.	490

26）	 ibid.,	p.490
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3.「橋」の設立と展開

1910 年に「国際モノ協会」は結局倒産する。そのときすでにミュンヘンに移り住んでいたビュ

ラーは、偶然知り合ったアドルフ・ザーガーとともに同年の 7月に、まったく新しい会社組織「橋」

を設立する決意をする（注 1）。ザーガーは、1879 年に生まれ、ハイデルベルグ大学で 1902 年に化

学の博士号を取得した後に、アンスバッハとミュンヘンで活動していた著作家、ジャーナリスト

であった（注 2）。ザーガーは、後の 1921 年に「橋」の歴史を記した草稿を残しているが、そこには、

次のように、最初の出会いが記されている（注 3）。

「今からだいたい 12 年前、その男はミュンヘンに突如として登場する。彼は橋の本来の設立者とみなされ

る人物である。スイス出身のこの男、ビュラーは当時すでに広範囲のグループで知られていて、肖像の印

刷でデザインされたカードで、自ら「モノ司祭（Monospater）」と名乗っており、彼はそこで彼の生涯の

仕事の実現に協力した人々に、別れの際にこのカードを渡していた。このときには、すでに非常に愛すべ

き仕方でミュンヘンに招聘されており、この場所を起点に、彼はドイツでのモノシステムの組織を我がも

のとしようとしていた。[......] ビュラーは、すぐに話題の人々の列に加わった。わたしは彼と知り合う前に、

独創的な変人の出現についてすでに聞かされていた。彼は新しい理想から、端切れの世界の改革を執行し

ようとしていた。彼以前には誰も見たことのないもの : すなわち印刷フォーマット。それは滑稽に聞こえだ

が、それについてからかう者はいなかった。というのも彼はすでに非常に真剣にこの並外れた考え方を実

践していたことを皆知っていたからである。彼の交流関係から、ほかの多くの者と同じように、私はその

およそ途方もなくせわしない男に、時代の流れからか、あるとき個人的に出会ったのである。それは偶然

であり、そして運命であった。[......] カフェの中で、市電の中で、あるいはショウウィンドウの前で、展覧

会で、この御仁は、あなたにまるで旧知の仲であるかのように隣に立つか、あるいは座って、話しかけて

きた。」

このようにして、ビュラーにザーガーは偶然出会ったのであった。ビュラーが会社設立の決意

をしたのは、国際モノ会社の倒産が要因であったことは当然であるが、それに加えて、このザー

ガーとの出会いがそれを決意するうえで大きな助けとなったと思われる。

新しい会社「橋」の設立を急ぐビュラーに対し、ザーガーは基盤固めを主張した。彼らはまず

ミュンヘン在住の芸術家、建築家たちに書簡で協力を仰いだ。そして次の目標はオストヴァルト

の協力を取り付けることだった（注 4）。オストヴァルトからの協力を得ることを目標としたのは、

化学の学位を持つザーガーが、オストヴァルトの著作に親しんでおり、後述するオストヴァルト

の思想にビュラーとの親近性を見出していたからであった（注 5）。このために、ザーガーは、未

整理だったビュラーの構想を、書物のかたちでまとめる作業を行い、1911 年 5 月 20 日にビュラー

とザーガーの共著で、『橋による精神活動の組織化』を出版している。そして、この著作を、協力

要請の手紙とともにオストヴァルトに寄贈したのである。

3.1.著作 『橋による精神活動の組織化（Die Organisierung der geistigen Arbeit durch Die Brücke）』

この著作（注 6）は、その後の橋の基本的主張がすでに記されている点で重要である。まずその

内容から見ていこう。

この著作は、2 部から成り立っており、1 部では、精神活動の組織の基本的原理について、そし

て 2部では、そのための具体的方法が論じられている。全体の執筆は、ザーガーが担当しており、
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それまでのビュラーの文章とはまったく異なり、明快で論理的な記述で構成されている。1部は、ビ

ュラーの考えをザーガーが洗練させるやり方でまとめられ、2部は、ビュラーの考え方をほぼ完全に

含むものであった。1部では、自然科学と精神科学、そして科学と技術、純粋科学と実践科学とのあ

いだの根深い乖離の現状が指摘され、「精神活動」と総称されるこうした諸活動のあいだに橋を架け

る必要性が述べられる。そして科学の領域においては、オストヴァルトの文章を引用しつつ、こうし

た試みがすでに顕著に表れているとする。組織化とは、そのために要請される同時代的概念であり、

その必要性が強調される。この文脈において、芸術に言及した箇所があるが、そこで純粋芸術と応用

芸術との対立は	「ドイツでは近年の美術工芸の興隆以降もっとも小さなものになってきておりもはや

無用になってきている」（注 7）との現状認識を示している点が興味深い。おそらく彼らはドイツに

おける美術工芸運動と、その帰結としてのドイツ工作連盟の設立と活動を念頭に置いているものと思

われるからである。

精神活動の統一化にとって必要な概念として、彼らが掲げる 1 つの原理は、「悉皆の原理

（Restlosigkeit）」である。これは包括的精神活動にとっては、およそあらゆる物質と思想形態が等

しく情報としての価値を有しているとする原理である。科学の領域においても、価値のないものと見

なされていたある知見が、再発見されることはよくあることであるし、また実践においても異なる領

域に有用な知識が存在している場合もある。悉皆の原理を具体化するうえでの問題は、それらをアク

セス可能な形態に組織すること、そしてそれを実践するどの専門にも属さない組織者の存在の必要性

である。

「橋」の事業は、こうした組織者によって運営され、分散するさまざまな組織と連携し、個人

図18　『橋による精神活動の組織化』表紙 図19　DCの説明図
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に対して「案内所の案内所」として機能するような情報提供の機関として活動することであ

り、またそのために必要な情報の収集、整理を行うことにある。そして、そのための具体的な

方法が、第 2 部で示される。方法の原理としてまず掲げられているのが、「モノグラフィ化原理

（Monographieprinzip）」である。モノグラフィ化原理とは、ビュラーが「モノ・システム」によ

って実践していた形式的手法に由来し、1つの原理として洗練させた考え方に他ならない。

精神活動の組織化にとって重要なことは、思想の可動性（Beweglichkeit）と、その安定した保

存を同時に実現する手法であると彼らは考える。なぜなら、「思想それ自体は自由であり、それは

それぞれの作品に改めて引用され、そして新しい出来事において改めて利用することができるの

である。思想は可動的（beweglich）である」と彼らは考えるからである（注 8）。ここで彼らが念

頭においているのは、印刷された文字言語の存在様態である。理想的なのは一葉の紙面に 1つの思

想が印刷された状態であると彼らはいう。なぜなら、それは思想の可動性と保存としての固定を

同時に実現しているからである。しかし、通常、思想は、複数の紙面が製本され、書物という形

式によって価値づけられる。製本は、思想の可動性にとって敵である。「思想は、まず編纂者と製

本者の仕事によって、その可動性が消失されるべきではない。そうしてそれは可能な限り変化の

ない状態で定着されなければならないし、すべての個々の思想のつながりにおいて、その場所が

見つけられるような形態でなければならない」（注 9）、こう彼らは主張する。思想の形態を一葉の

紙面という単位によって分節し、それを再構成することが可能になれば、思考は明晰となり、ま

た記憶の重荷からも解放される。くわえて、その相互利用が容易になり、読者は自由に思想を再

構成して利用できるーこれが彼らのいう「モノグラフィ化原理」の要点である。

ここには、あきらかに、現代のインターネットの基本原理であるハイパーテキストの考え方と類

似した発想が含まれている。しかし彼らの時代にあっては、思想を表現し、伝達し、保存する代

表的メディアは、書物に代表される紙メディアである。そこで、彼らがこの解決策として提示す

るのが、紙フォーマットの標準化と分類検索法である。紙フォーマットの標準化については、そ

の原理的なサイズとして、「モノフォーマット」、すなわち 11.5cm × 16cm のフォーマットが提案

されている。そして分類法として、DCに基づく分類検索表記が提唱される［図 19］。DCの導入は、

それまでのビュラーの文章にはまったく見られない案であることから、1908 年以降にこの考え方

に接触したと考えられる。さらに、この 2 つに加え、国際補助言語の使用、記号や図像表現の表

記統一など、印刷物を対象とした、現代風にいえば、トータルデザインの手法が細かく提示され

ている。

およそ以上がこの著作の主な主張であるが、それは、あきらかにそれまでのビュラーの活動の

範囲とその思考形態を大きく超えるものであった。

3.2. IIBとの関連

ビュラーはいかにしてそうした拡張へと踏み出したのであろうか。そのきっかけの 1つとして想

定されるのが、オトレとの出会いである。両者の出会いを示す具体的な記述が『橋による精神活

動の組織化』の序文に見られる。それは次のような内容である（注 10）。
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「本の印刷中に、ブリュッセルの IIB への関心がわき起こり、その幹部と口頭で協議することになった。か

なり大きな関心を持っていたので、4 月の終わり頃、知らせを受け取った。そこには、ブリュッセルの研究

所はそれまでの狭い活動範囲を拡張しており、元の研究所に「国際機関の中央オフィス（Office	central	des	

institutions	internationales）」を付設したと述べられていた。1911 年 4 月 27 日から 5 月 1 日に開催された会

議の結果は大変好ましいものであった。P. オトレ氏はビュラー氏とともに次の協定を結んだのである。

1.	 目的に応じた分担に関して（ブリュッセルの研究所は、より科学的な問題を、橋はより実践的な方法をそ

れぞれ分担すべき）

2.	 世界フォーマットに関して

3.	 登録記載（Registraturrvermerke）の外部形態に関して

4.	 ブリュッセルの書記長は橋に名誉職として参加する（橋の規約第二章第一部 a）

	 1911 年 5 月 1 日にプロトコルに記載され、5月 20 日から公的に施行される。[......]」

以上のように、彼らは、1911 年 4 月から 5 月にけてオトレと協力関係を結んだことが明記されて

いる。ただし、実際には、ビュラーとオトレは、「橋」設立以前の 1908 年 10 月に、すでに接触して

いたことがシュナイダースの研究によってあきらかにされている（注 11）。彼の指摘によると、この

月に、オトレは国際モノ会社から手紙を受け取り、紙のフォーマット統一化構想に大きな関心を抱い

た。彼らの手紙には、モノフォーマットによるモノ図書館構想に加え、エスペラントの普及も目標と

していると記載されており、オトレはそれらに大いに関心を示した。DCと紙フォーマット、そして

エスペラントの 3つが揃うことになり、無数のモノを介してDCの普及が可能となるかもしれないと

オトレは考えた。1911 年の両者の協力関係成立に先だってすでにこうした接触があったわけである

（注 12）。

さて、1911 年に書かれた『橋による精神活動の組織化』の内容は、すでに述べたように、それま

での広告領域を中心としたビュラーの活動の域を大きく超えているが、この飛躍には、協力者ザーガ

ーの影響があることも確かであろうが、それ以上にオトレの活動に接したことの影響も大きかったと

言えないだろうか。言い換えれば、ビュラーはオトレらの活動を知ったことで、たんにDC導入のア

イデアを掴んだにとどまらず、自らの事業をいっそう普遍的な方向へと拡張する方向性についての確

信のようなものを抱くに至ったのではないだろうか。なぜなら、オトレの事業も 1905 年頃から、「国

際新聞ミュージアム」、「社会ミュージアム」の構想や、書物のみならず、あらゆる形式のドキュメン

トの蒐集と組織化の方法へと、その範囲を拡張し始めていたからである（注 13）。オトレとの協力関

係を具体的に確認できるのは、書誌情報を分類整理するための書誌表のフォーマットのデザインであ

り、ムンダネウムで行った調査で、上述の書籍、および橋の規約の校正刷り、さらに後でふれるフォ

ーマットの内容と登録記載用紙のフォーマットの下書きの存在を確認した［図 20］。しかし、それ以

上の両者の密接な関係は見られない。オトレは「橋」の会員となったものの、両者は相互に独立して

活動を行っていたようである。

3.3.オストヴァルトの参加

1909 年にノーベル化学賞を受賞した科学者オストヴァルトは、きわめて多産な人物である。化学
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図20　オトレによる書誌表フォーマットの下絵　ムンダネウム蔵

図23　『橋による精神活動の組織化』裏表紙

図22　書誌表フォーマット、パンフレット「Das Brückenarchiv I」より

図21　「Répertoire Iconographique Universel」書誌表、
IIB
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者としての研究活動のほかに、化学の教科書や子供向けの「化学の学校」と題する教材、化学の専門

雑誌の編集、あるいは物理学と化学に関する古典的名著の出版など、卓越した学術事業家としても知

られている。また、彼は科学者共同体の国際的組織化にも携わっており、科学情報の利用問題、当時

増大しつつあった膨大な科学関係の論文の有効な利用法などについて先駆的な提言を行っていた。た

とえば、彼は 1908 年に次のように述べている（注 14）。

「なんらかの仕方で科学の領域で活動している者であれば誰でも、科学的レポートや梗概を包括的に組織化す

るという仕事が、ますます緊急の課題となっているという事実を受け入れよう。いまやこの必要性は、国際的

様相を示しており、多様な国家の協同を要求するのである。」

オストヴァルトのこのような情報の組織化という考え方に、ザーガーは、ビュラーの思想との親近

性を見たのである。そして、手紙を受け取ったオストヴァルトの反応は素早く、即座に彼らの要請に

応じ、ミュンヘンで三者会談を開くこととなった。オストヴァルトは、賞金から 10 万マルクを基金

として拠出し（年間一万マルクの予算）、これが「橋」の活動の資金源となった。「橋」の本部がミュ

ンヘンのビュラーの住居に置かれ、1911 年 7 月には「会則（Satzung）」が作成された。会長にはオ

ストヴァルトが就任し , ビュラーは副会長、ザーガーが書記長という組織となった。そして、会員の

募集のための広報活動が始まった。

オストヴァルトは「ノーベル賞受賞者」の名目で知識世界に橋を架けることを目的とした「橋」へ

の参加呼びかけ文を発行し、おそらくこれが大きな効力を果たしたのであろうが、多くの著名人が会

員として名を連ねることとなった。オストヴァルトは、自伝で主立った会員を次のように列挙してい

る（注 15）。

G.	Kerschensteiner、	München、	S.	Arrhenius、	Stockholm、	F.Bajer、	Kopenhagen、	P.	Otlet、	Brüssel

W.	Exner、	Wien、	E.	Solvay、	Brüssel、	K.	Sigismund、	Berlin、	E.	Rötlisberger、	Bern、	A.	Schlomann、	

München、	F.	Oppenheimer、	Berlin、	Hj.	Schacht、	Berlin、	P.	Langhans、	Gotha、	K.	Schmidt、	Hellerau、	K.	

Oppenheimer、	Berlin、	E.	Jäckh、	Berlin、	St.	Bauer、	Berlin、	P.	Behrens、	Neubabelsberg、	E.	v.	Behring、	

Marburg、	J.	Brinckmann、	Hamburg、	E.	Francke、	Berlin、	A.	Gobat、	Bern、	E.	Metschnikoff、	Paris、	H.	

Muthesius、	Nikolassee、	H.	Poincaré

このうち、オッペンハイマーやポアンカレのような著名な科学者に加え、エルンスト・イェック、

ペーター・ベーレンス、ヘルマン・ムテジウスなどドイツ工作連盟の主立った会員も参加しているの

は、興味深い事実である。1907 年に設立されたドイツ工作連盟の本拠はミュンヘンにあることから、

ビュラーらは、当然連盟に大きな関心を持っていたと予想されるからである（工作連盟との関わりに

ついては後述する）。ともかく、こうしてオストヴァルトの参加を得て、「橋」の活動が開始されるこ

とになった。

オストヴァルトは、「橋」の思想の普及のために、その宣伝文を何冊かのパンフレットのかたちで

発行している（注 16）。その 1 つには、「橋」の主張とオストヴァルトの思想との融合した表現形態
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が見られる。たとえば次のように彼は「精神活動」の共同体の必要性について、自らのスローガン「エ

ネルギー的命令」を用いながら表明している（注 17、附録の抜粋訳も参照）。

「いまやすべての資産のうちの精神活動を通じて創造される資産は、人類が所有しているものであり、も

っとも一般的な精神活動とは異なる他の要因からは独立した性格を持っているので、この領域において、

何よりもまず、すべての精神的活動の完全な一般的共同体が形成されることもまたごく自然の成り行きな

のである。またこの共同体の動機とスローガンとして、今日の実践経済の総体をも表していると言えるか

もしれない。すなわち、エネルギー的命令（Der	energetischen	Imperativ）において、「エネルギーを浪費

するな !」と簡潔かつ意識的に表現できるような。」

オストヴァルトは、いわゆる「エネルギー一元論」を唱えた一元論者でもあった。エネルギー

論とは、すべての自然の過程を、エネルギーの変換過程として把握しようとする、19 世紀後半に

はしばしばみられた実証主義思想であったが、オストヴァルトは、この理論をさらに社会、文化

理論にまで広げて、精神的エネルギーとか心的エネルギーといった形而上学的な主張へと展開し

た。彼はこの思想の普及のために、「エネルギー命令（Der	energetische	Imperativ）」─エネルギ

ーを浪費するなかれ、節約せよ ! ─なるスローガンを考案し、世俗的なかたちで、産業界で同時期

にドイツで増大しつつあったテイラー主義者たちに強くアピールしていた。同様な主張は、ビュ

ラーのモットーであった「廃物化」からの印刷物の保護という考え方にも見られることから、彼

らの協力関係の背景には、同時代の合理化運動があることが分かる。

3.4.「橋」の目標

「橋」の目標は、7月に作成された「会則」の第 1条「名称、事業、所在地、施設」に明確に表明

されている。以下その第 1条の全文を示す（注 18）。

1.	 「橋」の名称のもとに、この機関はミュンヘン王立裁判所の登記所での 1911 年 6 月 15 日の市民法典の

決定にしたがい登記されることになった。「橋」はまもなく州の庇護のもと、法的な恒常機関として

公認されるよう務める。

2.	 「橋」は、語のもっとも広い意味での精神活動の組織化を目標とする。

	 相互支援と精神活動家の自発的な協同作業の原理に基づいて、この組織化が行われる :

	 a）	自動的に : 統一された伝達手段の導入を通じて。すなわち、モノグラフィ化の原理、統一フォーマ	

		ットと、すべての印刷物のための登録記載様式（ブリュッセルの国際書誌研究所の 10 進法分類、5c

を参照）、ならびにその他共通した作業方法など。

	 b）組織的に : 目下のところ、文化と文明の事柄に従事しているすべての学会、研究所、博物館、図書

館、企業、個人の大部分がとどまっている、孤島に橋をかけることを通じて。」

3.	 2.b. 節で取り上げられた団体や個人の統一された共同作業によって、「橋」の全体的な組織活動が、す

でにそれ自体において 1つの典型たろうとする。すなわち不必要で非効率的な作業をすばやく防止し、

可能な限り最小限のエネルギー消費で目標に到達する。

4.	 目標の達成のために、「橋」は次の設置を目指す :

	 a）現存する精神活動家（個人と団体）の住所を収録した住所録作成。

	 	b）橋アーカイブ。統一化されたフォーマットによる紙葉（Einzelblaettern）を用いた包括的な図解
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世界百科全書の集合で表されることになる。

	 c）橋ミュージアム。精神的労働を促進し、負担を軽減するために、人間の活動の全領域にわたって、創

作され、思念され、ことばで表明されるすべてを明快にまとめようとする。

5.	 これらの設置によって、橋は、時代とともに発展していくだろう。

	 a）案内所の案内所へと。この案内所はどんなあらゆる質問に対しても十分な情報を与えることができる

ような。

	 b）組織のためのセンター、大学として。

	 c）それぞれの方向を向いた精神的労働者の一般的議会制代理者として、そのさい、IBI と OCII（どち

らもブリュッセル）との密接な共同作業が予定されている。

6.	 「橋」はその収集品、経験、作業方法を、常設展、巡回展、巡回講演会、出版、新聞雑誌によって、あら

ゆる仕方で、一般に解放するだろう。

7.	 「橋」の所在地は、ミュンヘンであり、そのすでに存在している収集物と施設が、有益な発展とその計画

的拡張にとって最良の場所を成す。

8.	 支部の設置が予定されている。

9.	 「橋」の責務は、会員の資金のみ負うものである。会員の個人的責任はない。

10.	 「橋」はいかなる種類の利潤も求めない。

11.	 「橋」の設立を主導した思想はビュラーとザーガーの著作『橋による精神活動の組織化』に書き記されて

いる。

要約すれば、「橋」の最重要目標は、精神活動の組織化にあるわけだが、これには物質的、技術的

面での組織化、彼らのことばでいえば「自動的な」側面と、もう 1つは、精神活動家の組織の組織化

の側面がある。オストヴァルトは、それぞれ「下からの組織化」と「上からの組織化」と位置づけて

いた。そして、この目的のために、「案内所の案内所」を目指すこと、橋ミュージアムや大学に類す

る研究機関の設立などが含まれている。加えて、オトレの機関との連携も明記されており、「橋」は、

それまでのビュラーの活動の範囲をはるかに超えて、「組織の組織」を形成しようとしたオトレの活

動に類似していることが分かる。それに対して「橋」独自の特徴であるといえるのが、「自動的な」

組織化の手段の 1つとして位置づけられている紙フォーマットの統一という主張である。

オストヴァルトは、会合の後、ただちに紙のフォーマットの検討を科学者の立場から独自に検討し

直したようである。その結果、彼は独自案を提出し、それまでのビュラーたちの主張であったモノフ

ォーマットをこの新たなフォーマットに変更する必要性が生じてきた。もちろん、ビュラーたちは、

オストヴァルトの提案を喜んで受け入れた。こうして、ビュラーたちが『橋による精神活動の組織化』

で提唱していた情報組織化のための基礎となるフォーマットとしての「モノフォーマット」（11.5cm

× 16.5cm）が、オストヴァルトの提案にしたがって 11.3cm × 16.0cm に変更されることとなった。

そしてこのフォーマット案が「世界フォーマット」として「橋」の公式フォーマットとなった。

3.5. 活動

さて、こうして設立された「橋」であったが、その規約に基金が 100 万マルクに到達したときに、

はじめて公的な活動を開始すること、そしてその期限を 3年以内とすることが明記してある。したが

って、「橋」の規約で謳われている「橋ミュージアム」や「橋大学」の設置は、まだ遠大な目標にすぎず、

まずは、会員の募集と、寄付金集め、そのための宣伝活動が、橋の活動の具体的事業となった。

出だしは順調であった。ビュラーがまず行った活動は、パンフレットの出版と、「橋アーカイブ」
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のための資料蒐集であった。

3.5.1. 宣伝活動

「橋」は、1911 年から 1913 年までのあいだに、40 冊以上の小冊子形式のパンフレットを出版して

いる。その包括的なリストは、ザクセの研究（注 19）で示されているが、筆者の調査では、一枚

図24　ザーガー「広告の文化的使命」 図25　オストヴァルト「橋による組織の組織化」

図26　「橋新聞」 図27　「橋新聞」裏表紙
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もののいわゆるチラシを含めると、その数はもう少し多い。これらのパンフレットの大部分には通し

番号がふられているが、出版された年月の順番と必ずしも一致せず、また欠番もある。確認できた最

後の番号は 40 で、出版物は「An	Die	Deutsche	Lehrerschaft」、発行年月は 1913 年の 9月 15 日である。

さらに、これらに加え、『橋新聞（Brücken	Zeitung）』という名の新聞も 1913 年 3 月から 6 月まで

発行されている［図 26-27］。全部で 9号まで発刊されているが、7号以外はすべて合併号で、冊数と

しては 5 冊である。だいたい 5000 部から 6000 部の部数で、『橋新聞』の何号かは、10000 部の発行

である。これらの印刷物は、すべて世界フォーマットの no.9（16cm × 22.6cm）のフォーマットで

統一されており、また、ほとんどの出版物の裏面には、詳細な書誌データが後でふれる表のかたちで

印刷されている。

パンフレットの主題は、題名のみ挙げておくと、オストヴァルトの文章である『橋』（No.4,	1911 年）、

『世界の脳』（No.12、1912 年）、『印刷のための世界フォーマット I』（No.10、1912 年）、ザーガーに

よる『芸術家と橋』（No.8、1911 年）、『広告の文化的使命』（No,21、1912 年）［図 24］、そしてビュ

ラーによる『空間の欠乏と世界フォーマット』（No.18、1912 年）といった内容であり、その他の寄

稿者も若干数含まれている。全体的には、「橋」の基本的思想、具体的方法としての世界フォーマッ

トと、分類法、そして、その広告や印刷物への適用方法と意義などが論じられている。また、『橋新聞』は、

パンフレットの内容を要約紹介したり、あるいは、世界フォーマットを採用した出版社などの組織の

情報、その他展覧会の告知などの情報を提供している。これらの出版物が 1911 年の夏から 1913 年の

夏までおよそ 2年あまりの間に発行されたことになり、かなり活発な出版活動であったといえよう。

また、宣伝のために「橋」は展示会にも参加している。「橋」の名目で、彼らは、1912 年の 5月か

ら 10 月までミュンヘンで開催された「バイエルン商業ショウ（Bayerrische	Gewerbeschau）」のブ

ースを借りて、オフィスと商業のための組織化手法を出品している。また翌年の 1913 年 6 月から 7

月にかけてミュンヘンで開催された「オフィスと商業」展に参加している。これらの展示会参加によ

っても、「橋」はその思想の宣伝につとめていたのである。1913 年の 3月に最初の年次総会が開催さ

れた。そのときに会員名簿のパンフレットが発行されているが、そこにはすでに 600 名以上の会員の

名が記されており（注 20）、組織としては、順調に成長したように思える。しかしながら、実情は決

してそうではなかった。

3.5.2. 具体的提案

「橋」がその活動を通してアピールしようとした具体的な提案は、オストヴァルトが考え出した世界

フォーマットとUDCに基づく登録記載法であった。この 2点について述べておく。

1）世界フォーマット

周知のようにオストヴァルトの「世界フォーマット」は、現在用いられている ISO 標準紙フォー

マットの端緒となった考え方に基づいて導出されており、短辺と長辺の比率が 1 対√2 の関係からな

るフォーマットである。オストヴァルトは、この比率から、1cm × 1.41cm からはじまり、64cm ×

90.5cm で終わる 13 段階の世界フォーマットをこのパンフレットで公表した。そのなかでも No.9 の

16cm × 22.6cm の大きさを「作業フォーマット Werkformat」と呼び、科学的、技術的な作業にと
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って都合のよい大きさであるとしている。じっさいに、すべての「橋」の出版物はこのサイズで

統一されている。このフォーマットは、1）メートル体系に基づいていること、2）2分割の関係で

あること、3）幾何学的に相似であること、以上の 3点を基本原理として導出されている［図 28 参照］。

1912 年 10 月に発行された『第二次世界フォーマット』（注 21）では、当初、一つの列であった

フォーマットに 2つの列を加え、最初の列をA（Norm）と定義し直し、新たな 2つの列をそれぞ

れB、Cとして全部で三つの列を提案している［図 29、30］。B列は、A列よりやや大きく、A列

の紙を封入する封筒を具体的な用途として構想されたものである。加えて、B 列はその no.8 以降

が整数になるように構成されている。C 列は長辺が 100cm のサイズを含んだフォーマットとして

追加されている。この以上の三つの列から成るフォーマットが、最終的な世界フォーマットである。

このフォーマットの提唱と普及のために、パンフレットの出版のほかに、切手シートが見本と

して印刷されている［図 31］。この切手は、世界フォーマットのNo.5、すなわち 4× 5.56cm のサ

イズに準じており、小型のグラフィックに展開した場合の事例を示している。

世界フォーマットに対する反響については、『橋新聞』に「実践における世界フォーマット」と

いう紙面がその概要を伝えている。そこでは、製紙業界、展覧会や出版社、写真協会、さらには

雑誌などで、フォーマットの検討や導入の現状について報告されている。

2）登録記載システム

もう一つの柱である DC に基づいた登録記載法については、ビュラーは、まず書誌データを詳

細に記載するためのフォーマットの考案から始めている。この作業は、すでに著作『橋による精

神活動の組織化』の執筆段階で行われていた。この著作の表 4、つまりその裏表紙には、18 項目に

わたる記入欄のある表が印刷されているからである［図 22］。

この登録記載のためのフォーマットは、すでに引用したこの著書のオトレとの協定を記した項

図28　オストヴァルトの紙フォーマットの基本原理
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目の中の第 3 項に、「登録記載の外部形態に関して」と記されているように、オトレとの共同作業に

よって作成されたものである。すでにふれたオトレの直筆によるこのフォーマットのスケッチ［図

20］は、オトレがこのとき始めていた図像資料の収集整理のための台紙にあるフォーマット［図 21］

と部分的に類似しているが、それよりもさらに詳細に補助標識データが記入できるような形式となっ

ている。また、この登録記載フォーマットは、印刷物に直接刷り込むことが提唱されただけではなく、

図29　世界フォーマット（1911） 図30　第二次世界フォーマット（1912）

図31　世界フォーマットの切手シート（1912）
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印刷物に貼り付けて使用するための 11.3cm × 16cm大のシートも作成されている［図 22］。

デューイのDCを紹介したパンフレット『世界登録記載（Welt-Registratur）』（No.6、1912）も

発行されている。その扉には、デューイのDCの特徴が次のようにまとめられている（注 22）。

「1. 基本的な考えが学術的かつ論理的。2. その適用において実用的かつエネルギー節約的。3. 国際的に理

解できる表現。4. システマティックな表現。5. 百科事典的で、包括的に全領域をカバー。6大に対して詳細

な容易、小に対して総括的。7. 登録すべき全ての領域に適用できる。」

このパンフレットでは、10 進分類に準じた項目のリストが要約紹介されている他、登録記載の

フォーマットにおける 18 項目の内容についての説明がある。それは、ドキュメントの使用言語、

件名、デザイナーや画家の氏名、著者名、印刷物の号数、大きさ、価格、発行地、印刷地、発行

日などである。

3）アーカイブ

さて、本来ビュラーは、橋の宣伝と、会員の増強にさしあたり専念すべきであった。ところが、

彼は、パンフレットを精力的に出版する一方で、さまざまな印刷物の蒐集をただちに開始している。

それはまず音楽著作者Otto	Keller が集めた楽譜、手紙、書誌などの音楽関係資料の購入から始め

られている。これは総数で 250 万点以上に上る大規模なコレクションであった。さらに、ビュラ

ーは、絵はがき、広告カード、企業のシンボルなど、雑多な小グラフィックを対象に、ほとんど

無際限な蒐集を継続して行っている。こうしたコレクションは、「橋アーカイブ」の出発点を形成

するとビュラーは考えていたが、オストヴァルトもザーガーも、その意味については懐疑的であ

った。オストヴァルトは、蒐集におけるビュラーの信念が「悉皆の原理」にあったことから、一

定の理解を示していたが、そのせいで組織の運営に支障をきたすことに対しては困惑していた（注

23）。ビュラーは、こうした蒐集と分類の活動をほぼ一人で手がけており、各地からの手紙に対す

る対応や会計はおざなりになり、やがてそうした彼の細部にこだわる性格が、「橋」の活動を破綻

へと導いていくことになる。

3.6.「橋」の崩壊

「橋」の活動は 1913 年には行き詰まりを見せ始める。ビュラーは、1913 年に「オフィスと会社」

展での参加にあたり、世界フォーマットの台紙にまとめられたマークや小広告物、広告切手のコ

レクションを「精神活動の組織化」の実例として展示したが、観衆は「橋」の最新のホビーに驚

かされ、嘲笑した。こうして「橋」は評判を落とし、展示会への参加が断られるようになった（注

24）。

ザーガーは、手記において、「出版物、展示会、文章、これらの活動から、人々は、精神作業の

組織化とはこんなものかと思いこんでしまったのだろうか。その後、橋の活動は迷走し、「世界の

脳」へと至るはずの科学的営為が軽いおしゃべり（Schwatzhaftigkeit）に凌駕されてしまった」と、

ビュラーの活動が通俗的な対象へとあまりに傾斜したことが、「橋」の失敗の要因であったと指摘

している。さらに「「橋」は、1つの「橋」となるべきであって、1つの雑誌となるべきではなかっ
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た」と、ビュラーの活動の重点が、細かなパンフレット類の出版に置かれた点をも批判する。またア

ーカイブについても、その整理分類方法をデモンストレーションとして示すだけならば、2箱程度の

資料で十分であったのに、ビュラーは、その度を超えて、「完全」な蒐集を目指そうとした。「橋」は、

組織化の手本を示すはずであったのが、皮肉なことに、その設立者ビュラーには、組織運営の才能が

なかったのだと述べてている（注 25）。

確認できた最後の印刷物は、1913 年の 9月 15 日に発行されたパンフレットであり、それ以降の「橋」

の活動を伝える資料は今のところ見つかっていない。ザーガーの手記によると、最終的に 1914 年 6

月に、「橋」は財政的に破綻し、事務所が封印されたとある。1914 年 8 月には第一次世界大戦が勃発し、

ビュラーは病気となって 3 年後の 1917 年に死去してしまう。こうして「橋」の活動は忘却されるこ

とになる。

 3.7.「橋」とグラフィックデザイン

「橋」という共同体の最大の特徴は、オストヴァルトという一流の知識人によって推進された知識の

組織化を目標とする知的運動としての側面と、どこか香具師的なパーソナリティを持つビュラーによ

る広告や絵はがきなどの通俗的で雑多なグラフィックの世界の組織化という 2つの志向性の奇妙な合

体にあるといえよう。前者に視点を置いて後者を見れば、その試みは滑稽でしかない。しかし、グラ

フィックデザインの視点から、後者のビュラーの立場を評価する可能性をここでは提示しておきたい

と思う。

まず、ビュラーの蒐集の対象が雑多な「小グラフィック」であったという事実は、グラフィックデ

ザインの立場からすれば、史的な観点から一定の評価も可能である。同時代においては先駆的試みで

あったともいえるからである。たとえば、「橋」とほぼ同時期にベルリンを拠点として行われていた「ポ

スター愛好協会」の活動も同様な活動を行っていた。この協会は、世界有数のポスターコレクターと

してこの時期に活動したベルリンの歯科医ハンス・ザクス（Dr	Hans	Sachs）が 1905 年に設立した

団体であり、1915 年頃までには 1500 枚のポスターを蒐集しており、またザクスはまたコレクション

の幅を絵はがきなどの小型グラフィックにも広げようとしていた（注 26）。しかも、この「ポスター

愛好協会」は、「橋」の連携機関となっていた（注 27）。「橋」は、遠大な目標としては、橋ミュージ

アムの設立も視野に入れており、その点で同時代においては先駆的な試みであったのである。

また、ビュラーがパンフレットの制作を通して、一貫して実践し続けたモノグラフィ化原理は、レ

イアウトのデザイン原理としても先駆的な側面を持っている。ビュラーは、文字の可動性と固定を両

立させたのが活版印刷術なのだから、モノグラフィ化原理はそもそもグーテンベルグの活版印刷の

発明において、ある意味ですでに実現されていたと指摘している（注 28）。こうした彼らの考え方は、

この近代印刷技術の起源に立ち戻り、印刷による思想表現の可能性を徹底した形式的観点から追求す

るものであったとも捉えられるのではないか。もしそうであるとすれば、その姿勢は、後で論じるチ

ヒョルトらの「要素的タイポグラフィ」のそれにかなり近いことになろう。

「橋」のパンフレットのデザインは、ミュンヘンの建築家、挿絵画家のピルシャン（Emil	Pirchan）

によって一貫して手がけられていている。ザクセが指摘するように、彼のデザインは、表面的にはあ
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きらかに同時代のウィーン工房のデザインやゼセッションのデザインなどに様式的影響を受けて

いる（注 29）。しかし、こうした外観上の類似よりも、パンフレットのレイアウトそれ自体にモノ

グラフィ化原理が理念として強く反映されていると考えることもできる。すなわち、パンフレッ

トのほとんどのデザインでは、罫線による誌面分割と、分割された空間へのカテゴリーによって

分けられた情報が構造化され、整然とマッピングされている［図 32-34］。それは、現代の用語で

いえば、「構造化ドキュメント」の手法に類似している。さらにいえば、それは、1950 から 60 年

代にかけてドイツとスイスで生じた「国際タイポグラフィック様式」の基本的表現語彙であった

グリッドシステムにきわめて近い考え方でもある。グリッドシステムのスポークスマンであった

ミューラー = ブロックマン（Josef	Müller-Brockmann,	1914-1996）は、グリッドシステムを、活

字紙面から三次元空間へと拡張可能なシステムとして描いた（注 30）。このミュラー =ブロックマ

ンのグリッドシステムのヴィジョンは、『空間の不足と世界フォーマット』に見られる劇画的では

あるがどこか幻視的なヴィジョン［図 34］と、表面的差異にもかかわらずかなり近いといえるで

あろう。両者の間にある差異は、罫線で分断されているかそうでないかといった外見上の違いだ

図32　ライプチッヒ書籍見本市のための参加案内パンフレット 図33　「橋」参加フォーム

図34　「空間欠乏と世界フォーマット」挿絵
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けであり、両者に通底しているのは、厳密に規定された要素的単位から空間を構築する思想なのである。

3.8.ドイツ工作連盟と規格化

ここで、ドイツ工作連盟との関係についてふれておきたい。すでに述べたように、工作連盟の会員、

ペーター・ベーレンス、エルンスト・イェック、そしてヘルマン・ムテジウスらが「橋」の会員とし

て名を連ねていたが、同時に工作連盟は、団体組織としても相互に「橋」と協力関係を結んでおり、

逆にビュラー、オストヴァルト、ザーガーらは、1912 年（年鑑には 13 年に記載）に工作連盟の会員

となっている（注 31）。

両者が具体的にどのような共同作業を行ったかを示す資料の 1 つとして指摘できるのは、『橋新

聞』に掲載されている一つの告知文である。その告知文によれば、1914 年の 5 月から 10 月にかけ

て開催予定のケルンでのドイツ工作連盟展の展覧会ポスターに世界フォーマットの（No.13:64cm ×

90.5cm）が採用されたとある（注 32）。もちろん、そのポスターとは、ベーレンスと、フリッツ・ヘ

ルムット・エームケ（Fritz	Hellmut	Ehmcke,	1878-1963）のデザインによる有名なポスターである［図

35-36］。カタログなどで示されているポスターのサイズを調査したところ、資料によって多少の変動

はあるが、ベーレンスのポスターは間違いなく世界フォーマット No.13 であり、エームケのポスタ

ーは、縦の寸法だけがわずかに短く 90cm前後となっている。エームケのポスターの寸法の違いが誤

差によるものか、あるいはほかの要因によるものかについて正確な判断はできないが、いずれも世界

フォーマットに準じて制作されたと考えてほぼ間違いないであろう。この事実は、ビュラーらが、工

作連盟に対しても、世界フォーマットを提唱していたことを示している。すでに述べたように、ビュ

ラーは展覧会の印刷物のフォーマットを統一するべきだとする主張を行っており、ケルンの展覧会に

対しても同様な主張を行った可能性は大いにあり得る。

ところで工作連盟展の展覧会ポスターが、世界フォーマットに基づいて制作されたという事実は、

きわめて象徴的な事柄であるように思われる。というのも、展覧会に先立って開催された工作連盟の

大会では、周知のように、「定型（Typsierung）」ないしは「規格（Norm）」を主題とした激しい論

争であるいわゆる「規格論争」が起こり、結果としてアンリ・ヴァンデヴェルデを代表とする規格反

対派が勝利した出来事として、デザイン史に記録されているからである。ベーレンスはこの論争で規

格化反対の立場に与しており、そこから彼のポスターは、芸術家の自由と尊厳を強く主張したデザイ

図35　ドイツ工作連盟ケルン1914展ポスター、
デザイン：ペーター・ベーレンス
図36　デザイン：フリッツ・エームケ
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ンと解釈されてきた。このことは、1つの皮肉であるように思える。なぜなら、その主張を支える

紙がすでに規格化されていたということになるからである。

さて、オストヴァルトは、1913 年には、翌年のケルンの大会への出席を決意し、年報への寄稿

を準備していた。そして、実際にケルンの大会において講演を行っている。このとき、彼は、当然、

規格化を主張したムテジウスの側を支持していた。年鑑に掲載された「規格」と題する論考（注

33）では、彼は、芸術家がいまだ自由の名目のもとに個人主義に甘んじていることを批判し、す

でにあらたな社会組織を形成しつつある世界的な時代の趨勢を見る事を主張している。彼は「芸

術とは完全に社会的所産である」と定義し、社会化と規格化は相補的であって、規格化を受けい

れることが芸術の今後のあり方だと主張する。そして、オストヴァルトは、芸術に関連する規格

として、三次元の物体の大きさと質量体系の統一、そして紙の規格化と、色彩の規格化について

言及している（注 34）。このように、オストヴァルトは、ドイツ工作連盟において、「橋」で実践

した規格化の構想を提唱した。しかし、オストヴァルトの活動の中心は、1914 年以降は色彩体系

の構築へと移動する。そして彼は 1919 年頃に色彩調和体系をほぼ完成させることになる（注 35）。

たしかに「橋」は解体し、その試みは消滅してしまったかに見えた。しかし、その目標の 1つで

あった紙のフォーマットの統一化というプロジェクトだけは、その後も生き続ける。それは、第

一次大戦を経由して、戦後にDIN（ドイツ工業規格）として実現することになるのである。
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Connections	to	Other	Bibliographic	Activities	at	the	Beginning	of	the	Twentieth	Century,	in	Bowden,	M.	
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3）	 Adorf	Saager:	Die	Brücke.	Historisches,	オリジナルはオストヴァルト資料館に収蔵された手稿、抜粋が次の

HPに掲載されている :http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2481/s5.html

4）	 ibid.

5）	 ibid.

6）	 K.	W.	Bührer,	U.	A.	Saager:	Die	Ogranisierung	der	geistigen	Arbeit	durch	Die	Bürcke,	Seybold’s	Fr.	Bu-

chh.,	1911

7）	 ibid.,	p.	4

8）	 ibid.,	p.	88

9）	 ibid.,	p.	88

10）	 ibid.,	p.VIII

11）	 Paul	Shneiders:	De	Bibliotheek-	En	Documentatiebeweging	1880-1914	Bibliografische	Ondernemingen	

Rond	1900,	PhD	Dissertation,	Universitheit	van	Amsterdam,	1982,	p.89

12）	 両者は、どのようにして出会ったのか。そのきっかけと推測される 1 つの資料をここで提示しておきたい。

それは、ビュラーが寄稿していた雑誌『組織』の一つの記事である。ビュラーが彼の記事を寄稿した 1908 年

のまさに同じ第 20 号に、IIB に関する記事が掲載された。しかもこの号は 10 月に発行されており、オトレ

との最初の接触時期とまさに一致している。当該の記事は、ユリウス・ハナウアー（Julius	Hannauer	1872-

?）によって書かれたものであり、IIB の UDC をドイツに紹介したおそらく最初期の文献であると思われる
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（Julius	Hanauer:	Das	internationale	bibliographische	Institut	in	Brüssel,	Organisation,	10	Jag.,	H.20,	1908,	

p.532-534）。ハナウアーは、1908 年から 11 年まで IIB で勤務しており、第一次大戦後には、ベルリンの電気会

社AEGの企業内図書館に勤務している。彼はドイツにおけるUDCのもっとも重要な推進者の一人であったと

される。ビュラーとオトレとの接触が、この記事を介してかどうかはあくまで推測の域を出ないものの、ビュ

ラーが UDC の存在を知ったのが 1908 年以降であることは、この時期までのビュラーの文章に、それについて

の記述が見られないことからもほぼ確実である。なお、ハナウアーについては、Thomas	Hapke:	Ostwald	and	

the	Bibliographic	Movement（Britta	Grörs,	Nikos	Psarros,	Paul	Ziche	eds.,	Wilhelm	Ostwald	at	the	Cross-

roads	between	Chemistry,	Philosophy	and	Media	Culture,	Leipziger	Universitätsverlag,	2005,	p.128-129）を

参照。ハナウアーは、オストヴァルトとも親交があった。

13）	 Warden	Boyd	Rayward:	Paul	Otlet,	Internationalist	and	Bibliographer,	PhD	Dissertation	University	of	Chi-

cago,	1973,	第 8 章

14）	 Hapke:	Wilhelm	Ostwald,	前掲書（p.	141）で引用

15）	 Wilhelm	Ostwald:	Lebenslinien,	III,	Klasing	&	Co.,	GMBH,	1927,	p.299

16）	 Wilhelm	Ostwald:	Die	Brücke	（1911-3）;	Der	Gehirn	der	Welt	（1912）

17）	 Wilhelm	Ostwald:	Die	Brücke,	Brücke,	1912,	p.7	

18）	 Die	Brücke,	SATZUNG,	Brücke,	1911,	pp.3-5

19）	 Rolf	Sachsse:	Wilhelm	Ostwald;	Farbsysteme,	Das	Gehirn	der	Wielt,	Hatje	Cantz,	2004

20）	 Die	Brücke,	Mitglieder-Liste,	Brücke,	1913

21）	 Willelm	Ostwald:	Sekundäre	Weltformat,	Brücke,	1912

22）	 Karl	Bührer,	Adolf	Saager:	Die	Welt-Registratur,	Brücke,	1912,	p.1（翻訳に際しては、次の文献の訳語を利用

させていただいた。：佐藤隆司：もう一つのドキュメンテーション運動−UDC公布活動からみた「橋」の運動、

ドクメンテーション研究、34（7）,	pp.	338）

23）	 Adorf	Saager:	Die	Brücke.	Historisches、op.cit.

24）	 ibid.

25）	 ibid.

26）	 Jeremy	Aynsley,	Graphic	design	in	Germany	1890-1945,	Thames	&	Hudson,	p.	36

27）	 Die	Bücke:	Mitglieder-Liste,	op.cit,	p.37

28）	 K.	W.	Bührer,	Adolf	Saager:	Die	Organisierung	der	Druckwerks,	Brücke,	1912,	pp.6-7

29）	 Sachsee,	Wilhelm	Ostwald,	op.cit.,	p.86

30）	 Josef	Müller-Brockmann,	Grid	sytems,	Arthur	Niggli,	1985,	pp.141-148

31）	 Jahrbuch	des	Deutschen	Werkbundes	1913,	GEBR.	MANN	Verlag,	1913	（2000）

32）	 Brücken	Zeitung,	Brücke,	Heft	3u.4,	1913,	p.	24

33）	 Wilhelm	Ostwald:NORM,	in	Jahrbuch	des	Deutschen	Werkbundes	1914,	p.77-86

34）	 オストヴァルトは、色彩の規格化についてのアイデアについて、「橋」のパンフレット（1911）においてすでに

言及している（附録訳「橋」参照）。

35）	 オストヴァルトの色彩論については、次を参照 : 前田富士男 : 色彩論のイデオロギー−オストヴァルトと 1910 年

代の芸術と制度、哲学、第 94 集、pp.225-243; 前田富士男、パウル・クレーとオストヴァルト、（諸芸術の共生 :

齋藤稔教授退官記念論集、渓水社、1995、pp.145-165）に所収
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4. 紙フォーマットの統一規格化

世界フォーマットは、発表当時から、出版社や紙製造業者など関係者のあいだで注目されてい

たが、このフォーマットから後のDIN フォーマット成立へと至る道程は、けっして平坦ではなか

った。本章では、この成立の経緯について述べる。

オストヴァルトの世界フォーマットは、合理的な思想に基づいた提案であったが、紙フォーマ

ットの歴史を振り返るとき、唯一のものとはいえない。オストヴァルト自身が自伝で述べている

ように（注 1）、紙のフォーマットを 1: √2 とする考え方は、すでに 1796 年に、リヒテンベルグが

提案していた。さらに、少し遅れて、1798 年にフランスでは、同じ考え方に基づいた紙フォーマ

ットの表が「Loi	sur	le	timbre	（No.2136）」としてすでに公表されていた。後者の表で示されてい

る数値は、A 列とほぼ同じであった。しかし、いずれの試みも実現には至っていない。紙のフォ

ーマットを規格化しようとする動きはドイツでは 1883 年に起こっている。この年にドイツ製紙業

連盟（Vereins	Deutscher	Papierfabrikarten）において、紙フォーマットの整理分類が試みられた。

それは、12 列から成るフォーマットで、それぞれの列は固有名詞をつけられた全紙サイズを基準

としていた。

4.1. 世界フォーマットからDINフォーマットへ

さて、総力戦となった第一次世界大戦では、さまざまな領域で技術者主導による合理化、標

準化が強力に推進された。紙フォーマットの公的な規格化の動向もこの流れの中から生じ、終

戦直前の 1918 年からその検討が始まっている。最初は、ドイツ書籍印刷協会（Deutsche	

Buchdruckerverein）が 1918 年 10 月に設立した「グラフィック一般のための規格化委員会」がこ

の課題を取り上げ、同年 11 月に紙フォーマットの統一化とそのための〈世界フォーマット〉の採

用決議と、ドイツでのその一般的適用を実施するための準備を行っていた（注 2）。しかし、1919

年 9 月の帝国経済省で開催された事前協議において、軍建築士（Reg.-Baumeister）ルーエルベル

グ（Ruelberg）らが提案したのは、1917 年に設立されたドイツ工業標準化委員会（Normenausschuss	

der	Deutschen	Industrie）と共同でフォーマット規格化を定めるべきという結論だった。こうして、

この委員会には出版業、文房具商の団体、そして紙の消費者の代表としての官公庁などが加わり、

本格的な議論が行われることとなる。この議論で前提とされたのは、「たんに紙のある領域単独だ

けを整えるのではなく、紙の消費の全体を整理しなければならないことだ。すべての紙の方向転

換が交差しており、もはや以前のように、書類や商用紙、あるいはカードとか図面に限定されず、

すべてに対して等しく考察がされなければならない。探求は、図面のフォーマットから書類、商

用紙へと広げられていった」（注 3）。

この委員会には、オストヴァルトに加え、ポーストマンが委員として任命され、彼らは、紙フ

ォーマットの規格案をそれぞれ提出する。ポーストマンは、1914 年から 2 年間オストヴァルトの

助手、秘書を務めていた人物であり（注 4）、メートル体系の度量衡を研究していた。彼は 1917 年

に『規格化教本と題する規格化に関する専門書を出版し、注目されていたことが、委員の任命に

つながったのである。しかし、ポーストマンは、規格案の作成においてオストヴァルトの案を批
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判する側に回ることになった。彼はオストヴァルトとは別の案を持っていたのである。ポーストマン

の説明によれば、彼は 1914 年からすでに、数学者として、オストヴァルトの方法に異議を唱えていた。

彼はオストヴァルトのメートル体系、2分割の法則、相似性の法則から成るフォーマットの理論を引

き継いではいたが、オストヴァルトのフォーマットの考えが基本的に長さを単位に構築されている点

に意義を唱え、それに代わり、平面を基礎とした〈平面の統一〉を出発点としなければならないこと

を主張した。ここから、彼は 1m2 すなわち、841mm× 1189mm（A0）	を基準として、それを二等分

していく体系を考案した。

この論争において、たしかにポーストマンの案には説得力があった。しかし、実際の決め手となっ

たのは、ポーストマンのフォーマットのほうが、伝統的なフォリオの寸法と相性がよいという実質的

理由が大変大きかった。ここでいうフォリオとは、「帝国フォーマット（Reichsformat）」（33cm ×

42cm）の 2つ折りを意味しており、そのサイズは 21cm× 33cmである。そして、このサイズは、官

公庁で使用されるもっとも標準的なフォーマットであった。オストヴァルトが、それに対して提案

していたのは、世界フォーマットのNo.10（22.6cm × 32cm）であり、ポーストマンが提案したのは、

A 列 no.4（21cm × 29.7cm）であった。したがって、ポーストマンの案では、幅の変更は不要であ

ったが、オストヴァルトの案では幅が広すぎ、それまでの書類棚とノートが役立たずになってしまう

危惧が指摘された。それはまさに、1913 年にオストヴァルトの案が官公庁で検討されたときに拒絶

された理由と同じであった。このようにして官公庁はポーストマンの案を認めることになった。その

結果、紙の統一フォーマット案の作成が進行し、1921 年に制定され、ドイツ工業規格（DIN）の正

式規格「DIN476」［図 37］として翌年の 1922 年に公表されるのである（注 5）。ある挿絵［図 38］が、

フォリオからDIN-A4 標準フォーマットへの移行を、古い伝統からの決別として象徴的に描いている。

それは、紙フォーマット規格化が同時代の時代精神と一致したことを示している。

4.2. 情報組織化運動としての規格化

制定されたDIN紙フォーマットそのものは、DIN体系全体の一部にすぎない。しかし、ドイツ工

業標準化委員会が設立 10 周年にあたる 1927 年に出版した報告書（注 6）には、39 項目にわたる工業

領域の規格化推進の 10 年間の進展状況が示されているが、紙フォーマットは、「一般基礎規格」の項

目に含まれている。また、1923 年から出版された DIN 叢書（DIN	Buch）11 巻のうち、第 1 巻が紙

フォーマットを題材としている［図 39］。これらのことから、さまざまな規格の基礎として紙のフォ

ーマットが重要視されていたことが分かる。じっさい、ドイツ工業標準化委員会では、もともと記号

類の規格統一も含めた機械製図の規格化が、紙フォーマット事業の出発点となっており、紙フォーマ

ットは、いわば規格の規格にあたる重要な位置づけがなされていたのである。

紙フォーマット（DIN476）が制定された後、DIN 規格は、規格の品目ごとに 1 枚 1 枚 A4 サイズ

のシートで発行され、利用者は、このシートを購入することで、規格についての簡潔な情報を知るこ

とができるという仕組みになっていた。しかも、それは何度が改訂され、再出版されていたようである。

たとえば筆者の入手したシート（DIN198）はA列のサイズを細かく用途別に指定した規格で、1936

年 8 月に発行されたものである。初版は 1923 年 10 月と明記されており、また改訂の内容も併記され
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ている［図 40］。

また、DIN による規格化の内容が紙のサイズに限られるものでないことにも注意する必要があ

る。カードとか、記入用紙、各種帳票類、レターヘッド、学術雑誌などを対象とした規格では、記

載情報の位置の規定などの、レイアウトに関わる側面についての基準も同時に示されているので

ある。

以上のような、規格推進の状況をみるとき、紙フォーマットの統一は、単純に資材の節約的見

地のみから達成された構想ではないことは明白である。紙のサイズをシステム化することによっ

て、情報の整理、分類、検索、保管などの事務操作の効率化を図ろうとする発想が、そこに存在

しており、物質的経済性のみならず、情報の組織化の面からの「経済性」の向上がとりわけ目指

されていたのである。この点において、本格化する規格化推進の動向は、ビュラーたちが努力し

ていた情報組織化運動の 1つの帰結として捉えることができるであろう。そして、この動向は、ド

イツでは戦後の 1920 年代になると、合理化運動の一環として、国家的規模でますます強力に推進

されることになる。こうして、記入用紙、請求書などの各種帳票類、レターヘッドなどビジネス

用のステーショナリーの規格が、1922 年以降続々と制定公表されるようになった。1920 年代のグ

ラフィックデザインの発達の背景には、以上のような情報組織化運動の具体的成果の進展があっ

た。では、グラフィックデザインは、それをどう受容したのか。その解明が最後の課題となる。

注

1）	 Ostwald:	Lebenslinien,	op.cit.,	p.301

2）	 Die	Deutsche	Normung	1917-1957,	C.	Schütte	&	C.	Behling,	1957,	pp.	45-46

3）	 Walter	Porstmann:	Normformate,	DIN	Buch	1,	BVB,	1930,	p.158

4）	 Markus	Krajewski:	Walter	Porstmann	an	Wilhelm	Ostwald	（1920）	（=	Briefe	des	20.	Jahrhunderts	IX）,	in:	

Andreas	Bernard	und	Ulrich	Raulff	（Hg.）,	Briefe	des	20.	Jahrhunderts,	Suhrkamp	Verlag,	2005,	p.	59

図37　DIN476 図38　フォリオからA4へ
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5）		 Walter	Porstmann:	Normformate,	op.cit.,	p.158

6）	 DIN,	Die	Deuttsche	Normung:	Stand	der	Arbeiten	Frühjahr	1927,	Deutsche	Normunausschuß,	1927

5. フォーマット規格化と1920年代におけるグラフィックデザイン

5.1. ポーストマン

1920 年代のグラフィックデザインの展開において、情報組織化の立場からもっとも影響力の大き

かった人物が、ポーストマンである。紙フォーマットの規格化が、彼の案を中心として実現したわけ

であるが、それ以外にも彼は文字言語の改良、カードシステムの研究などを行っていた。ポーストマ

ンは、1920 年に、『音声と文字（Sprache	und	Schrift）』と題する著作を、ドイツ技術者協会（VDI）

から出版する（注 1）。この書で、彼はビジネスと商業の領域を対象に、効率的な事務処理に効果的

な正書法や文字の形態の改良を提案した。文字の改良は、「橋」のプロジェクトには含まれてはいな

かったが、オストヴァルトやビュラーは、国際補助言語に関心を寄せていたし、科学的管理法の分野

でもしばしば取り上げられる課題であった。

このポーストマンの著作は、先鋭的なタイポグラファ、グラフィックデザイナーたちに強い影響を

及ぼし、いわゆる「クラインシュライブンク（Kleinschreibung）」と呼ばれる大文字を使わず小文

字だけに限定した書法の提唱へと彼らを駆り立てるきっかけとなった。ポーストマンは ,「ことばは

1つであるのに , なぜ文字は二種類もあるのか」,「話すように書こう」と、そのモットーを定式化し、「迅

速 ,明晰 ,明解 ,流暢 ,経済的」な書法であるとクラインシュライブンクの経済性を強調していた（注2）。

こうした提案の影響が顕著なのは、バウハウスのデザイナーハーバート・バイヤー（Herbert	

Bayer,	1900-1985）と、同時代における代表的な理論的タイポグラファであったヤン・チヒョルト（Jan	

図39　DINBUCH 1 図40　DIN198（1936）



20 世紀初頭のドイツにおける情報組織化運動とそのグラフィックデザインへの影響　　　39

Tschichold,	1902-1974）である。チヒョルトは、1925 年に雑誌『タイポグラフィ通信』で「要素

的タイポグラフィ」と題する特集号を編集するが、そこで、10 箇条からなる要素的タイポグラフ

ィの定義を書いている（注 3）。そして、その中で『音声と文字』に言及しつつ、クラインシュラ

イブンクを提唱している。また、デッサウに移転したばかりのバウハウスでも、その影響が現れ

始める。1925 年 10 月以降のバウハウスではレターヘッドなどの公式文書のデザインから大文字

がほぼ消失するのである。DIN フォーマットについても、グラフィックデザインへのその影響は

1925 年以降に顕著に見られる。上述したチヒョルトの要素的タイポグラフィの 10 箇条の第 10 条

には、「新しいタイポグラフィの諸要素の秩序化は , 将来ドイツ産業規格委員会（NDI）の標準用

紙規格（DIN）に基づくべきであろう。それだけが , すべてのタイポグラフィのデザインの包括的

な組織化を可能にするのである。」（注 4）と明確に宣言されているのである。

こうしたグラフィックデザイナーやタイポグラファたちのフォーマットの規格化や文字の合理

化への注目の背景には、ポーストマンに代表される技術者たちのデザイン領域への積極的な訴え

かけがあった。グラフィックデザイン専門誌である「ゲブラウッホス・グラフィーク」誌は、1925

年 7 月号で「オフィス」と題するレターヘッドに関する特集号を組み、9月号では、記入用紙のフ

ォーマットについての論考とポーストマンの『芸術と規格統一』と題する論考が掲載されている。

ポーストマンの論考には、次のように書かれていた（注 5）。

「芸術作品の日常環境─それこそが現代芸術の主要ゴールであるが─への浸透にともない、芸術的自由は

強力に抑制されなければならない。なぜなら、もし同胞市民と調和のある暮らしを望むなら、誰にとって

も確実な外観であることが必要なのと同様に、仕事、商業生活、そして経済は、周知された形態の遵守を

絶対に促進することになるからだ。」

ここには、オストヴァルトが工作連盟の総会で行った講演の残響を聴き取ることができる。芸

術家、デザイナーたちに対して主張したオストヴァルトの「全文化の技術的基礎」としての「規

格（NORM）」の意味がここで繰り返されているのである。同様な主張を、ポーストマンは規格解

説書の「DINブック 1─用紙フォーマット」において、次のようにもっと綿密に行っている（注 6）。

宣伝家と同様、芸術家もまた作品の造形（Ausgestaltung）に自由の余地を好んで残そうとし、規定サイ

ズの拘束性が拒否される。非技術的な集団では、フォーマットの秩序は、われわれの生活のいっそうの非

人格化であり、新たな点で強制をもたらすものとしてしばしば非難される。この芸術的な意味は抑圧され

ることになる。─芸術が、ただ完全に決定され、目的にかなっていると感じられるフォーマットの上に据

えられる限りにおいて、今後は、自由に好みにしたがって、紙面の形態とサイズが選ばれるのである。け

れども、芸術作品のコピーが企てられるとすぐに再び将来優勢になると思われるのが──宣伝のための紙、

ゲブラウホスグラフィークは、芸術家のための強力な領域であると考えられている──、命令された枠組

みで芸術的に活動するよりも、逸脱したサイズを通じて不快と混乱が目立つほうがやはりましではないか、

という問題提起である。しかし、もしある芸術家が、その芸術作品を指示された紙葉サイズ上で表現でき

なければ、彼は芸術家ではないのである。真の芸術家であれば、前もって定められた紙葉の長短や広狭を、

熟達した線と形態の選択を通して、それを目的に適うように具体化することは容易なのである。
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そして、フォーマットの秩序は、まず第一にわれわれの生活においてすでに確立された基盤において有効であ

る。書類、商用書簡、図面のフォーマットに、芸術の適用を望むこと─それは絶え間ないフォーマットの変化

を通じてのみ生じる─は、芸術の容易ならぬ邪道となろう。紙面の消費は、自明の日々の要請であって、個々

の領域の目的形態はかなり明瞭なので（さらにいえば、すべてのフォーマットがその芸術的な代理物を持って

いるのも同然である）、フォーマットの秩序と規定において芸術が果たすべき仕事の余地はほとんどない。

芸術的評価は、標準フォーマットの縦横比、またその形態と、サイズの階層化に関係している。この形態は、

建築において至る所に見出せる。というのも√2 はもっともよく知られたそしてもっとも古い数学的構成だか

らである。そして、個々の標準フォーマットの列もまた、その階層化がそもそも二等分相似性の原理から導き

出せる調和のとれた像をもたらすのである。」

ここでは、ポーストマンは、さらに進んで、完成されたフォーマットがそれ自体すでに芸術である

かのような見解を示している。本来、芸術家やデザイナーであれば、芸術は恩寵ではないと切り返す

べきであると思われるが、しかし、こうした主張を積極的に受容していったのが、同時代の先鋭的な

デザイナーたちであった。そして、それには理由があった。同時代の芸術、デザイン運動の思想にこ

の主張を許容する素地が生じていたのである。

5.2. 要素主義

同時代の多彩な芸術運動のなかで、ドイツにおける 20 年代の動向を牽引した代表的な動向は構成

主義である。もともとロシアに端を発した構成主義芸術運動は、1920 年代にはドイツを中心に中欧

各国に広がる国際的な動向となっていた（注 7）。構成主義は根本的には社会変革を目標とした芸術

運動であったが、1920 年代中頃から造形の面では、「要素主義」が造形理論としてクローズアップさ

れるようになっていた。要素主義は複数の芸術家たちがそれぞれ異なったニュアンスの宣言を行って

おり、一義的に定義することが困難であるが、おおむね「客観的で普遍的ないくつかのエレメントに

基づくことが造形活動の基礎であり、その上で、芸術と社会、芸術と科学・技術の問題を考えていく

ことが重要とみなされる」（注 8）という立場であるといえる。タイポグラフィの領域に、この考え

方を取り入れたのが、他ならないチヒョルトである。すでに紹介したチヒョルトの「要素的タイポグ

ラフィ」は、あきらかにこの要素主義の考え方をタイポグラフィに適用したものである。そして、そ

れは新しいタイポグラフィの動向を指す固有名として用いられるようになる。たとえば、バイヤーは、

広告のデザインについて次のように述べている（注 9）。

「最初は構成主義者たちから生まれた要素的タイポグラフィのプログラムは、あきらかにタイポグラフィの仕

事の考え方に原則的な方向を示した。それがとくに、素材という事実のうえに構築し、そしてそこから組版技

術の形式を発展させる契機となった。明快さ、正確さ、一義性と抽象形態（文字形態も同様に）の普及は、特

にドイツにおいて十分に受け入れられた。おそらくは、視覚的な単純形態と原理的色彩の使用が、一般的基礎

的な広告のイメージと結びつけられたからであろう。」

フォーマットの規格化は、きわめて社会的影響力の強い「要素」であり、また、それはチヒョルト

が述べていたように、「すべてのタイポグラフィを包括的に組織化」することを可能にする思想と捉

えられた。要素的タイポグラフィの基盤に規格化の思想が据えられたのである。ここには、規格と自
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由との対立をめぐる論点は少なくとも表面的にはどこにも見られない。

5.3. デッサウ・バウハウスのグラフィックデザイン

要素主義的なグラフィックデザインと規格化の思想との結合の状況は、同時代のグラフィック

デザインに数多く見出すことができる。ここでは、その検証をバイヤーによるグラフィックデザ

インのいくつかにとどめておきたい。

1925 年以降のデッサウ期バウハウスでは、周知のごとく、グロピウスのスローガン「芸術と技

術─新しい統合」のプログラムに従って、産業と密接に結びついたデザインの方向性が本格的に

模索されはじめる。第一次大戦前にドイツ工作連盟で起こった「規格論争」から 10 年たったこの

時代には、規格はもはや異論の余地のないデザイン課題として自覚されるようになった。たとえば、

グロピウスは、バウハウス・デッサウ校舎の落成式間近の 1926 年 11 月 6 日に「ドイツ規格委員会」

の会議で「規格化と住宅建築」と題する講演を行っている（注 10）。バウハウスのグラフィックデ

ザインを対象に、このグロピウスの使命を中心となって推進した人物が、バウハウス・デッサウ

に新たに教官として着任したバイヤーだった。彼は、科学・技術者によって強力に推進されてい

た規格化の諸要素の受容を積極的に受容し、レターヘッドやバウハウス製品のカタログといった

アイテムに反映させている。その中で、とくにレターヘッドは、クラインシュライブンクに基づ

いてデザインされ、さらにそのことを社会に向けてアピールしたメディアとして重要である。

5.3.1. レターヘッド

レターヘッドのDINフォーマット（DIN676）は、1924 年 5 月に発行され［図 41（図版は 27 年

版）］、その後、このレターヘッドとの共用が想定されていた封筒、とくに窓付き封筒（DIN680）が、

1927 年 8 月に発行されている［図 42］。窓付き封筒とは、封筒の一部に窓がついており、そこから

レターヘッドに記載された宛先が確認できる封筒のことである。レターヘッドのDIN規格のフォ

ーマットは、このシステムを中心に設計されている。

バウハウスでは、このシステムに準じた最初の公式レターヘッドが、バイヤーによって 1925 年

10 月頃に制作されている［図 43］。新しいフォーマットはもちろんA4であり、また記載情報の位

置もフォーマットの設計図に基本的に準じている。このレターヘッドについて、バイヤーは、次

のような説明文を残している（注 11）。

「ビジネス通信では、印刷物を広告メディアとして用いる必要性については、これまで多くのことがいわ

れてきているので、このような必要性はいずれ理解されることになろう。

標準サイズの用紙によって資材を節約し、すべての手紙と印刷物の処理とファイリングを円滑にするため

に、まずステーショナリー、ついで印刷された書式のための標準フォーマットがドイツ工業規格によって

作成された。こうした標準化の原理的利点は次のような事実に基づく。つまり、すべての文字が同一サイ

ズで、日付や送り手の名前などの特に繰り返し用いられる情報は、いつも同一位置に配置されれば、検索

のための時間が省け、いっそう明確になろうということである。この点については、いくつかの事例を挙

げるべきだが、それらは、ステーショナリーとか封筒、請求書などのデザインは、標準化の根拠に基づく

ことでみごとな可能性を持っているのみならず、よりいっそうの空間の経済的利用すらも伺わせることを
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示しており、また完全に新しい様式へと向かっているのである。

1）送り手、電話番号、日付、問い合わせ先などが、指示された位置に置かれる。

2）揃えられたマージンが、常に参照されなければならない。このマージンは伝達されるべき情報にも依存し、

最終的には送り手によって配置されるべきである。

3）このマージンは活字の左端を形成することになる。このマージンを揃えることで、タイピングは容易になる。

4）この手紙は窓付き封筒での使用を意図している。したがって宛先を二度書く手間が省ける。」

バイヤーのデザインは、ポーストマンの主張を受け入れるかたちで、標準フォーマットに準じてデ

ザインされている。しかし、同時にデザインが完全にフォーマットに従属するものではないと、次の

ように注意を促している。

「これらの四つの要素は書体への考慮とともに多様なレターヘッドのデザインを決定する。したがって紙葉の

性格づけに寄与することになる。技術的観点からすると、対称的に配置されたレターヘッドの印刷面の下に非

対称の文字を配置することや、その反対のことはもはや問題外である。ちょうど書体が体系的な抑制から生じ

図41　商用便箋フォーマット　DIN677（1927） 図42　窓付き封筒フォーマット　DIN680（1928）

図43　デッサウバウハウス封筒
　（1925）デザイン：ハーバート・バイヤー
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たように、規格に準じたレターヘッドの文字列はそもそも非対称であり、左から始まるのである。1つの問

題は、それが芸術家に配置を動かす自由の余地を残さないという危惧であるが、ここではそれは問題とな

らない。なぜなら、特徴と外観において、もっと多様な典型的（typische）な帰結が得られるような十分な

空間が存在するのである。唯一の欠点は、今日、まだ二度折りではなく三度折りであるということだ。け

れども、この問題は、郵便行政が長型封筒の利用を認可すれば、速やかに解消されることだろう。」

このように述べ、標準フォーマットに準じつつも、「非対称」のレイアウトという、チヒョルト

が要素的タイポグラフィで提唱し、同時代のデザインの代表的傾向となった造形方法の有効性を

強調している。ここには、芸術表現の自由と規格による抑制の両立を図ろうとするバイヤーの意

図が見られる。

5.3.2. 雑誌『バウハウス』

デッサウ - バウハウスは、1926 年から、学校の機関誌『バウハウス』を刊行していた。当初

A3 版であったこの雑誌は、1928 年の第 1 号から A4 版となり、雑誌のフォーマットを規定した

DIN826［図 44］にしたがったデザインに変更されている［図 45-46］。そのデザイナーもバイヤー

である。この号では広告特集が組まれ、バイヤー自身がバウハウスの広告カリキュラムについて

の文章を寄稿している。さらに、巻頭にはヴァイデンミュラーの文章が掲載されていることが注

目される［図 46］。ヴァイデンミュラーは、広告の分野で合理化運動を推進した人物で、大きな影

響力を持っていた広告理論家であった（注 12）。彼は、ポーストマンとともに、クラインシュライ

ブンクを実践した人物としても知られており、その前年の 1927 年 10 月 3 日から 5 日にかけてバ

ウハウスで「ドイツ宣伝専門教育連盟」と共催で開催された「第二回宣伝─教育週間」で講演を

行っていた。しかも、この会議にはバイヤーも出席しており、この講演に強い影響を受けた結果、

バウハウスの広告カリキュラムについての構想を示したのであった（注 13）。この号にはポースト

マンの『音声と文字』からの引用文が随所に挿入されており、全体としてグラフィックデザイン

の領域におけるバウハウスの規格化の受容とその推進を強く表明する内容となっていた。

図44　雑誌フォーマット　DIN826 図45　雑誌バウハウス1928年1月号、広告用
フォーマット（1928）

図46　雑誌バウハウス1928年1月号、ヴァ
イデンミュラーの巻頭エッセイ（1928）
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5.4. ヤン・チヒョルトの新しいタイポグラフィ

情報組織化の動向に対して、もっとも理論的かつ包括的に対応した 20 年代のデザイナーが、チヒ

ョルトである。彼が『ティポグラフィシェ・ミッタイルンゲン』誌において宣言した「要素的タイポ

グラフィ」の主張の 1つであった「すべてのタイポグラフィの包括的な組織化を可能にする」フォー

マットとしての紙規格（DIN）という考え方は、3年後の 1928 年に書かれた『新しいタイポグラフィ』

において全面的に展開されている（注 14）。この本は、デザイナーと印刷工のための手引き書として

制作されたものであるが、「タイポグラフィの包括的な組織化」をデモンストレーションするかのよ

うに、シンボルから始まり、レターヘッド、封筒、郵便はがき、名刺、広告カタログ、ポスター、ラ

ベル、サイン、広告、雑誌、新聞、絵入り新聞、表、そして新しい書物で終わる総合的なカテゴリー

に沿って、デザインの考え方が事例とともに解説されている。そして、そのほとんどが、DIN の規

格と照合して示されているのである。

とはいえ、彼は全面的にフォーマットに準ずることを主張しているわけではない。「規格化されて

いるが、デザインされたといえないもの」の事例を掲げて、規格化がデザインの質を保証するもので

はないことに繰り返し注意を促している。それはとくにレターヘッドの項目で顕著である。彼は規格

化に関する参考書で『フォーマットと書式』［図 47］を特に推薦に値するものとして巻末の文献リス

トに掲げている。しかしにもかかわらず、そこで示されている事例［図 48］が、驚くほどタイポグ

ラフィの面では質が低いと指摘している（注 15）。このことは、バイヤーがレターヘッドについて述

べていたこととも共通しており、両者とも規格化が有効に機能するためには、芸術ないしはデザイン

によって補完される必要性があることを主張している。それはポーストマンの芸術家あるいはデザイ

ナーへの挑発に対する応答であったともいえよう。

ところで、本研究の文脈からいえば、チヒョルトの『新しいタイポグラフィ』において、もっとも

注目される点は、そこに「橋」の業績についての記述が見られることである。彼は、ポーストマンの『DIN

　Buch-1』を参照して紙の規格化の歴史を要約しつつ、「20 世紀に入って , ようやく偉大な科学者ウ

図47　「フォーマットと書式」表紙（1926） 図48　「フォーマットと書式」に掲載
されているレターヘッドの事例

図49　書籍フォーマット、DIN829
（1926）
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ィルヘルム・オストヴァルトが ,「橋」によって達成したのである . この国際機関は , 彼とビュラ

ーが 1912 年にミュンヘンに設立し , 新しい利便性を標準化したフォーマットサイズにもたらした

のである」と述べている。そして、「橋」を次のように評価している。

「......「橋」は、その仕事を戦争によって中断されてしまったが、非常に大きな功績を持っている。彼らに

よって達成されようとした精神活動の組織が、最小限の労力によって準備されたのである。「橋」の出版物

は、この領域におけるもっとも興味深い研究である。」（注 16）

このように、チヒョルトは、紙の規格化を精神活動の組織の所産と捉え、その実現の功績を「橋」

にまで遡及し、それを称えている。この本の文献リストには、「橋」の出版物が含まれていること

から、チヒョルトがいずれかのパンフレットを入手し、そこから彼は「精神活動の組織」につい

ての知識を得ていたのである。

チヒョルトは、『新しいタイポグラフィ』を、「新しい書物」の項目で締めくくっている。そ

こでの書物についてのチヒョルトの記述は微妙である。彼は書物についての DIN フォーマット

（DIN829）［図 49］は、かなり限定的で、小説や科学的書物にはまったく不向きであると述べ、書

物の将来の形式はいまだ不明確であると記している。そして新しい書物の形態として、エル・リ

シツキーの『声のために』を取り上げたのちに、写真を用いた視覚的な書物の提起することによ

ってその将来像を示している。だが、この「新しい書物」の像は、書物の解体というラディカル

な主張を含んでいた「橋」に始まる情報組織化運動のそれとは合致しない。結局のところ、チヒ

ョルトは書物だけは、「タイポグラフィの包括的な組織化」の外部に位置づけているように思われ

る。もしそうであるとすれば、それはタイポグラファとしてのチヒョルトの誠実さの反映であると

同時に、チヒョルトに代表される同時代のグラフィックデザインの実践の方向性が、この運動の

方向性と微妙にずれていたということを示しているのではないか。こうした疑問が浮かんでくる。

そしてこのような疑問は、ポーストマンが 1928 年に出版した『カード学』で提起した、カードシ

ステムとしての書物という考え方（注 17）や、さらにはオトレが 1935 年に著した書物『ドキュメ

ンテーション論』（注 18）の書物のイメージと比較するとき、いっそう強められるのである。特に

後者は「有機体・機械・ダイナミックなエネルギーの実体化」といったメタファを用いて書物の

新たなイメージを提起しており、現代のハイパーテキストの原型と見なされている（注 19）。しかし、

グラフィックデザインと情報組織化運動の関連を、書物の位置づけという視点から把握する作業

は、本研究の範囲を超える課題である。今後の検討課題としておきたい。

注

1）	 Walter	Porstmann:	Sprache	und	Schrift,	Verlag	des	Vereins	Deutscher	Ingeniere,	1920	

2）	 Ibid.,	p.75

3）	 Iwan	（Jan）	Tschichold:	Elementare	typographie,	in	typographische	mitteilungen,	oktoberheft,	1925

4）	 Ibid.,	p.200

5）	 Walter	Porstmann:	Kunst	und	Normung,	Gebrauchsgraphik,	Jg.1,	Heft	9,	1925,	p.24
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6）	 Porstmann,	DIN	Buch	1,	op.cit.,	p.200

7）	 構成主義については次を参照 : 谷本尚子「国際構成主義」、世界思想社、2007

8）	 同書、p.59

9）	 Herbert	Bayer:	typografie	und	werbsachengestaltung,	Bauhaus,	1,	1928,	p.	10

10）	 DIN,	Die	Deuttsche	Normung:	Stand	der	Arbeiten	Frühjahr	1927,	op.cit.,	p.52

11）	 Herbert	Bayer,	Offset,	Bauhaus-Heft,	7,	1926,	pp.	402-403

12）	 ヴァイデンミュラーは、もともとはライプチッヒで広告コンサルタント（彼は「広告弁護士（Werbeanwalt）」

と名乗っていた）として活動し、かなり成功した人物だった。また彼は、広告理論家、広告教育者でもあり、生

涯に広告に関する 40 冊以上の書物、小冊子と 2000 以上の論文を書いている。ヴァイデンミュラーは、商品を

誇張して褒めそやすだけのものとして否定的に理解されてきた広告を、経済活動におけるひとつの「伝達科学」

として位置付け、また同時に、「広告学」の確立に貢献した人物として知られている。ヴァイデンミュラーに

ついては次を参照 :Hurbert	Strauf:	der	werbwart:	Zum	100.	Geburtstag	des	Werbers,	Forschers	und	Lehrers,	

Johannes	Weidenmuller	（1881-1936）;	Claudia	Regnery:	Die	Deutsche	Werbeforschung	1900	bis	1945,	Mo-

senstein	&	Vannerdat,	2003

13）	 ヴァイデンミュラーがバウハウスに与えた影響については、Magdalane	Droste が指摘している。次を参照 :	

Magdalena	Droste	:	Herbert	Bayers	künstlerische	Entwickrung	1918-1938,	Bauhaus-Archiv,	1982,	p.40

14）	 Jan	Tschichold:	Die	Neue	Typographie,	Verlag	des	Bildungsverbandes	der	Deutschen	Buchdrucker,	1928

15）	 Ibid.,	p.116

16）	 Ibid.,	p.100

17）	 Walter	Porstmann:	Karteikunde,	Verlag	für	Wirtschaft	und	Verkehr,	1928、なお、情報組織化運動の文脈にお

けるポーストマンのこの書物の位置づけについては次の拙稿を参照 : 紙メディアの初期化、第 3回竹尾賞デザイ

ン史研究論文受賞作品集、株式会社竹尾、2003、pp.10-29

18）	 Paul	Otlet:	Traité	de	documentation,	Editiones	Mundaneum,	1934

19）	 オトレの書物の像をめぐる議論については、以下を参照：W.	Boyd	Rayward:	Visions	of	Xanadu:	Paul	Otlet	

（1868-1944）	and	Hypertext:	Ron	Day:	Paul	Otlet’s	Book	and	the	Writing	of	Social	Space,	in	Historical	Stud-

ies	in	Information	Science,	American	Society	for	Information	Science,	1998



20 世紀初頭のドイツにおける情報組織化運動とそのグラフィックデザインへの影響　　　47

結論

本研究の結論は、以下のようにまとめられる。

1）「橋」の活動の実態

従来「橋」の活動は、オストヴァルトを中心に論じられてきた。本研究では、「橋」設立者の 1

人であったビュラーの活動に焦点をあてて「橋」の活動を考察した。まず、中部スイス地理学、商

業協会」でのキュレーターとしての活動を経て、国際モノ会社にまで至るビュラーの活動にすで

に「橋」の構想の一部が見られることが分かった。次に、「橋」の構想にさいしては、ポール・オ

トレの関与が少なからぬ影響を与えたことを指摘した。「橋」の活動については、パンフレットの

出版事業の全貌をあきらかにし、「橋」が提唱した「世界フォーマット」の波及のおおよその実態

を把握することができた。中でも、特に「橋」はドイツ工作連盟と関連を有しており、具体的に

1914 年の工作連盟の展覧会ポスターに、世界フォーマットが採用されていることが判明した。以

上から、「橋」のグラフィックデザインへの影響が、すでに 1910 年代において見られることが分か

った。

2）ポーストマンの業績

オストヴァルトのアシスタントで秘書を務めていたポーストマンはメートル体系の研究者であ

り、オストヴァルトの世界フォーマットの構想を批判的に継承した。その結果、1918 年に開催さ

れた標準化委員会において、ポーストマンの案が官公庁代表に受け入れられ、1922 年にDINフォ

ーマットとして制定されるに至っている。本研究ではその経緯をあきらかにした。

3）1920年代のグラフィックデザインへの影響

1920 年代のグラフィックデザインのうち、特に構成主義の芸術概念であった「要素主義」に基

づいた「要素的タイポグラフィ」の動向に、情報組織化の概念が特に規格化、標準化というかた

ちで受容されたことを、具体的にバウハウスのバイヤー、ならびにヤン・チヒョルトの文章と作

品を分析することで論証した。とりわけチヒョルトは、「橋」の業績についての知見を持ち、その

業績を高く評価していた。以上のことから、情報組織化運動のグラフィックデザインにおける受

容は、従来のデザイン史での扱い以上に、同時代のグラフィックデザインの形成に寄与した重要

な要因であるといえる。
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付録01

１）モノ・システムの導入について（Zur Einführung in das Mono-system）

（Organisation、	10J.H.19、	1908、	pp.451-453）

天才的統計学者にとってたいへんやりがいのあるのは，新しい文化的価値がほとんど何も想像されていないままに、何百万マ

ルクもの大金がドイツで毎年、企業広告印刷費（Geschäftsempfehlungsdrucksache）に費やされているかをおおまかに計算し

てみることだ。モノ−システムにしたがって広告を作り直すならば、ドイツの輸出入企業、重工業、手工業、芸術機関やホテル

のこれら企業広告は全体として、つねに若返りをして繁栄する模範的作品を生み出すことになろう。それは思い切った方法でド

イツ国民の精神的優越性を明確に知らしめるであろう。すなわち何よりもまず、集合体それぞれが国外に対してまさしく圧倒的

印象を与えなければならないのである。

われわれの文章に即して、この唯一のわれわれによって選定された事例を正しく明快に精神的に消化しようと努力する者であ

れば、容易に考量できよう。すなわち、モノシステムが、いかに大規模で新しい芸術的所産を、すべての印刷物に応用可能な

仕方で人間に提供するものであるかということをである。そしてその際、このモノシステムはその支持者たちにとって、全然か、

あるいはあってもただほんのわずかな新たな経済的犠牲を要求はしない。そのわずかの例外の何かというのは、モノの規律、す

なわち印刷物の編集制作におけるきわめて単純なルールを遵守することである。

モノシステムが依拠するこの原理は、本当にとてつもなく単純であり、はじめて公表された当時には、聴衆にほぼ同じような

次のごとき印象を与えた。それは、患者に対して神秘的な褐色の飲み物を処方する代わりに、「毎朝単純にコップ一杯の冷水を

飲みなさい。そうすればすぐによくなるでしょう」と言うような経験豊かな医師の善意の忠告のようなものである。

それは準備作業に一年かかった。この物が広く繁盛するようになることで、真剣にモノシステムが実践に取り入れられるのに。

それはその発明者である—編集者カール・ビュラー氏のまったく明晰な着想であり、その一般的導入を考える前に、彼はこの

システムを当面制限された試験的地域、すなわちスイスで、あらゆる可能な面からテストした。—スイスでは、子供もみなモノ

がどういう意味か理解しているのである。産業家、ビジネスマン、芸術家、教師、生徒、万人が、老も若きも、金持ちも貧乏人も、

大も小もモノを収集した。スイスではモノを捨ててしまう者は誰もない。そして、もしわれわれがこの小論において、何よりも

産業人やビジネスマン、商店主に向けて、特にこの点に注意していただきたといったものがあるとすればこうである。これを聞

くことはこの三者全てにとって、おおいに意味あることである。すなわちモノシステムによって達成されるのは、これまでまだ

成功したことのないこと、いわば〈Zerstörtwerden 廃棄物化から守られた印刷物を作り出すこと〉であり、それによって、その

目標を達成し損なっているほとんどの世間一般の印刷物と対照的に、そのことで頭をたいそう痛めることなく真の目的で充足し

た印刷物を作り出すことである。じっさい、産業人、ビジネスマン、商店主の誰もが強制されているのは、毎年のように印刷物

のために大なり小なりの総計を支出することである。カゲロウのようなはかない存在である、回状やプロスペクト、カタログを、

宿命的だと我慢して耐えているのである。シシュフォスの労苦に身を委ねており、それによって企業広報活動を繰り返し最初か

ら始めなければならない。新たな可能性の代わりに、忍耐こそが、それ以上に良い、そしてふさわしいと知られてきたかのように。

ところでモノシステムはなんであろうとするのか ?

モノシステムは、何よりもまず千倍の印刷物すべてに計画と秩序をもたらそうと欲する。それは生き生きした活気あふれた日々

の生活を作り出す。それによって日常的な書簡の文体は科学的チラシのように見直される。すなわちそれは永続的なことばを印

刷物に授ける。それは滅亡から守り、芸術的挿絵によってであれ、興味深い文章によってであれ、もっとも日常的な請求書の文

体のなかへも持ち込むことができるのである。そして多くの場合、図像とテクストが小さな文化的歴史的ドキュメントの成就に

到達することであろう。

今のところまだつつましい個々のモノは、巨大な収集に、すなわち日常の印刷物全ての集合体に規則にとらわれず適合しよう

とする。この技術を可能にするには 2つのことが必要である。

すなわち :

1. 統一された基礎フォーマット、それは 11.5cm × 16.5cm の大きさである。この基礎フォーマットが選ばれたのは、非常に快

適な鞄のフォーマットを想定しているからであるが、しかしそれは、たとえば世界絵はがきのようなものとは対照的に、同時に

十分な大きさである、文学的で科学的な作品の自由な出版にとって、そして、同時に世界フォーマットとしてのモノ−フォーマ

ットの国際的導入を用いるのに十分な大きさなのである。後者はわれわれが後で話すことになるところのモノ−組織の主要課題

を形成する、—

標準フォーマットの制定から生じるのは :

2. 科学的な基礎に基づいて根拠づけられた実践的で不可欠な登録制度の制定である。すべてのモノ印刷物には、同一の登録用

注釈が付け加えられ、それはすべてのモノの非常に素早い配列を可能にする。整理の軽減措置の結果、まだ所有していないもの

がある場合には企業印刷物の編集者各々はハウスあるいは工場の商標を購入しようとする。すでに現存するものの芸術的ではな

い工場の商標は、このためにはデザインし直されなければならない。—

モノ企業印刷物の整理に際して必要とする整理を委託された見習や職員が行う作業は、いっせいにはっきり特徴を持って記号
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化された見解が一致したハウス商標を配置し、それから同一の対象を裏面に書き込まれた日付の時系列に沿って並べること

だけである。

登録商標の価値は、何よりもわれわれの全てのパンフレットの文章でもまた表明している。そこではもちろん産業、商工

業の業績と成果がカタログと価格表の形態で扱われてきたのみならず、すべての重要な日々の問題のために戦かってきたと

いう戦いの習慣があるのである。モノ原理の秩序創成によってはじめて、これまで全ての図書館員を恐れおののかせた非常

に冗長であったパンフレットの文章が、その偉大な文化的事業を解き放つ可能性を持つようになるのである。—

容易く理解できるであろうが、この大規模な事業が、モノシステムが目標としてきたのであり、厳格な中央組織が創設さ

れるときになってようやく解決されることになるのである。このために、何よりもまず中立的で精神的なセンターの創設が

必要となった。その頂上にモノシステムの考案者が位置し、それは必要に応じてゆっくりと拡張整備されるようになる。こ

のセンターから世界全体を覆う糸が張り巡らされ、すべての糸がその元で再び交わり、こうしてすべての協力者の永続的な

接触を堅実に保持するようになろう。

このセンターは、異なる種類のモノに適切に外見的かつ内面的に付与されるためのルールを確認する。それは統一化され

た世界索引（Weltregistar）にとって不可欠な検索語目録を制作し、全ての刊行されたモノは 12 部ごとにセンターに無償納

本され、各に分類目録（Stammliste）を記載する。それは専門的公共施設に納本されるものに匹敵する完全なコレクション

の編成のためである。さらに、このセンターが監視するのは、注文されたモノの芸術的そして文学的な装丁である。

このセンターは中立的な部局であり、それは芸術家と印刷工とのあいだに、そして著述家と注文主との間に、その他そう

呼ばれてもよいすべての組み合わせの間に、これまで開いていた深い溝を架橋する。それはモノシステムの組織内に蓄えら

れた不可欠な精神的力を正しい方法で相互に供給し合うのである。

いわばモノシステムのルールに従って全ての印刷物が制作できるのであるから、明白なのは、ここ数年のうちで時代の尖端

をいく印刷所の全てが組織に加えられなければならない。関連の必要事項もまた中立的なセンターの仕事となるだろう。—

モノシステムの倫理的関心は、モノ同盟によって守られるべきであろう。その創設が目前にせまり、それは、たっぷり予

約があり、関心を集めている、多面的な実行すべき活動プログラムを持つことになろう。

モノシステムが、目的に適ったマスコミュニケーションを創設し、無数の枠組みの登場を必要とするであろうということは、

自明で当然のこととしてよいかもしれない。

モノシステムによって検討されるべきこの作業領域は、際限なく巨大であるので、この遠大な状態 Fernestehende は当分

のあいだは是が非でも、次のような印象を持ってなければならない。すなわち、人間の力はこの大仕事を克服するには決し

て十分ではないということである。もし（それ）この問題においてより何か詳しいものを極めるならば、すぐにこう気づく

ことだろう。つまりモノシステムそれ自体に秘密の力があり、それが最終的な成功を保証し、この不思議な力が基本的にモ

ノシステムによって人間に対して、ある性質の作業プログラムが編成されるところに存在しているということ。それによって、

全体であればいともたやすく従えるのと同様、個々のもの自体もまた従うことができるであろう。このある作業プログラムに。

それは、例外なく完全に独立して、登場したモノ出版物を互いに、絶対に常に全部を、自ずと相互に補充し合い、個々の関

心のある者の希望ごとに準じて、グループ分けし、整えるであろう程度に単純な基本ルールを編成するのである。—

解決のために仕事によって何千もの金銭と時間、健康をもやは浪費してはならない。それはもう長い間失われてきたので

ある。これまで大胆な空想力が紹介できなかったような方法で、万国の精神的労働者のあいだに接触が打ち立てられるので

ある。

われわれのヒントによってわれわれはすでに提案によるもの以上のものに行き着いた。それは近刊のレポート「ミュンヘ

ン 1908 とモノシステム」に収録されているが、絶対に知っておくべきものである。そこに収録されているわれわれの提案は

同じであるが理解できるかもしれない。たとえ広範な作業プログラムの知識がなくとも。それはモノシステムを展望し、そ

れについてのより大きな基礎的出版物が発明者の筆によって詳細に報告されている。

納得がいくのは、モノシステムがわれわれの文化生活全体のうえで実践するのに適しているであろう慈善的な影響力は、大

規模な標準の中に導入されたときはじめて正しく姿を現すことができるということであろう。この時点まで、支持者とそれ

に類するものによるモノの事業は、それを覚えているため必要とされなければならないもの、後援者たちによるすべての新

しい偉大な事柄が前提としなければならないもの、すなわち信仰と信用となる。[......]

２）ヴィルヘルム・オストヴァルト「橋」（Die Brücke）1911

交通手段の大規模な増大と交通の容易化が、世紀末に生じ、その結果が、完全に異なる世界、理念の領域に波及している。

以前には現実性のない夢想家の夢と見なされていたこと、人類の統一がこの交通の発達によって現実的になった。われわれ

の日常生活の出来る限り子細な面にわたり、われわれは気づくようになっている。すなわち、われわれが─「われわれ」と

はまず第一に全体的な文化的人間である─ますます相互に結びつき、もし神経網がなければ、ある世界の終端において起こ
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った何かは、残りの世界全体と接合されないということに。そこで起こった出来事の影響が人類の残りの参加に伝わり、そこで

彼らがそのたびごとに、善し悪しの意味で影響が現れる。

このじっさいの標準化によって文化世界はいまや 1 つの問題に到達している。それは先立つ数年、数百年には多くのより

限られたサークルに限定されていたが、非常に高速の交通手段の到来した現在、もっとも緊急の課題なのである。それは

Organisation 組織の問題である。われわれはそれが至るところで発展し、活動していることを目の当たりにしている。（......）

同様にわれわれは従来の政治的組織化、すなわち国家がもはやこの要求を満たすには不十分であることが分かっている。国家間

の条約活動がいまや前進しつつある。

現在最後に、精神活動に関係しているものが、他のすべての種類の活動以上にいっそう国際的であり、われわれは結果として、

すでにかなりの範囲で発展している組織の存在について認識している。言語と国土がある一方で、国際的な協会、会議、あるい

は同様な全体的出来事の形成において言語と国土の境界を越境している。

いまやすべての資産のうちの精神的作業を通じて創造される資産は、人類が所有しているものであり、もっとも一般的で、そ

れと分けられる他の要因からは独立した性格を持っているので、この領域において、何よりもまず、すべての精神的活動の完全

な一般的共同体が形成されることもまたごく自然の成り行きなのである。またこの共同体の動機とスローガンとして、今日の実

践経済の総体をも表していると言えるかもしれない。すなわち、エネルギー的命令Der	energetischen	Imperativ において、「エ

ネルギーを浪費するな !」と簡潔かつ意識的に表現できるような。

この基本的アイデアの詳細は、組織の概念に帰結する。これは生命領域から取られたもので、この領域では言語がすでに再び

像を表している。なぜならオルガン（機関）は道具を意味しているのだから。かりにわれわれが相互にもっとも広い概念におい

てここで扱っている特徴を把握すれば、われわれは、作業の分割と作業の協同という 2つの基本的要因を見出すことになる。

労働の分業の目標は、諸動物に対して、そしてちょうど技術のもっとも単純な領域において容易に理解できることであるが、

特別にそのために訓練された労働者の、転換を通じてその達成を増大させることである。特別な道具、適切な組織などが、した

がってエネルギー的命令を満たすための第一の方法を示している。

労働の分離による財の割合の増大の問題は、けれどもまだ完全には解決されていない。なぜならこの分業労働は、ふたたび共

通の目的のために結合されなければならないからだ。これが労働の組合せの問題だ。組織化によってわれわれは、こうして労働

の分割とその結合に解消される労働の合体の問題を理解することだろう。

この一般プログラムを実現するために、おりしもミュンヘンに、精神活動のための国際的な中央組織として「橋」が創設され

たのである。いかにして、極端に多彩な仕方で定義された概念からそれを生み出すか。まず第一に、個々の状況に対応した中心

的仲介場所を扱う。この場所では、精神活動のなんらかの領域における情報をほしいと望む人々が、この中央の〈橋〉に相談して、

情報それ自体がなくとも、その情報を安全に保管している場所を指示できるのだ。

この目的のために、精神活動のためのすべての部分的な諸組織の目録を完成することが〈橋〉の最初の仕事となる。非常にた

くさんかつ多様にすでに世界中に存在している、国家や会員制登録などによって、個々の特別な質問に対しては十分に定義され

た情報を取り出すことのできる精密に形成された形成体のように。

仲介中央所としてのそうした機能は、大都市における電話交換所と比較できるような、しかしながら、解決できる仕事の唯一

の部分を持っている。もう 1つの部分は、十分な理由なく恣意的に銘々によって決められ、選ばれている無制限の決定事項を乗

り越えて、共通する解決を獲得することである。この種の仕事の事例は、書物、絵画、すべての芸術の印刷要素における現在の

体系の欠如である。（......）

しかし、それは〈橋〉によって橋かけされなければならない唯一のものでは当然ない。まだ数え切れない他の標準化が、科学

的基礎づけを待っている。完全に別のものであるが、言及すべき重要性がまさるとも劣らないものとして、わたしは一般的な色

彩アトラスの話しを挙げる。それはすべての可能な色彩の客観的再現、科学的根拠に基づいたトーン、明度、純度にしたがった

ものであり、それは個々に用いられている色彩の適切で国際的な指定を可能にするだろう。当然ながら、ここでもまた国際的な

補助言語が問題となっているのである。

この組織について言うべき一般的なことは、精神活動のより下部の領域において組織化可能なものを探索すべきだということ

である。それゆえ、もっとも単純でもっとも要素的な精神活動の手続きが存在するのであり、それは原理的にもっとも首尾良く

組織化できるのである。段々とそこから上へと、精神活動のより専門的な領域へと登ることができる。この関連性において、ま

さしく創設された〈橋〉はある程度まで科学的な研究機関の対立項となる。（......）というのも、研究機関が加えて存在する一方で、

そのための必要な方法の入手によって、〈橋〉は精神活動のもっとも高度な達成、すなわち公共に向けられた、直接的で、もっ

とも単純で、もっとも要素的で、もっとも些細な、いっそうの謙虚な仕事創造的研究を扱うのである。それはエネルギー命令の

意味において、目下のところ、まだもっとも悲しむべきエネルギーの浪費から解き放たれることになる、精神活動にもっとも共

通した量的、かつもっとも重要な側面の作業である。
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附録02

「紙フォーマット標準化の起源：「橋」設立以前のカール・ビュラーの活動について」

伊原久裕

芸術工学会　2006 年度秋季大会研究発表梗概集

No.42,	2006.10,	pp.44-5



52



20 世紀初頭のドイツにおける情報組織化運動とそのグラフィックデザインへの影響　　　53




