
星　野　呂　一

②　水滴の形をそのまま形態化した油タンク

　製作はiMl筒形のものよη困難であるrt；，張力だけです

むから，薄肉でよく，表面績が小さく，紅濟的である．

③モスクワの電量工業黄臓所．

　自い壁に長か形の煕い窓が抑揚をもって配例されてい

て方」．∂換氣7一ドが印象的な機能惑を與えている　ソ

聯み建築としては，めずらしく濫厚な新味がみられる．

④ロッテルダムの高層静務者住宅．

　fl．宅は勢務者の工払ルキーのllし給源であり，樂しい休

息戸巧でなけ、tしばならない　ガラス張りの階段蜜と蓮績バ

ル」＝一とは．よく高贋建築の特色をいかしている

　工塀は工業生蒼の母胎であt”　，そD美化によつて生産

の能nylカZkttまe），多くの從業fii二働く幸幅を興えられる．

機能の殿堂として工場は現代建築の荘とうたわれる．

①機能を卒直に表現した新しい形式の飛電所，

　配電盤守の横長窓は均一な探光を與え，白い壁は襲電

機室の捲上扉と鋭い封比をなしている．カットは装飾的

に取扱われた登電所の例で機能的な美がそがれている．

⑤　フランクフルトの勢務者癌纏住宅．

　統一された2陪家はゆるやかな緩いカープを描いず・・る．



舟危 舶・

元　良　誠　三

①7ランスの代表婚ノルマンディー號（83，423噸）

　シtLクハットを思わせる煙突は考慮の鯨地力：あるが，

斬新な船首の形飛や．デッキラインを横切るシャーライ

ンなどに近代船舶の在り方を示している．

⑥　クヰンエリザベス號

古典的な簡素さの中に世界最大

舶の偉容をよく表わしている．

F

⑨　ノルマンデイ．一

號の空中富眞
美L．い曲線をした．；皆

段聴の舶尾が見える・

③イギリスの代表
船クヰンメリー貌
（8！，235噸）

古典的な完成され．た

美しさをもつている・

④　クヰンメリー號

の建しい血組で．溝成

された船楕．

一VLM．VLANWVSNVVVSNPtvvv｛
　海の女王，大洋を航行する

客船は，亘大な船盟と英しい

船櫻，機能的な煙突やマスト

の配列によつて，偶白の船形

美をきそつている・

　力學的條件と構造的な制
約，機關と居室との交錯した

要求を充たす船舶の美は，現
fk建築に張）、影響を些委え．　矧屯

空機とともに機宵旨美の先玄満を

いくものとして注口される．

WVVVVWVM－■Nww．NV
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⑤　クインメ

リー號のボー

Fデッキ．

一H－■t一



雫　山　了　也

LT乍の軍艦と貨物舶は名實

ともに111’界一流の誇を示し

たけれども，客船は質はと

もかく．噸数において劣勢

にあり，小型なりに大型無

D眞似をしなければならな

い鮎に苦心のあとかみられ

る．　（壁野昌一）

轟「州ボ鯉ダ．F。
罫註

⑦戦前サンフランシスコ航
路に漬躍Lた淺閤丸（16，94丁

噸〕　やや古めかしいが小さ
いながらにまとまつていると

いえよつ

⑧載前南米航踏に活躍した
アルゼンチナ丸〔12，755噸．）

前部1t3を除いてシヤーが無

く，甲板のキャンパーも無い

ので有名で，全燈として斬新

な感じがする

曾　元關金遡棺船金剛丸

　　　（7，043噸．〉

⑩　流箪型客艇として有名な

橘丸G．ア80噸〉．大島観光舩

として活躍している．

⑪練習船大成丸かってのE大な
帆船の典形的な一例である．

’

撫碧ピ

　　　～　，
　　’　　　1

　　　ふ

　　　　　　i，



郡市美

星　野　昌　一

　人類生活のルツボてある

都市が獲化されることによ

って．人々の竃縞にブラス

する所が大きい・遺路配置

を骨格とし，交温路の紳誕

と，碗藁の肉付によつて，

都宙は構成され，縁地の玄

をまとつて藁化される．そ

れらが一睡とし廼甜整され
る所に綜合の勢が生れる．

①高層建築は都會の華で
あり過去にみられなかつた

肚大な美を形成するが，思

い思いの高さの建築は全髄

として都市を繁雑なとげと

げしいもの匹するr．＝＿ヨ＿ク，

②道幅を考慮して段形に
・セットバックした整然たる

建築群は，明朗な近代美を

生み出す・（リヨン）

③亘大な立艘感を誇る
オフイスビルは数萬の人

を呑吐して土地の節約化

と事務の能率化に役立っ

ているが，これにふさわ

しい道路と空地を伴わな
U、と交通地獄とrr宣螺き雑沓

を助長する・（Σ郡：つ

　④水OP的なひるがりを
　もつ敵洲の都市は美しく

　計豊された緑地・公園を

　もち，つかれ易い都會人
1碑il経脚…一・・t・v”）

⑤　高さを競うスカイ・スクレ’パーの群は無秩序なスタfル

の展覧會のようで，人々は深い谷間の問をぬう道路をうごめ）・

ている．一っ一一つは美しい建築も綜合された美を生み出せない

⑥　整然と配置された同型のピルの群は，廣々とした交通路と

緑地につつまれて，充分な日照と通風が與えられ，しかも能寧
的な生活が醤まれる・（・・．ビュジェによる刈一の鵡蜀



構築美

星野昌一一一

三木五三郎

　古くから交化のバロメー

ターといわれる道路は，構

築的な藁の代表とみられる

摺鍛をアクセツサリーとし

て，貿用と筆’Dハーモ昌一

を奏てる．

①コンクリート・アーチ
の美をほこるストウットガ
ルト附近の自動車道路橋・

橋脚が二列に分れているの

て・輕快さが倍加されている

が，地震には不利であるう

②直線美をほこるダルム
シュタット近くの自動車道

路．繰地をはさむ4車線は

交叉分岐路と明暗の美しい

階調を示して．森を縫い，

丘を越えてどこまでも績く

③サンフランシスコ’オ
ークランド濁橋は全長1万

吠で世界一，2層に分れた

9車線，2軌道が518吠の
高塔に29吋の銅索で吊ら
れている，

④、世界一の高さを誇るボ

ールダー　ダムの見上げ圖．

アーチ・グラビテイ型で高

さ220m，コンクリート
250万m：，西部地方への電

力と水道の供給，廣汎な農

耕地への灌瀧，洪水防止な

どに役立つている．

⑤　コンクリート打ちはなしの美しさを誇るフρバロ・ダ1・の

ア1］ゾナ側疑電所（令能力58万KVA），放水口の上部には工
業美を示す壁歴器の列がみられる．

⑥　整然としたコロンビア河ボンネビル装揺所の内部（賢電能

力52万KVA）この電力は都市工業地幣や遠く農村にまでいき

わたって，文化的な生活を支える原動力となる．



星野昌一・平尾

高 級

K
．b

1Aジャガー50年型
　前方グリルは縫型，保守

　的で，優業な誇張された

　フェンダーやトランクの
流諌型と不調和であり，

　ライトも薦式で．前面の

　飾に英國の貴族趣味があ

ふれている．フードの直

線形は，全腰ρ滑らかな
｛感じを岐つている．

、

中 級

2Aサンビーム50年型
ドリームカーの傾向を實

Al化したもので全齢とし

てブラAティック的感じ
でまとめられ，滑面を活

用しているが、角がと．tL

すぎてしまりかなく質景

感にとぼしい．前方がド

つているのは緻洲車の特
色である．

ス　ポ　ー

3Aジャガースーパース
ポーツ型，160馬力で最

高12〔｝哩の時速をほこる

強力車．滑かなzピード

感にみちているが，前下

りで前方グリルの形が不

r1然であり，フロントグ

ラスの形も速度感力：と；ぼ

しい．ドリーt’カーに近

い流線形が特色

A4カイザー49年型前面　米國rll級車のr11で．比較的
主　～．ま　リ　カ：よ　く　7　グリ　JLiナノk！卜白勺．乏づ延難70あ　り・　　”　F．ノ1㌃

ダーを直線的につないだ最初ノ型．として注llさ．　⊃．

4Bカイザー50年型背面　屋根が輕快にと．り扱われ，

－t”ンダーとトランクが一禮として無難にまとめられ，
．．i’ CJLやスナ・・7ti・水雫線が有効に働いている．



牧・鈴木　　弘

　カット　アメリカ系のドリームカー，質量感にみち蜜

際的で，量産性を張調し，薄肉のため腿目に峡黙を示す

ことがあるが，全腔として速．斐感とエ業美的なまとまり

をもつている．

．t’ _

セ　ダ　ン

2Bマーキリー50年
型．フォード系の實用車

としてまとまりがよく座

席もゆとりのある感じで

後車輪はカバーで覆われ

ステt・コプもかくされて全

畳豊が簡素に取り扱われて

いるが少ししまりのない芦じ
感じをうける． t

アメリカ型

赫

セダン
1Bスチュードベーカー
50年型
彊　調　　さ　　 才

し　 た　　
ノ

ぐ　　ン　　 ノ　 e　 一　　や　．i寿冠

方グリルの繁雑さは，ボ

ンネットの平行線の装飾

とともに米園の富有階級

の趣味を反映している．

後車輪7エンダー前方の

金馬装飾も實用の域から

はなれ，全鱒として，豪

華さをねらつている．

．ツ　カ　ー

轍餅　凱

3Bポンティヤツク．コL

ンバーティブル・クーペ

水年線を彊調して直線的

な取扱で力張くまとめら

れ，安定的なスピード感

をもつて）・るが，前方グ

リルはやや繁雑で，スポ

ーティな全形とマッチし

ない傾がある，

5Aオールズモビル50年型　女性にもつとも好まれる
この車は，全盟ふっくらとした曲面でまとめらオレ，温厚

な感じであるが，グリルの曲線が少しLまりがたい・

5Bアメリカ車の果來形　スポーツカーに似た女疋ある
速度感をもつているが，ヘッF’ラィ1・vE・ftい方やバンパ

ーの形には機能の遊戯化の傾向がみ鰯しる・



麹

①　機能的な安定悪をもツ

テレ1ノイシ］〆　 ”メツ

⑥ 蟻

…ーし

．「

ジ

厘、　流覇（型1こまEめら

tt‘たマイクロt「・ン

③スマートなカバーにっっ
まれたRCA竃子顯微鏡

雀’凹”開圏｛”【’”叩”印｝’｛岬噛｛’Pt幽層｛’’”ハ”脚w’”d’一’Pth層’～画？

1電気機器の形態美i
、凶1｝脚、削噛’．」－H－NNilw．舶1、噛’．噛軸りeh．’．1りilk回「層1．卜1”uiht副’層」印1．’1幽’

か　形態ゾノ愛化を

乃みに塗分けて安

定感を加えとトー

キー’アイルム・

レコーダー

⑥機能的な要奉
ζ下串）に家具的な

表現（上牛）δt加

えた高忠實度積撃

器のケト観

高　　木　　昇

星　野　昌　一

⑤

霧

擁

，tt）　7ラーLティ・・tクと多孔金厨板の侍」i止を活用した

磁氣簸音器（左）者聲檜幅諸i；LXT）
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