
第2巻　　第10號
401

感情と技術世界

小 池　　新　　二

　壮會や継濟が，科學から美術に至るあらゆる人間活動

に及ぼす影響はきわめて大きなものがあるが，ここにな

お，考’慮．しなければならない他のブァクタアがある・

　それは人聞の情繕とか感情とかいうものである．この

ファクタアは，他のものに比べてとかく大切に取扱われ

ず往々にして無視されやすいけれども，その入間活動に

及ぼ．す影響たるや，測り知るべからざるものがある．

　工業とか按術とかい5ものには，軍に機能的な意味が

あるだけで，感情や情緒に關する内容はないという信念

は19世紀を麦配していた大きな不幸であつた．實利と

功用を主とする唯物的な科學主義から生れたこの信念の

ために，美術は日常の生活から全く隔離されて，美術だ

けの孤血した世界へ追いやられてしまつた．

　その不幸な結果として，生活は，続一と均衡を失つて

しまつた．科學と工業は堅實な陵達な途げたけれども，

濁り隔離された感情の世界では，極端から極端へ遅潜と

逡巡が見られるのみであつた．

　感惰の世界とその威力とは，普通に想陳されるよりは

遙かに大きいものである・われわれの如何なる事柄にも

情緒や感精は入りこんでいて，思惟のようなものでも完

全に‘‘純綿”ではない．

　その上，この感情というものについては，自由な選澤

は許されない．われわれの感情生活は大吉1）分，われわれ

の目由にならない事情一．すなわち，われわれはある時

代に生きているある種類の人間であるという事情によつ

て規定されている．

　このようにして，十分に稜達した文化には，これを代

表する事物を通じて，顯著な感情的統一が生み出される

たとえば，李安朝の至薩を通じてそこには著しい共通し

た精紳が流れている．文學，繕輩，哲學，建築等にそれ

は著しく感じられる．これは何も不思議なことではない

ので，藝術も技術もすべて同時代に成長しその特徴的な
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影響を受け牝人達によつて瞥まれるからである．感情を

表現することは美術家の腸b事であるが，技術家や科學

者の中にもこの氣持は絶えず働いている．

　私はこの小文の中で，工業美とか技術美とか機械美と

かいわれるものを，抽象的に取りあげてそれだけを考察

することをやめて，以上述べたよ5な現代の感情的背景

を見出すことによつて，新らしい按術の美しさを示唆し

てみたいと思5．

　申ILIt現代のよ5な時代に感情の普遍的な統一一などが

右わ得るだろうがと疑5人達もある．この種の人達は，

科學や按術は，美術や感情と相反するものだと考え前者

ガ榮えれば，後哩｝は衰えるか，あるいはまた，科學は新

らしい自己表現の手段を工夫して美術の役目を引受け，

われわれを美術と無縁にさせてしま5とい5のである・

　事實，19世紀以來，美術は不運である．その作品だけ

では生活することさえできないという實情である．と同

時に，現代の技術文萌は，アッサリ棄ててしまうにはあ

まりにもわれわれの生活に密接している．

　このような感情と生活との問のギltツプが顯著になb

初めためは19世紀の中葉であつた，ヨ戸ロッパには美

術の敏世紀に亘る歴史と堅固な傳銃がある・これに反し

てアメリカには，さ5した歴史も傳統もない代りに生活

の實用目的にかなつた事物を工夫して生活環境を改善し

よ5とする技術が護達しやすかつた．これはアメリカの

democraticな肚會生活と，傳続的な形式賞持たないこ

とにょるのである．

　ヨーロッパの美彼1とアメリカの技術一この＝つは最

近まで，全く相鯛れるζとのない平行線であつた．アメ

リカ人は，美術はヨーロッパのものだと頭から信じてい

た．したがつてアメリカ人が作り出す機能的な用具は．

　　第1圏　1851年のロンドン萬國博覧會　　　「
　　　　　　に出品された低俗な銀器類，

これにヨrロッパの美術的な灘駈を加えなければ，美的

債値は生み出せないものだと思われていた．

　少くとも，「美術眺dな家具調度や織物の類はヨーロ

ッパが本家だと考えられていた．1925年のパリ装飾美

徳博賢會に出品の鋤誘をうけた時でさえ，クFリッヂ大

航領は「アメリカには出品するよ5なものがない」とい

つて騒つた．　1851年ロンドyに開かれた世界最初の萬
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　1

國博覧會の報告書を見ると，アメリカ側の委員は「家具

類や裟飾闘系ではアメリカはコpUッパ渚國と競雫する

ことは到底盟めなかつた」と述べている・’

　ところが，この博覧會に閏品されたヨー・　Pッパの「美

術的」な品物は，きわめて不健全な，．塵落したものが多

かつた．當時まだOxfordの學生であつた　William

Morrisはこれ等の出品物を見るに椹えず“wonde血11y

㎎1y”と叫んだといわれている・

　これ等の家具類や装飾類ではヨーロッパに敵わなかつ

たアメリカは，機械頚や家庭用品に力を入れた．當時，

水昌宮に出晶されたものを見ると，機躍のバケツ，斧

刈取機，林檎劇皮器．搾油機，厨燈，猛込疲憂，彊性椅

子などがあり，いずれもアメリカ現代文明の二つのカー

democracyとrnaChineの生み出したアメリカの國産品

であつた．

　これらの出品物は，實利的見地から識者の關心を集め

たが，美や感情とは何の關係もなかつた．この博覧會で

は現代機械工具の父といわれるSir　Joseph　Whitworth

の機械類でさへその新らしい美しさは許贋されなかつた

のである．

　これらのものが當時の大衆に受いれられるためにはi

「美術的」な髪飾が必要であつた，最初はゴシックとク

ラシックの装飾が用いられ，線いてヴィク｝リア式のロ

ココ模様が用いられた．

　いかなる文明においても，悪情はあらゆる人間活動と

状態に滲透していく．時代の主要な局面が，感情に封し

て不明瞭な環境は實際的に虚理できない環境と同様，不

満足なものである．

傳統的な美術は，現代ρ世界へ背を向け，これを感構

的｝譲現する試みを断念してしまつた．かくて技術世界

を現わす感情は，いつまでも造形されず，感階に相懸す

るシムボルを見出すことがなかつた，

　しかし，内に璽達した感情は必ず外にシムポルを稜見

するに至る．感情はわれわれの心の申に構成され，鰹系　　　’

を形成する・しかも外部にこれに悪ずるものがなければ

第2圖　ピカソ作
‘‘ 買@イオリンtl
（1912年）．近代科

學が物質の法則菱

按大したように，

立盟派は光學的ヴ
ィジョンの範国を

籏張した．

’
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感情は放出することができない．そこで心φ中の状態と

外部環境との間に調和を見出さなければならなくなる・

もしも環境がいつまでもわれわれの感情生活から離れて

いれば，護展のレヴェルを維持することができない．

　このようにして新らし㌧・創造的な美術家漣、ことつては

身の廻りの一番手近かな一．一番親しみのある事物がとくに

重要1性をもつてきた．　PicassoやJuan　GrisやLe

第3岡　ル・，ルピュジエ作（ユ920年）・オザ

ンファンとル・コルビ；ジェは立骨豊i殴の改革を

目指して純粋派を創始した　日常身邊の準凡な

物盟を選んで優美精縁な形象を創出している．

Corbusierのような蚤家達ば，日常のありふれた品物一

一鉢だとか璽だとかバイプだとかコップだとかギタアな

どに魂を打込んだ．海で孔のあいた石，雨露にさらされ

た骨，木の根，樹皮など自然の物膣にも同じょ5に注意

が向けられた．

　このよ5な卑近な，どこまでも有りふれたものは普通

人の意識にはほとんど現れてこないものだが，創蓬力に

冨む美術家のr弄にかXると，眞實の姿と意昧を輿えられ

る．つまり，担堺の新らしい部分が「感情ユへ近づけら

れたのである，

　感情にとつてこのような新らしい領土の開拓こそ，美

術家b一課せられた主な使命なのである．新らしい美術家

達がこの仕事をやり遽げなかつたら，工業や技術を特色

とする現代世界の大部分は，すべて感情的意義を鮫いて

しまつたであらう・．

　たとえば，山岳の風景は18世紀頃までは，渾沌たる

賦形されない，混鼠以外の何物でもなかつた．ギリシア

美術を襲見したWinckelmannも，工760年頃アルプス

を越えてイタリーへ入る時には車窓の眺めに埴えなかつ

たナソゴタルドの魏義たる岩山を見ては，あまりの凄じ

さに臼除けを深く下して，和やかなイタリーの田園こ接

するまで決して外を見t，かつたという・それから1世紀

の後，Ruskinは，何等の美感を催おさない工業の世界

を逃れてシァモニイの山に心の安佳を求めた．汽般橋

梁，鐵藁購一當時の新らしい造形的可宵塗主に野して

RuskiUは深くプライソドを下したのである．
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　美術家は，科學や技術の褻明家や璽見者と同じような

大きな働きをする．美術家も稜明家もいつれも人問と世、．

界との問に新らしい關係を探しもとめる．美術家の場合’

だとこの關係は事物的，理論的でなく，感情的である・

創造力に富む美術家は，軍｝こ環撹を推察することでは満

足せず，われわれに彼の目を通して見させよ5とする・

彼はその作品の中で，われわれ自身の氣のつかないもの

われわれの魂の状態を，あたかも鏡のごとくに活窩して

呉れる專問家なのである．

　ところが，1791年職業自由の宣言が褒せられて中世

以來のギルド制度が解浴した．これまで，職業の邊定を

束縛していたあらゆる制限が慶棄されて，現代工業の驚

くべき成長が初まつた．craftにかわつて亡eChnicsが

褒達したのである．

　Craftから離れた美術家は，生活のためにtec丘nicsす

なわち工漿と競雫するという大きな問題に當面した．そ

こで一Lつの方法は，贅澤品の生産に身を投じて最も低い

大衆の趣味に迎合するということであつた．大衆向の美

　　　　　　　　　　　　　　　　第4圖
　　　　　　　　　　　　　　　　Pt眞術の畿達は，

　　　　　　　　　　　　　　　　肉眠の世界を時塑
　　　　　　　　　　　　　　　嚢　的に描大し，新ら

・　躍

　　’k

翻

淳

しい多様な芙を創
造し．た・ これ｝よミ

ルクの受皿に跳込
んだミルクの一滴
で露幽十萬分の一
秒で羅つたストロ
ボス＝Pプ霜眞．

術が「陸に汎濫し，サロソを埋め，高債に費買された．

　當時の人々は，これが美術であり，美術家の仕事であ

ると思つていた，美術家の木當の使命である蛋明璽見と

探究に遜進した作家達は全く世に知られなかつた．現代

雛における根本的な稜展は大衆の意志に反し，大衆の

知らない問に．ほとんど秘密裡に行われたといつてよい

同じことが，建築についてもいえる．この領域において

も，稜展1ま秘密裡に繕造の分野において行われた・建築．

家と書家は，純埣な表現手塵へ立ちかへることによつて

固化した檬式と闘わざるを得なかつた．

　立盤派における室間の探究は四世紀に亘つて糟墨を支

配してきたperspectiveを解潰した．未來派における蓮

動の探究は，内面遽入と同時性の表現を生んだ．

　建築におけるGropius，　Le　Corbusierの業績につい・

ては改めて読くまでもない．

　こうしてヨー’pvパでは，技術の萩らしい世界が歩一

歩，感旛へ近づけられて行つた．しかるにアメリカでは

エ裟と技術は長い聞，全くそれ自身の螢達に委ねられて

いた．ジャズ音樂やMarkl　Twainの藝術的債値を童見

したのはヨPロッパであるやうにSullivanもWrignt

もその腰の現代的意義を認められたのはヨFロッパに

おいてであつた，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
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　　A　　　　　　　　B　　　　　　　C

第5圖　Aプライウヅド成型椅子（1874年）

　　　　Bt一ウェン・マグネチック遊費車

　　　　　のジャムプ・シート（1917年）

　　　　Cハワード草刈機の片持坐席（1857年）

　これらの例は，しばしば引用されるところであるが，

昨年デトロイトに開かれた「現代生活展覧會」には，家

其に關する珍らしい實例が出品された．

　たとえば，金馨または木材を使つたcantileverの椅子

である・曲げたパイプを使つて初めてこれを設計したの

はオラソダのMart　Stamで1924年のことである．し

かしシュタムの椅子又は，弾性がなかつたので，翌年

Mies　van　der　Roheは鋼管を曲げて弾力をもたせた

canti］everの椅子を作つた．これが有名なヴアソデルロ

rエの鋼管椅子である，

　ところがcantileverとスプリソグの原理を懸用した

椅子は，アメリカでは遙かに以前から用いられていた・

S；ptム自身もそのcantilever椅子のデザインをアメ

リカの七人莱自動車の補助椅子一“jump　seats”と呼

ばれている折魎み式補助椅子から示唆されたといつてい

る．そしてまたスプリソグ，スチールのcanロleverの

椅干はすでに早くアメリカの農業機械に現れているので

ある．Siegfried　Giedionはこオtをユ880年代としている

が實際はもつと古く「現代生活」展に出品されたR．L．

Howardの草刈機のシPトは1857年のB雌alo製であ

，生産研　究

第6圖　クリーtダ
電氣厨遡　シー1・

スチールと鑓診鐵製

Simplex　E且ectric

Co。　Ltd．　Birmin

gham設計製作｝t
（1948　年）．機能白争

な技術美に輝いて

いる．

り，これ以前の製品もあるとい5．

　プライウッドを曲げ成型した椅子は，Atvar　Aaltoと

Ma：cel　Breuerが1930年代iこ初めて，製作現代家具デザ

イソ界に大ぎな役割を演じてLkるものであろが，プライ

ウッドの特許は1865年New　YorkのJohn　K．　Mayo

がとつており．これを用いたペンチや椅子は1874年に

特許とな1），New　Yorkのアデナア商會の手で量産され

鐵道が汽船をどの實用に供されていたのである．

　しかしながら，アメリカではこれら按術の所産は長く

實利の世界にとL“まつて，感情の世界は入つてこなかつ

た．近代の創纈勺な美術家蓮が開妬した新らしい美の世

界の中へ，これらの技術的所産を取上げたのはヨーロッ

パのデザイナア達であつた．

　そしてこれらの實験や試作は，再びアメリカへ移入さ

れてそこで工業化され生活化された．　1930年代からア

メリカで急激に褒展してきたindustrial　designは現代

人の感情が按術の世界へ滲透していく姿を示すものであ

る．（1950・8・4）
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