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1．葵　と　工　業

美

ガラス管の講戊

　20世紀の特色の一つは人類が新しい工婁美を生み出

↓L，これを．一般の位會生活の［掴こ織りこんだことであ

る19世紀末までの生活は手工薩勺美を求めて，構造や機

．能は美と無關係あるいは封立するものと考えられていた

産義革命以後，機械が人類生活の・ドに登場したが・それ

は胆に脛濟的に物を生窪するための手段にすぎず，好も

しい干和な人間生活の妨嘗ないしは破壊者としての役割

をもつものと考えられ，ラスキソやモーリスらの考え方

は機械のなかつた中世の方が人類生活が幸幅一6一あり，機

械は人閥を奴隷にし，美の破壊者であるというし訪であ

つた．當時の機械は未襲達のみにくさをそのままあらわ

したものであり，工場も5すきたなく暗い煉瓦造りの倉

置のようなもので，機械とともに働くことの快樂などは

みちんも感じられない状態であつた．そしてこれらの機

械や工場を美化しよ5として，μ’草澤模鎌やくりかたを

っけたりしたが，それはかえつてこつけいなごまかしに

すぎなかつた．（第1圓参照）20世紀に入つて機械はま

．すます獲達と普及の度

を加え，美を意識しな

．い．ﾂi者術によつて，今

までに見ないエネルギ

t”tシーxな，　ダイナミツ

クな複雑な中に統一あ

る階調を．保つた美を生

み出し，またその機械

力によつて，手ユ．果で

．は得られない均質な，

．ZE滑な，幾何學的な，

反覆実ヱ大諭に生み出

してきたのであろ．

　このような美に最初

1：．rA’目し，またその特

質を世に紹介したの第1固建築の圓札と同じ様
は，披術・家でもなく，　式をもつた19世紀牛のドリル

星

の

野　　昌　　一

見
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また純梓の美術家でもなく，第1次鰍洲大職後表現派や

」ヒ髄振の傾向を實践しだ建築意匠家（メソデルゾーン，

グロピウX）等であつた．これは按術と．美術との中間を

ゆく建築家¢任務からみて當然のことともいえるが，セ

セッシコソ以後“必要が藝伽の母であるItという考え方

をおしすすめて，美を意識せず必要の追求に専念した按

術酋の浩り出したものに芙が存在することをはじめて指

摘した功績は高く評贋しなければならない．1920年頃の

飛行機はまプ廷形の集合膣から腕し切れず，自動車は箱

形に軍輪をつけたにすぎなかつた．しかるにメyデルゾ

Pソは流線形の自動車の形を豫見したようなアイソシュ

タイソ塔を完成した．

　當時エ場の中のあろものは無意識の中に亘大な質量の

立暖的な講成を形づくり，これが機能的に結合されて立

派なエlral的形態を形成していた．大洋を航行する汽船

は水や風の抵抗から否懸なしに流線形をとり現代建纂の

母胎の役割を果した．（その室内はかえつて無理をしなが

ら過去の建築の再現に汲々としていた）かくて，エ業は

美を意識しないところに，本來の伎命から必然の美を生

み出し，美を意識した場．合にかえつて過去の形式の美に

とらわれて本來の姿をみにくく歪ませていたのである．

　その後航室機はますます叢達の度を高め，！く力學的

の必要から新しい構造，形態をたどり，今まで人類の知

らない美を，人々に感じこせるようになつた．馬車から

スタPトした自動申は，徐々にその形態を改姜し，1930

年以後次第に流線化して，1940年一一癒そのぞ式がまとま

り，　1950年にいたつて完全な工藝品酌まとまt）さえ示

している．（口糟6～7頁参照）

　機械的笑の窒みの還である機械類は，機能の復雑化に

したがつて肝態の攣化はしたが，本來の姿にはそれ程の

　　　　　　　　　　　　　　　　鍵化はみとめられ

　　　　　　　　　　　　　　　　ない状態で，最近

第2圓　涜線型のカバ門1’［　！：t、聾ら

　　　　ホ」1哩こ「；や訂　埃からまもら

　　　　れた新型タイフ唱ライa一

にいたつて災．菩防

止や防塵などの副

目的から滑かなカ

バーを附けて，復

雑な外形から解放

されるようになつ

ナニ．〔第2［嗣老蓼眠ミ）

　機能美は機能と

はそれ程密接な關
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　　蜘こな、葡真鴨霧顧家具など礪㍉卵働入

　　れられ，ある揚合には経測生や，そのもの本卒の使命を

　　害してまで，外形上の機能的らしさを追求する傾向があ

　　り，この傾両は機能とは關係のない純梓藝術にまで行き

　　わたつているが，これは一面からは薪しい機能美への指

、　針ともなり，他面，機械的昏マソティシズムからかえつ

　　一て機能を害する方向に堕落する誘因ともなら5る．

　　　われわれはここ1ζ技術の立場を強調した工業美の動向

　　を示して・搬獅者にも漢や諭を喚起したV’と

　　考えている＿

　　　　　　　　　　　ア　　　2工業葵の嘩　　　’・

　　　工業美とは何がそれはω最少の犠牲で最大の敷果を

　　あげる”という技術の基本使命にしたがつて，“與えら

　　れた目的に封する最も脛濟的な解決法”を合理的に遽げ、

　　ることによつて，工業的製品及び生産手段から生れる美

　　であり，冒的をはずれた夢幻的なロマソティシズムをぬ

　　ぐい去つて，嚴密な科學的現實に屯とついて，最も合自

　　的な途をえらぶことによつて達せられた必然の姿からか

　　もし出される美的感情のことである，

　　　そのような美が果して存在するかどうかとい5ことに

　　多くの議論が費されたが，過去にこの種の美を否定した

　　人々も今ではそのよ5な美を，いやL）やでも認めざるを、

　　得なくなつている．人類はその生存の必要から，自然の

　　法則に矛盾したものに不滞を感じるが，科學が自然の法

　　則の解明に忠實な役割を果すのが本務である以上，これ

　、から導き出される必然の形態が，人間の審美感と相容れ

　　ない理由はないのである・しかしそうはいつても，一方．

　　これと矛盾する事實を，われわれは認めないわけにはゆ

　　かない．それは何故か，そこにわれわれの知性の遍破と

　　敏乏，経験および教育の後進性，そして拭うべからざる

　　歴史的慣性の重匪を感じるのである．

　　　いずれの專門にしても，その途の第一線をゆく人々と

　　一般人との間には知識の相違のあることは當然であり；

　　專門的にみて，どんなにすぐれていても，これを一般人

　　はただちにすぐれていると認識するわけにはいかない・

　　そこに“眞の目的にかなりた美”と一般の感じる美との

　、くいちがいが生じる原因がある．このようなくいちがい

　　は，知識，激養の交換向上によつて、いくらかでもちぢ「

　　鱗られるものであるし，また時聞的におくれはあつでも

　　いずれはキの方向に向つてゆくとい5はつきりした見透

　　　　　　　　う　　しがつく．脛瞼および教育の後進性という問題について

　　は，次のごとくいいうる．われわれは實際に現存し過去

　　に瞳験したものから，一つのものに野する翻念を作り土

　　げることがさけられない以上，合理的にかくあるべしと

　　い5ものにくらべて，われわれが納得するものは，ど5
　　　　　　　　　　　　　　　ワ
　　しても相當のおくれをみなければならないζとは當然で

　　毒る．したがつて一般の嗜好に適合するということが民
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　　　　　　　　　　　　　　　　　幽蓬研究
　　　　　　　、　　　1、　’t、．，　　’x　　　’
　　主的であるとする場合に，9－一りまちがえば，最も溝んだ”一

　、　　立場からみればはるかに後逞酌な愛協的なものに邊合す、。

　，る危瞼を生L’6：一．∵

　　　われわれの激育年代と活動年代の“ず＊t　”、も一？の大

　　きな問題である．み般には激育をうけた年代に最もよい

　　とされたものを一生鍵らずよいと思いがちであり，ζの

　　ために專門的にみれば現在ではも5古い凋わ樋形式　，

　　にこだわる傾尚が多分にあり・こ掴ミおが國のめ蝉

　　足で雛國髄紺てい聯合には停く1こいち鵬し
　　くあらわれてくる．庫た謡部の人々をのぞいては，人蘭

　　の知性の進展はある年齢からだんだんに滅邊してゆき，
　　しかもこ疫賜こ幽能力は増大す翻合が多いので・

　　自分の幼年期や青年期の追憶を肚年，老年になつてから

　　實現しようとする傾向があり，このために現代の進んだ

　　技術からみると，時代おくれになつてしまつた形式が，

　　案外一般の好評を博し，進んだ技術からみて時代おくれ

　　の不合理なものが多くの需要をよび，輕濟的に優遇され

　　1　　るということが起り，このために技術の前進をにぶらぜ

　　る結果をまねきやすい．ことにわが國のよ5に技術が急

　　速に進歩した國では，特にこれを嚴戒しないと，．技術的

　　声くれがヂますますはなはだしくなる危瞼が多い．

　　　それならば，第訟線の專門i陵術家めみが，このよ5な

　　工業的な美を生みだすものであ℃．また理解できるもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　であるかとい5と，それは必ずしもそうではない・否．

　　むしろ逆の場合があり，專門家はとかく既成翻念にとら　ノ

　　われていて，過去のみにくい穀を，すてきれないでひぎ

　　ずつてゆきやすいもので，原理と蜜際とのくいちがいを

　　案外氣つかずにいる場合が多いのである・とのようなく

　　いちがいをすばやく見抜いて，新しい技術に帥懸した新

　　しい形式を生み出してゆくのは，ある程度技術に通じてe

　　いてv一しかも，すぐれた直感力と鎧型力とを象ねそなえ　、’

　　た，非凡の才をもつた造型能力者であり，時には飛躍的

　　な室想が，現實にとらわれた技術の限界を5ちゃぶつ’g

　　後からこれに理論酌なうらづけをみちびくとい5ような

　　場合が歎多ぐあるのである．航室機のすばらしい造型的

　　前進は，かならずしも航室力學專門家ばかりの力ではな

1かつた・技術の前進には・このような直観型がいつも必

　　要であり，ことに形態美の護展には直接眼に訴えること

　　が不可峡な條件で・展示゜寧眞゜印刷などによる薪しい

　　形態美の紹介はつねに活護におとなわれるべきである・　，

　　　3，工業葵の効用と成立條件　　　　　　　　　　ヘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　われわれが工業美を感じ，これを愛胴することによつ

　　て人類生活の幸藤の上に釜するところがあるかどうかは

　　愼重に検討を要する問題であるこもともと工業は量産に
　　よる輕濟性を根本とするもゐ態あ葛かち，特殊な才能とぺ

　　困難な修練の後に多くの勢力を必要とする在來の手工業

　　的，または純藝術的な美よりも，はるかに纒濟的に多数

　　の同型美を供給し5’6ものであり，從來一部の富有階級’

よ

　　　　　　墾
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　　　第3圓　アメリカで一般化して

　　　　　　　いる満潔な台所セット

t：NfiさiLていた美を，多くの勤難級にまで廣めうる

可能性をもつているものである，（第3圖参照）

　しかしここに考えなくてはならないことの一つは，手

工的な美しさはその制作過程において制作者が藝術的な

wa足感にひたe5ろものであるのに凱て・エ…糊嫉

はその生産過程においてはそのような齪感を鵬なわ

ないのが普通で励，ある場含には苛酷な動禦絆にお

いて動勢者あ犠牲が伴うこともありうる．これを改善す

るには一方に勤勢を貧重rする祉會思潮を育成し，他方勤

勢者に工業美の任務と鑑賞の能力を高めて，めぐまれた

環境において勤勢の満足を感じながら．敷多くの人々に

供給されろ工業美tsas品が生産されることが望ましいの

である．（第4圖参照）いま一つの難黙は，萩しい技術に立

脚してthtLた工

業美は高い激養

と鋭い造形批孚U

力をもつていな

ければ正しく理

解されないもの

であるために，

廣くこのような

美を理解させる

には忍耐強い罎敷

育と，たゆまな

い補導が必要で　　　第4圖　複難な機能を簡素な

ある．工業美が　　　　　　面で包んだ冷凍機

ゆきわたればわたるほど下層にまで浸透する任務が増大

するので，ともすれは費らんがための手段として，從來

このような階級が自己の手のとどかぬものへのあこがれ

として非脛濟的な，手工的美をもとめる心理に迎合しよ

5とする傾向を生じるが，これは一時的には好都合であ

脅

、
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つても，おお5ことのできない矛盾が内在しているため

にゆきづまりを生ずることは當然である・tたあまりに

も先走つた機械主義は，かえつて機能や現蜜を無覗した

灘的・マソhシxムに流れ・大衆の支持を失つて・

反動的に妨易いから，エXXをPlこしながら・非生謹

的な酒場の一隅でアルコールの幻想力・ら5み閏されるよ

5な，按術の本來の使命からはなれた‘‘工業美らしさT’

をわれわれは嚴軍に見破つて排除しなければならない・

　さらに，正しい工業美が生み出される困難さの原因と

して，一一wafi者め美へのms，bの稀薄であることをあげ

なけれ麟らない，工業美は師・すことのできない賄

の現實に立脚して生み出されるべきものである以上，技

術者が生み出すのが當然であるのに，窒際には多くの技

術者膜にnして無關心で勘・またある場合には美を
敵覗しているとさえ考えられることがある茨術そのも

のが萬能の瀞のさずかりもので完成されたものであるな

らば，技術の追求によつて，萬入を滞足させるような形

態がただちに生み出せるであろう・しt・し・われわれの

もつ按術はまだまだ鍵の中途にあり・あろ目的に封し’

て最善の萎を生み出しうるものではないから，そのまま

では多くの場合みにくい鮎を多分にもつていることは否

定できない．これを造型的に直観力のすぐれた技術老か

または技術に深い造詣をもつた造型能力者が，機能を高

めながら，少くとも隈能をそこなわないで快適な感じに

まとめあげることは必要なことであろ．ところが一般に

鯉的tsneと騨的咳術約蝉とは爾立しにくいた
　めに，機械的生産品が美的感情を浦たさない場合が多く

　あらわれがちである，しかし，按術が極度に進歩すれば

爾者は完全に一致する傾向があるから，これを解決する

　ためには技術そのものの追求はもちろん第一に必要なこ

　とであるが，こ2Lと同時に技術者が美に關心をもち，あ

　ぢ程度その法則をわきまえ感受すろ力をもつことと，造

　型家が按術を正しく理解し，Tfi互の鯨敬の下1こ協力して

　製品を完成することが必要であつて，殊にわが國ででは

技術の展達段階が淺くかつ急速であつたために・技術家

　にそのような鯨力と批判力がなく，・また藝術家ないし一

　般に按術的素養が低いことが，この灘に關して大きな障

　碍となつていろ・
　　以上の諸黙の改善によつて，エ業美が正しく理解され

　愛用されるようになれば，從來，自己蟻牲をともなう非

　生産的なものへのあこがれのために，およそ美や報か

　ら縁の遠かつた階暦にまで，生塵上有利な犠牲の少い工

　菜美が浸透して祉會的に廣範な幸漏が得られる筈である

　　かくして過去において吐會のある一部の人々にしか昧

　い得なかつた美的感覧による瀟足感を，廣汎な階暦の人

　kにわかつことが可能となるのである，このためには．個

人的な好悪感を犠牲にしても，機械的工業的生産によつ

て得られる機能美に開心をちも，これを理解し，またこ

れに浦足する習慣を養5べきである．そのためにそのも

のの機能や生産過程を充分に知る必要力：あり・機能鰍こ

すぐれたもの，生産過程の合理的なものにより美しさを

感じる素地を養わなければならない・（「生塵研究」5月

號13～3頁滲照）（1950・8・5）
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