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第７章　結論

7-1. 結論とまとめ

研究対象である有田焼は、高品質の磁器の産地として名を知られているが、後継者不足

や売り上げ低迷、商品精度の向上、消費者の和食器離れなど様々な問題を抱えている。し

かしながら、過去の伝統を受け継ぎ、将来に向けて魅力的な製品作りを続けて行くために

は、新たな時代の新技術を導入しながら困難な時期を乗り越える必要がある。陶磁器であっ

ても、工業的に量産されるのであれば、様々な要素を考慮しながら、迅速にデザインされ

なければならない。有田焼業界の現在のデザインプロセスは、このような要求に対応しき

れていない。本研究では、デザインから製造に至るまでのプロセスにおける諸問題に対す

る有効な解決策の一つとして、デジタルツールによる改革を行うための研究に取り組んだ。

第１章では、研究の背景として、産業を支えてきた職人たちの高齢化と後継者不足、海

外からの低価格品輸入増加や消費者の生活スタイル変化による和食器需要の低迷など、現

在の陶磁器業界が置かれている困難な状況について論述した。本研究の目的は、他の工業

製品分野において導入が進んでいるデジタルツールを、新たに陶磁器業界に導入するため

に想定される諸課題について検討し、現状の陶磁器業界におけるデザインプロセスより、

高精度かつ高効率で信頼性の高いプロセスを確立し、陶磁器業界へ普及させるための道筋

を立てることである。

第２章では、コンピュータ技術の誕生や他分野での導入状況を検証し、現在のプロセス

と他分野で行われている導入状況から、陶磁器業界にスムーズな導入を図るための新たな

デザインプロセスモデルと研究すべき課題を提言した。他の工業製品分野でも様々な問題

を抱えていたが、コンピュータ技術に立脚しデジタル化されたデザインプロセスの導入が

自動車業界を中心とした大企業から始まり、1990 年代末頃からは中小企業にも導入が進

み、大きな成果を上げている。大企業においては、CAD/CAM/CAE システム抜きのデザ

インプロセスは考えられない状況になっている。陶磁器においても、ヨーロッパの大メー

カーでは 1990 年代の比較的早い時期にデジタルツールの導入が図られたが、日本の陶磁

器業界では、サニタリーウェアの大メーカーでこそ 1990 年代に導入が始まったものの、

食器メーカーにおいてはほとんど前例が見られない。コンピュータ関連機器が劇的に安価

になったことで、中小企業にとっても以前に比べデジタルツール導入のリスクは遥かに低

くなった。陶磁器業界に導入を図るために現状のデザインプロセスについて実態調査を行
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図 7-1. 従来のデザインプロセスとデジタルデザインプロセスとの比較
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い、デジタルツールを導入した場合の改革モデルを検討した。

第３章では、デザインツールを用いて新たなデザインプロセスの根幹となるデータ制作

法について検討した成果を述べた。陶磁器で想定される、回転体からポットなどに代表さ

れる基本的な形状のモデリングを可能にするための手法について検討した。またデジタル

ツールの利用により、実際の試作を行うことなく可能になる容量計算や、CG（コンピュー

タグラフィックス）を利用したデザイン確認の有効性について述べた。

第４章では 3D 形状データに基づき実体モデルを製作するためのラピッドプロトタイピ

ング技術を陶磁器に応用するための研究成果について述べた。紙を原材料とする積層造形

装置を使用し、データから形状確認用のモデルを製作する手法と、現状のプロセスに準じ

て原型を製作する手法について、実証実験を通じて評価を行った。コンピュータ画面上で

は確認できない形状と大きさとのバランスを確認できることは非常に有効ではあるが、現

状のプロセスに比べてプロセスが複雑化し精度上も問題が残ることを述べた。

第５章では CNC 切削技術により陶磁器量産用の型を直接製作する方法についての研究

成果を述べた。現状の型製作法を分析し、最も困難である原型製作をスキップして CNC

切削により試作型を直接製作することが、デザインプロセス改革として最も適切であると

いう知見を得た。陶磁器の量産で使用される石膏は、乾燥状態であれば切削材料として適

することがわかった。デザインデータから型データを制作する手法や、効率的な切削パス

データを制作するための手法について研究し、現状のプロセスを遥かに上回る精度で、よ

り短時間で型製作が行える手法を確立した。

第６章では、デジタル化されたプロセスを、より効率的なプロセスとするために、現状

の技術では困難だった焼成変形の予測技術の研究を行い、予測技術とその対処法について

の研究成果を述べた。前章までの成果により型製作が高精度になったことで焼成前の素地

は高精度で完成したとしても、焼成による変形が大きいため最終製品の精度向上について

課題が残った。本研究では仮想の柔らかい材料が重力により変形する様子を焼成変形予測

の近似モデルとすることで、焼成時の変形を正確に予測する手法を確立した。さらに、目

的の形状と予測される焼成変形を比較し、焼成後に目的の形状が得られるよう、予測の変

形と逆方向に修正した「見込み形状」を自動的に生成する修正技術を開発した。一連の研

究成果により、実際の焼成を行うことなく、短時間で焼成変形予測と修正を行うことが可

能になり、デジタル化された新たなデザインプロセスの有効性がさらに高まった。

以上に述べたように、本研究ではデザイン立案から試作段階までのプロセスにおける改
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革案を提言した。一連のデジタル技術は、これまで曖昧であった陶磁器のデザインプロセ

スから曖昧さを排除し、試作までのデザイン検討を高度なものにしながら商品化までのサ

イクルを短縮できることや、最終製品の精度を飛躍的に向上させられることを立証した（図

7-1）。

7-2. デジタルデザインプロセスによる変化

陶磁器業界は各プロセスの分業化が進んでおり、「窯元」あるいは「商社」が新製品を

開発する場合、根幹となる形状デザインはスケッチと図面で型製造業に委託されるが、細

部まで指定されることは少なかった。この曖昧さがデザインを不確実なものにしてしまい、

意図した通りのものが出来ない、という問題を生んでいた。デザインをデジタルデータ化

することで、曖昧さが排除され、了承されたデザイン案は最終製品までそのまま継承され

ることになる。試作以前の検討段階で形状の細部まで確認できること、焼成変形まで予測

できることから、従来のプロセスに比較して試作回数を減らすことができる。１回の試作

に要する時間も、従来は２週間程度必要であったものを１週間程度まで短縮することがで

きた。複数回の試作が必要であったようなケースでは、さらにメリットを発揮できる。

一方で、デザイナーは今までのプロセスよりも細部まで決定しなければならなくなるた

め、デザイン段階の実務負担が増える。デザイン業務の内容が、今まで経験しなかった

CG/CAD/CAM 関連技術を含むようになる。この技術の根幹は形状データの構築であり、「デ

ジタルモデラー」と呼ばれることもある、モデリングソフトウェアの操作を行える人材が

多数必要になる。今までは陶磁器に関する知識と経験が必要とされてきたが、デザインプ

ロセスのデジタル化が進むと、デジタルモデリングに関する知識と経験のほうが重要視さ

れる。今までとは違った職能集団を育成する必要がある。

これまで製品の品質を左右していた、原型を精密に作るための職人的な技能は必ずしも

必要では無くなる。デジタル化されたデザインプロセスでは、デジタルツールに関する技

術があれば、陶磁器の経験が浅い若者でも、原型もしくは試作型を、熟練した職人たちの

技能を遥かに上回る精度で、自動的に作ることが出来るようになる。今までのプロセスで

は原型製作が最も困難で重要なプロセスであるが、クリエイティブな作業はその一部に過

ぎず、大半は石膏の塊を削り出す単純作業であった。型職人に求められるのは、試作型か

らケース型・生産型を作る技術や、型表面を仕上げる技術が中心となる。業界での人員配

分も変化する可能性がある。



80

7-3. デジタルデザインプロセス導入による新たな可能性

デザインデータは、インターネットを介して送受信することで遠隔地でもすぐに確認で

きるため、必ずしも産地で作られる必要はなく、遠隔地と共同で商品開発を行うことがで

きる。図 7-2 は本稿で紹介した一連の技術を利用して商品化に成功した事例であるが、異

業種の外部デザイナーが参画し、2006 年に発表されたこの商品は、試作型を CNC 切削

で直接製作して商品化が行われたという点では、おそらく国内初の事例である。以後、数

多くの商品が新たなデジタルプロセスを経て商品化されている。

第５章では CNC 切削による試作型を直接製作することの利点を述べたが、試作型はそ

のまま生産型としても使用できる。多品種少量生産が進み、製品として必要な数が少なけ

れば、ケース型を作らず、CNC 切削で生産に必要な複数の生産型を製作して使用した方

がコスト的にも有利である。あえて希少性を押し出した商品企画などで有効である。

小さな製品であれば、一つの型に複数個配置することで生産性を高めることが可能であ

る。従来のプロセスでは、原型を複製する必要があり、精度と効率の面で問題が大きかっ

たが、デジタルプロセスではデータをコピーして配置するのみで済むため、非常に効率的

である。

従来のプロセスでは、手仕事で製作できる限界が型精度の限界であり、熟練した職人で

も± 0.5mm 程度のものであったが、新たなプロセスでは、機材の精度が型精度の限界と

なり、CNC 切削では± 0.01mm 程度へと向上する。製品の寸法精度向上に大きく寄与す

図 7-2. CNC 切削で製作した型から商品化された一例

有田 HOUEN : 川上デザインルーム
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るほか、手仕事では不可能であった微細な表現が可能となる。有田焼に代表される磁器は

精緻な素地がその特徴であり、現状よりさらに精緻な素地は、より高い商品価値を導き出

し、新たな製品分野を開拓できる可能性がある。

保存・保管の面でも大きな変化が期待できる。従来は、型製作に高いコストがかかり、

また型を廃棄してしまえば同じ製品が製造できなくなる恐れがあることから、型を保管す

る必要があった。型は生産時に複数個必要であるため、一つの製品でも大きな保管スペー

スを必要としていた。工場の大半のスペースが保管スペースとなっている場合も多かった。

デジタル化されることにより、型はデータで保存し、必要であれば再度同じものを加工し

て製作することが可能であるため、従来ほど型の保管にこだわる必要がなくなり、保管ス

ペースを大幅に節減できる可能性がある。

焼成変形の予測が可能になったことで、従来の技術では商品化が困難と判断されていた

形状でも、商品化が実現できる可能性が生まれる。例えば平面形が４つの直線で表される

ような四角い器などは、焼成変形による歪みが目立ちやすく、商品化が敬遠されがちであ

る。従来の手法で対応しようとすれば、全体的に肉厚を増すか、試作焼成を行った上で変

形を確認し、原型に戻って変形した部分を変形と逆側に修正し、何度も試作焼成を繰り返

す必要がある。修正に対する効果も正確に把握することは困難で、誤差はさらに大きくな

りがちである。結果として重く、積み重ね性が悪化し、商品としての高い完成度は望めな

かった。本研究の成果である焼成変形予測により、最小限の肉厚を与えながら変形予測シ

ミュレーションを繰り返し、変形に対応した見込み形状（変形と逆側に修正した形状）を

自動的に制作することで、試作サイクルを短縮しつつ、肉厚の増加も抑えて、意図するオ

リジナル案に近い形で商品化が実現できる。従来の試作サイクルは最低でも１週間程度必

要で、原型まで遡っての修正では２週間以上の期間が必要であった。これに対しコンピュー

タ上での焼成変形予測に要する時間は１サイクル１時間から数時間であるため、飛躍的な

時間短縮が可能である。実際に焼成を行うことなくシミュレーションが可能であるため、

短時間に多くの形状バリエーションを検討することができ、デザインの質を向上させるこ

とができる。変形が過大であれば商品化は不可能であるが、この判断も試作を行うことな

く早期に可能であるため、無駄な試作を低減することができる。また焼成変形が比較的少

なく、従来の手法で問題なく商品化が行われていた形状でも、さらに肉厚を薄くすること

が可能である。これは試作だけでなく生産時における陶土材料や焼成時の燃料節減にもつ

ながる。



82

7-4.今後の課題

新たなデジタルデザインプロセスの導入には、CG/CAD/CAM 関連技術を扱える人材の

育成が不可欠である。紙と鉛筆、ナイフや彫刻刀といったシンプルな手道具により造形さ

れてきた従来のプロセスは、道具の使用法について特別な教育が必要なものではなく、熟

練した職人技は、簡単な仕事を行いながら長い年月をかけて少しずつ獲得されるもので

あった。これに対しデジタルツールの操作は、習得しなければならない操作技術が非常に

多く、導入初期に集中的な研修の機会が必要である。グラフィカルユーサーインターフェー

スにより、ソフトウェアの操作習得は以前より簡単になったとは言えるものの、教育が不

要になるものではない。また高度な機能を扱うためには、より長期の習熟期間が必要であ

る。ソフトウェアツール自体の進歩が速いため、一度習得した技術がそのまま継続して使

用できる訳ではなく、新たな操作習得を継続して行う必要がある。普及のためには操作教

育を行える人材も育成しなければならないし、独自に学習できる環境づくりも必要である。

従来は職人の技能によって製品の仕上がりが左右されていたが、デジタル化されたプロ

セスでは、デジタルツールの習熟度合いやツールの機能によって製品の仕上がりが左右さ

れてしまう。データが製作できなければ製品化は行えない。基本形状は比較的簡単にモデ

ルが製作できたとしても、実際の製品化に欠かせないエッジの丸め（フィレット）でデー

タ制作時間がかかってしまう場合がある。これは従来の技法ではほとんど手間が掛からな

いプロセスであった。幾何学的な形状や同じパターンの繰り返しはデジタルツールのメ

リットを最大限に生かせるが、動植物など有機的な形状は、CAD ソフトウェアでは制作

が困難である。この問題を解決するためには、ポリゴンモデリング法や触覚知覚デバイス

など他のデータ制作法を検討する必要がある。また手作業で作った原型を立体スキャナで

データ化する手法も積極的に利用する必要がある。

将来の技術革新によっては、本研究の結論とは異なる展開も出てくる可能性がある。例

えばラピッドプロトタイピングについて、今回の研究の結果としては肯定的なものではな

かったが、現在でも進歩は著しく、コストや造形速度は改善される可能性が高い。すでに

粉末造形法の一部の機種では、光造形法に比べて大幅なコスト低減を実現し、造形速度も

改善されている。ラピッドプロトタイピングについては今後の研究において、再度評価を

行う予定である。焼成変形予測についても、より正確な技術を目指している。

デジタルツールによる型製作では、従来の手仕事による型製作より飛躍的に高い±
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0.01mm 程度の精度を実現した。現在の原材料の品質管理は手仕事による型製作の時代に

は相応のものであったかもしれないが、更に陶磁器の製品精度を高度化させるためには、

生産において理想的な条件を、原材料から焼成まで整えていかなければならない。焼成で

は窯の内部で温度分布が異なるため、窯のどの位置で焼かれたかにより収縮や仕上がりの

色合いが異なってしまう。陶土の粒度（粒子径の大きさ）分布や含水率が異なれば成型性

や成型体の密度差は、焼成時の収縮や変形の差となって最終製品に現れる。本研究では触

れていない材料分野や他の製造技術の進展によって、より高度な製品作りを実現できる可

能性がある。

7-5. 業界への普及と展望

この研究成果は、すでに有田焼業界への技術移転が進んでいる。2009 年末の段階で、

企業３社がモデリングマシンを含めたデザインシステムを導入した。このうち香蘭社は

1879 年に創立された有田焼業界で最大手の企業であり、デザインプロセスは他の工業製

品に近いものであった。信頼がおける熟練した職人が定年退職したことに伴い、型製作が

困難になったためにデジタルデザインシステムの導入を図った。個々のアイテムは産地内

他社に比較して生産ロットが大きく、ローラーマシン成型の比重が高いため、ケース型の

直接製作が積極的に行われている。デザインの初期段階で 3D データの利用が始まり、生

産段階まで 3D データが一貫して利用されることになった（図 7-3）。

モデリングマシンなど出力系のシステムはまだ高価であり、個々の小規模な企業が、型

製作まで行えるシステムと技術者を抱えることはコスト面でも現実的ではない。分業体制

を維持しながら、企業規模に応じてシステムを分散して導入するのが現実的な普及方法で

ある。著者が勤務する窯業技術センターは地場企業を技術的にサポートする機関である。

デジタルデザインプロセスを導入するための基本技術について研究と検証を行ってきた

が、今後は業界への普及へ向けて、操作技術の教育、システム導入サポート、高価な入力

機器や出力機器の利用開放など幅広い役割が期待される（図 7-4）。今後は現場レベルで、

より実用的かつ効率的なプロセスとなるよう、地道に検証を重ねていく必要がある。

7-6. おわりに

歴史と伝統に立脚した有田焼業界にとって、コンピュータ関連技術は受け入れ難いもの

と考えられがちである。美術工芸品においては手仕事が必要とされる側面があり、また本
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従来の商品開発プロセス（通常）

                 

※形状や成形方法により
　捨型またはケース型を
　直接製作することが可能。
　( 原型 ～ 捨型 を省略可 )

※少量生産の場合、同じ使用型を
　複数製作することが可能。
　( 捨型を使用型とし、
　  ケース型 ～ 使用型 を省略可 )

商品企画会議

試作

商品企画会議

営業部 商品開発部 製造部

スケッチ

アイデアスケッチ

型製作

製品図面・型図面

原型→捨型 (→ケース型→試作型)

生産型製作

ケース型 → 使用型

サンプル製作

依頼・要望

成型→焼成→(下絵)→施釉→焼成→(上絵)→(焼成)
900℃ 1300℃ 800℃

OK

NG

成型→焼成→(下絵)→施釉→焼成→(上絵)→(焼成)
900℃ 1300℃ 800℃

生産

商品企画会議

試作

商品企画会議

営業部 商品開発部 製造部

生産型製作

ケース型

サンプル製作

依頼・要望

成型→焼成→(下絵)→施釉→焼成→(上絵)→(焼成)
900℃ 1300℃ 800℃

OK

NG

成型→焼成→(下絵)→施釉→焼成→(上絵)→(焼成)
900℃ 1300℃ 800℃

使用型

捨て型

生産

CADモデル　

CG

型データ

切削パス

CNC試作型製作

デジタル化されたプロセス

図 7-3. 香蘭社のデジタルデザインプロセス導入による変化
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研究で得られた成果により伝統的な技術をすべて効率的に置換できるという訳ではない。

しかしながら工業的に量産されるべき製品群においては、現在地場産業が抱える諸問題の

解決策の一つとして、デジタルツールの導入が非常に有効な手段であることを立証できた

と考える。本研究の成果が、有田焼業界のみならず、各地の陶磁器産業や他の地場産業に

とって有益なものであることを期待する。

コア企業

型製造業
デジタルモデラー

導入教育

高額機器の開放

技術サポート 佐賀県窯業技術センター

窯元

窯元

商社

外部デザイナー

モデリングマシン

モデリングマシン

デジタイザ

CAE システム

CAD/CG システム

CAD/CG システム

CAD/CG システム

図 7-4. 技術普及のイメージ


