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第２章 デジタルツールの先進事例と陶磁器におけるデザインプロセス

2-1. はじめに

本章では、他の工業製品分野でデザインから製造に至るプロセスにおいて他分野で使用

されているデジタルツールを陶磁器業界に導入するために検討すべき課題を明らかにする

ために、デジタルツールの歴史や他分野での利用状況をふまえ、陶磁器分野でのデジタル

ツールの利用について文献を中心に調査した結果を論じる。また陶磁器のデザインプロセ

スを実態調査から明らかにし、新たなデジタルツール利用のプロセスに改革するためのモ

デルについて検討する。

2-2.コンピュータ利用技術の歴史と他分野での利用について

デザイン面におけるコンピュータ利用技術は、生産に近いプロセスから導入が始まっ

た。デザインの初期段階からコンピュータを利用するようになるのは、それより後のこと

である。

関連する技術ではじめて実用化されたのは、工作機械を数値で制御する NC(Numerical 

Control) 技術である。第二次世界大戦後、アメリカ空軍は航空部品の複雑な加工や検査の

ためのゲージを、高精度で製作する必要に迫られており、ヘリコプタのブレード検査用ゲー

ジを加工する機械の開発に従事していた J. T. Parsons が、空軍からの委託研究を行うこと

になり、この技術開発に取り組んだ。MIT（マサチューセッツ工科大学）サーボメカニズ

ム研究所が協力し、1952 年には制御言語である APT (Automatic Programmed Tool) を発

表した 6（図 2-1）。

こ の 数 値 制 御 を コ ン ピ ュ ー タ で 行 う た め の 最 初 の CAM(Computer Aided 

図 2-1  パーソンズの NC 機械 図 2-2 Sketchpad
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Manufacturing) システムとして市販されたのは、Patrick J. Hanratty が GM 社（General 

Motors）のプロジェクトとして開発し、1957 年に発表したソフトウェア「PRONTO」で

ある 7 。

CAD(Computer Aided Design) システムは、1963 年に Ivan E. Sutherland が MIT の博

士論文の一部として開発した「Sketchpad」が始まりである（図 2-2）。グラフィカルユー

ザーインターフェース (GUI) を始めて実現した画期的なプログラムで、ライトペンを使用

するものである 8。

このように製品開発におけるコンピュータ技術利用が、プロセスの最終段階に近いとこ

ろから開発が進んだのは、精密で信頼性の高い製造技術への要求が切実だったからであ

る。実際に利用が進むのは軍事部門の航空機からであり、一般企業では 1970 年代から自

動車業界で使用され始める。日本の自動車業界では 1980 年代後半から急速に普及する。

部品点数が多く、下請け企業も含めた裾野が広い自動車業界では、親会社であるメーカー

がシステムを導入すると、部品を製造する下請け企業も同じシステムを導入せざるを得な

くなる。1999 年の段階で、日本の自動車部品メーカーの CAD システムの導入率はほぼ

100% に達したとの調査報告がある 9。ほぼ同時期に家電製品メーカーへの導入も進んだ

と見られる。見方を変えれば、CAD/CAM システムの創始期から半世紀近くを過ぎてよう

やく自動車関連企業への導入が完了したとも言える。

機建築関係の利用では図面の CAD 化よりデジタルツールの利用が始まり、現在では CG

画像により完成時のシミュレーションが行われるほか、構造計算や建築費の積算でも積極

的に利用さている。自由曲面の定義は重要視されない。2 次元での利用が他分野に比べて

多く、自動車など曲面が重要な分野とは異なったソフトウェアが使用される。3D データ

に基づいて後述のラピッドプロトタイピングにより縮尺模型が出力される場合がある。

医療関係でも類似の利用法がある。人体を CT スキャンや MRI で測定して 3D データ化

し、目的に応じて血管や臓器、骨などの組織ごとにデータ構築が可能である。3D データ

から , 手術の事前シミュレーションや患者への説明等に利用するためラピッドプロトタイ

ピングでモデルが製作される。このプロセスは、陶磁器への利用技術とも関連性が高い。

インターネット網が一般へ普及したことで、同一の組織にとどまらず広域のネットワー

クでデータが共有されるようになり、コンピュータハードウェアの性能が飛躍的に向上し

ながらも低価格化した現在では、より小規模な企業への導入が進んでいる。
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2-3.ヨーロッパ陶磁器メーカーでの先進事例

日本国内の陶磁器メーカーにおいて、CAD/CAM システムをはじめとしたデジタルシス

テムの導入は、非常に遅れており、研究の参考となる前例はあまり見られない。これに対

し、コンピュータグラフィックスの習作や表現手法の研究対象としては、多くの事例があ

る。製造まで視野に入れたシステムの導入は、サニタリーウェアの TOTO や INAX では前

例があるが、食器メーカーに限ればほとんど前例が見られない。これに対し、外国では

ウェッジウッド社をはじめとしていくつかの先進事例がある。

ウェッジウッド社（イギリス）はジョサイア・ウェッジウッドが 1759 年に創設し、現

在では世界でも最大手の陶磁器メーカーである。世界的な名声があるが、コスト削減や新

デザイン紹介のスピードアップ、製造上のロス軽減と品質の維持などの課題に取り組む必

要があるのと同時に、何人もの技術が高く経験のある職人たちが定年を迎えて技術力が衰

ウェッジウッド社のプロセス
                 

CG

従来の手法 従来の手法

曖昧さの排除
信頼性の高い視覚化
鏡像コピー
拡大縮小
複数の装飾検討
様々な視点から確認
　

CADデータ制作

サンプル修正

CADデータ修正

従来の手法：

RPモデル：

3D 2D ５～６日 ５～６日

１～２日 数分

RPモデル(FDM)

絵付転写原稿

コンセプトスケッチ（手描き）

原型製作

乾燥→焼成→施釉→再焼成→絵付転写→焼成

鋳込型製作

生産

プレゼンテーション

サンプル製作

データ→RPモデル→彩色

図 2-3 ウェッジウッド社におけるデジタル化されたプロセス
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退する恐れがあったことが導入の理由である。

同社は 1987 年にデルキャム社が提供する「DUCT」と呼ばれる CAD/CAM システムを

導入した。ウェッジウッド社のワークフローでは、初期のコンセプトスケッチは手描きで

制作されるが、次のステップでは CAD ソフトウェアで２次元と３次元のデータが制作さ

れる。画面上で鏡像コピー、拡大縮小などが簡単に行え、肉厚を付けての容量計算などが

できる。従来の粘土や石膏により手仕事で形を作る手法に比べ、モデル制作時間が節減で

きる。楕円形のティーポットの場合、従来の手仕事では 5 〜 6 日かかっていたのに比べ、

デザイナーのアートワークから完全な３次元データまで２日である。モデルの修正は、従

来の手法では 5~6 日かかるが、コンピュータ上では数分で可能である。技術のある職人

でさえデザイナーが思い描いた形を一度で再現するのは難しいが、コンピュータは曖昧さ

を排除し、当初の意図を最後まで反映する。コンピュータでは非常に信頼性の高い製品を

画面上で視覚化し、様々な視点から異なった照明条件で画像をシミュレートできる。デザ

イナーを支援すると同様に、プロトタイプを作る前にマーケティング部や顧客へのプレゼ

ンテーションに利用される。たとえば、異なった装飾パターンを提示して選択を可能にす

る 10。

ウェッジウッド社ではプロトタイプモデル製作に FDM( 樹脂押し出し方式の積層造型

機 ) を使用している。ABS 素材で作られるモデル製作には通常約 24 時間かかるが、この

モデルは彩色が可能で、絵付け転写されて釉薬を掛けられたような印象で仕上げることが

でき、最終的には非常にリアルな３次元モデルを製作することが可能である。ラピッドプ

ロトタイピングを使う以前は、製品のプロトタイプを粘土で手作業により作っていたが、

これには非常に熟練した技術と、乾燥時間、焼成、施釉、再焼成、絵付転写での装飾と再

焼成が必要で、相応に時間とコストがかかるプロセスである。ラピッドプロトタイピング

は、同社の製品化までのリードタイム（デザインコンセプトから製造までにかかる時間）

を劇的に短縮することになる。

デザインが決定されれば、3D データは非常に信頼性の高い原型製作にも使用される。

型の設計はデータを反転させることで可能であり、３軸切削加工機で手仕上げを最小にし

て製作することが可能である。型製作は熟練した職人の手仕事により相当長い時間をかけ

て作られていたが、CAD/CAM 技術は製品開発時間を大幅に短縮する。

同社では、接触式と非接触式の２種類の３次元スキャナーを、会社のアーカイブに収蔵

された陶磁器製品の測定に使用している。これらは 200 年以上の歴史があるもので、デ
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ジタル化して取り込むことで、現在の製品

にもデザインや彫刻を利用することを可能

にする。そしてスキャンされたデータから、

イメージやパターンを反転させ、「エンボ

ス」デザインを表面に施したり、過去のレ

リーフ彫刻を新たな製品群の装飾として使

用することも可能である 11。

コンピュータ利用の先進事例ははウェッ

ジウッド社だけにとどまらない。フィンラン

ドでは、ヘルシンキ大学で 1985 年〜 1990 年に開発された「DeskArte IDS」システムが

1991 年に市販され、アラビア社（フィンランド、1874 〜）で使用され始めたものである。

これはモデリングモジュール「CubiX」をはじめとする一連のモジュールで構成され、パ

ターンデザインから 3D モデリング、写実的な CG 画像生成まで一連のデザイン業務に使

用できるシステムである 12。

Denby 社（イギリス、1809 年〜）も「deskartes」システムや 3D プリンタをデザイン

プロセスに利用している 13。Royal Doulton 社（イギリス、1815 〜）も DELCAM 社のシ

ステムを使用して「Oceana」シリーズを製品化した例を紹介している 14（図 2-3）。

これらはいずれもヨーロッパの大陶磁器メーカーである。当時のデジタルツールシステ

ムは現在よりもさらに高価であるが、上記の事例ではコストを考慮してもメリットが大き

いと結論づけられている。これは企業規模を考慮しなければならない。ウェッジウッド社

は従業員数８千人であり、これは有田焼業界の陶磁器関連企業従事者数を上回る。また上

記で導入されたシステムはいずれもソフトウェア開発会社の広報活動に連携している。

CAD ソフトウェアがデザイン分野で広く使用され始めたのは 1980 年代の終わり頃であ

り、これはソフトウェアのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) が完成し、デザ

イナーがソフトウェアを駆使して様々な形状をコンピュータ上で制作可能になった時期で

ある。これは上記に述べたウェッジウッド社等の導入時期と重なるが、ソフトウェア開発

会社にとって、歴史と伝統を感じさせる陶磁器のテーブルウェアに CAD ソフトウェアが

利用されているという構図は、その性能をアピールする手段として、格好の素材であった

と推察される。

図 2-3 Royal Doulton : Oceana
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2-4. 有田焼業界におけるデジタルツール導入の可能性

前項で述べたデジタルシステムを導入するためには、産業を形成するグループ全体を見

渡して、実現可能なプロセスを提案する必要がある。有田焼業界のような小規模企業の集

合体である陶磁器産地では、ごく一部の中規模企業を除き、デザインツールに対する高額

の投資を行うことは困難である。特に出力機器は高価であるため、中核となる企業や型製

造業への導入を推進し、小規模企業とのネットワーク化により全体のプロセス完成を図る

ことが現実的である。

コンピュータに関するハードウェア・ソフトウェアは共に年々進歩・高機能化している

が、ハイエンドのシステムでは、様々なパーツを組み合わせた複雑なデータ作成機能（ア

センブリ機能）など、陶磁器にとっては重要と思われない機能の拡張に力が注がれている。

一部では Rhinoceros（Robert&McNeal 社）に代表されるように、形状データ作成機能に

ついては高機能でありながら低価格で提供されるソフトウェアが出現してきており、小規

模な企業でも導入を考慮できる環境が整いつつある。

2-5. 有田焼業界におけるデザインプロセスの現状

陶磁器業界にデジタルデザインツールによる新たなプロセスを効果的に導入し、改革を

図るためには、効率や精度の面で現状を上回るプロセスを提案する必要がある。現在のプ

ロセスと改革モデルを対比させ、効率化を見据えて検証を行うことにより、現在のプロセ

スで不要となる部分や、新たに必要となるプロセスを顕在化させることが必要である。デ

ザインから製造に至る現状のプロセスについて調査を行い、デジタルツールで置換するた

めの新たなモデルを検討した。

まず有田地区の陶磁器業界におけるデザインプロセスの現状を調査するため、代表的な

９社において、デザイン部門長や社長等よりインタビュー形式で調査を行った。図 2-4 が

調査結果をまとめたものである。

「デザイン」という言葉の認知についても各社で違いがあり、「デザイン・デザイナー」

といえば絵付け担当者を示す場合も多かった。「有田焼」は白地に絵付を施すことが多く、

手作業で絵を描く「手描き」が製造プロセスでは重要な位置を占める。陶磁器企業は「窯

焼き」とも呼ばれ、基本的に必ず行うのは、下絵付けから施釉をへて本焼成までのプロセ

スである。素地や型の製造、本焼成後の「上絵付」は外注することが多い。

比較的大規模の企業ではデザイナーの数も多く、専任となるケースが多い。企業のプロ
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セスでも多人数での会議やプレゼンテーションの機会が増え、クライアントや社長などの

決済を受ける必要があり、決定までの時間が長期化する傾向にある。正式な図面が描かれ

るのはこのカテゴリーの企業のみで、より小さな規模の企業では、簡易な図面が描かれる

か、簡単なスケッチで済ませる場合が多い。アイデアは下請け先の型製造業者（型屋）で

図面化される。中規模以下の企業では社長自身がデザイナーであることが多くなり、社内

では決定権を持っているため、会議等は省略される傾向にある。補佐的に現場作業を兼務

するデザイナーが配置されていることもある。小規模の企業ではデザイナー＝社長である

場合がほとんどである。陶磁器の「窯元」と呼ばれる企業は、そもそも自分の個性を発揮

するために起こされることが多く、社長自身がデザイナーであることは珍しくない。デザ

イン決定のために社内で会議が開催されることは希である。

一部の大規模企業を除けば、各企業は独自の販売ルートまでは持っておらず、取引先で

ある産地問屋が実質的な決定権者である。各窯元と関係が深い商社は、消費地問屋等を通

企画

デザイン部署会議

ラフスケッチラフスケッチ

企画アイデア・イメージ

小規模企業の場合 中規模企業の場合 大規模企業の場合

試作

評価

生産
プレゼンテーションスケッチ

上層による評価会議

最終評価

評価

生産

生産

試作

試作

形状、絵柄

成型・絵付・焼成

成型・絵付・焼成

成型・絵付・焼成

社内、あるいは商社

社内評価

商社による注文

図 2-4 有田焼業界のデザインプロセス
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じて売れ筋商品や顧客の要望を窯元に伝え、窯元が要望に応じて商品開発を行う、という

プロセスが機能していた。また窯元は夏と新春の年２回、産地問屋バイヤー向けの「見本

市」を開催して商品のサンプルを展示し、バイヤーからの注文を受け、実際の生産を行う、

という形態が定着していた。見本市に展示されるのは焼成まで行った試作品で、最終製品

と同じ仕上がりのものである。スケッチ等で商談が行われることはごく希である。このシ

ステムは、あくまで展示された試作品をオーダーするか否か、が決められるのみで、企業

へのフィードバックにより試作がやり直されるケースは希である。各企業は新製品デザイ

ンを見本市に合わせて開発することが多く、見本市実施前の約２ヶ月間に試作をはじめと

するデザイン関連業務が集中する。しかしながら各社とも次第に「見本市」への依存度は

低くなり、時期的な集中は分散しつつある。

2-6. 陶磁器におけるデザインプロセスの改革案と検討・解決すべき課題

現状のプロセスの概略は図 2-5 左段のようなものである。当初のデザイン指示は簡単な

図 2-5 従来のデザインプロセスとデジタルツール導入プロセスモデル

スケッチ

図面

原型

試作型製作

企画 企画

評価

生産

成型・絵付・焼成

評価

生産

成型・絵付・焼成

CGイメージ

ラピッドプロトタイピング

モデル製作プロセスの評価

原型への利用評価

形状データ 形状データ制作法

検討・研究すべき課題

CG制作法

現状のプロセス デジタルツールを利用したプロセス案

CNC切削による試作型製作
石膏の切削加工適性

確認用モデル

試作型製作

原型製作
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スケッチと寸法で指示されることが多く、詳細なものではない。フォルムとディティール

が確定されるのは原型である。曖昧なデザイン指示から製品が生まれていたのは、原型を

作る職人の技量と感性に依存していた。とはいえ、原型の作り手となる型職人が判断しな

ければならない部分が多いため、デザイン提案側の意図とのズレが大きくなりがちで、原

型時点での修正も多い。しかも陶磁器は焼成時に収縮を起こすため、原型は乾燥・焼成収

縮を見越して大きく作られることから、デザイン提案者・型職人双方にとって、形と大き

さ、重さのバランスを確実に確認できるのは試作焼成後であった。このような意図の行き

違いを確認・修正するために、モデル製作が重要であると思われた。

現状のプロセスをデジタルデザインプロセスに置き換えたモデルを図１下段のように仮

定した。現状のプロセスと大きく異なる点は、データを基に正確な立体物が自動的に製作

可能になることである。データはコンピュータ画面での確認となり、大きさとフォルムの

バランスを確認することは難しいが、RP(Rapid Prototyping) モデルを製作して確認する

ことで解決できると仮定した。RP モデルは既存のプロセスに準じて原型として製作する

可能性もある。また試作型・生産型をデータから NC 切削により直接製作することで、寸

法精度が大幅に向上し、職人の技能に左右されない安定した仕上がりが期待できる。各段

階のプロセスを目的に応じてフレキシブルに選択できるようになる。このような仮説を基

に、各プロセスの技術的な課題を克服するための研究を行った。


