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日本 六古窯の 一つである 常滑に、古来より伝 わった陶磁 器製造の 優れた技法 について ビデオ映像 による
技術 資料を作 成し、伝統を新 たな視点で 見直すこ とにより、陶製 湯口や中部 国際空港 内専門店等 で販売す
る 新商品 を開発し た。新 商品開 発はと こなめ焼 協同組 合傘下 の企業 により組 織した 研究会 によっ て行い、
名古 屋市内デ パート、中 部国際空港 内専門店 で成果品の 展示発表 会を開催し た。

１．はじめに

づく りはヒモ づくりの 1 種であるが 、直径 8 センチはあ

市場 の高度な 成熟化によ る需要の 伸び悩みや 産地間競

る太 いひも状 の粘土、ヨ リコを制作 器物を中 心に回りな

争の 激化、経 済のグロー バル化によ る安価な 海外製品の

がら 積み上げ る技法であ る。昭和の 終わり頃 から次第に

流入 等、常滑 の陶磁器製 造業にあっ ては、非 常に厳しい

使わ れなくな った技法で あるが、中 部国際空 港建設に伴

経営 状態が続 いている。幸 い 2005 年、中部国 際空港の開

い、
大型プ ランター の注文があ ったのを 機会に復活 した。

港に より、常 滑の知名度 の向上と来 訪者の増 加が期待で

この ヨリコ作 りの技法を 生かして陶 製風呂桶 を制作した

き、 活路を見 いだしてい る。日本六 古窯の一 つである常

過程 を記録し た。

滑は 古来より 陶磁器製造 の優れた技 法が受け 継がれ、今
日の 産品に生 かされてい る。素材の 流通や情 報の均質化

実演 者：前川 賢吾氏＝賢 山窯、常滑 焼伝統工 芸士
2.2 型押成形

によ って産地 の特徴が失 われつつあ る今日、 このような

型押 しで成形 する型には 木型、石 膏型、土型 などがあ

伝統 を改めて 見直し、ア ピールする ことが重 要との考え

る。 石膏型は 制作も簡単 な上、細か な表現も できるので

から 、常滑焼 の伝統技法 の調査・記 録を行い 、これらの

現在 でも一般 によく使用 されている 。型押成 形は石膏型

技術 資料を活 用して新商 品開発を行 った。

の内 面にタタ ラを密着さ せた後、細 いヨリコ で口縁部を
形作 っていく 。やはり常 滑の代表的 な産品で ある盆栽鉢

２．伝統技法の調査・記録
常滑 焼らしさ を製品に生 かすため、 常滑らし さを形成
する 技法の調 査と記録を 行った 。16 年度 は「茶 器編」と

の製 造工程を 収録した。
実演 者：片岡 貞光氏＝小 松泉、常滑 焼伝統工 芸士
2.3 ロクロ成形

して 茶器制作 の技法につ いて実施し た 1)が、本 年度は「大

常 滑ではヨ リコづくり が盛んであ ったので 、ロクロ成

物・ 陶彫編」 として常滑 焼の得意と する大物 成形技術と

形が 普及する のは以外に 新しく、江 戸末期で あると言わ

繊細 な粘土ワ ークの陶彫 技法につい て調査し た。

れて いる 2)。 効率よく成 形できるの で作られ る製品も茶

各 実演者に よる制作過 程を収録し たビデオ を編集し、

器、 食器、花 器など多岐 に及んでい る。今回 記録したの

ナレ ーション 、タイトル 、エンドロ ールを加 えて約 1 時

はロ クロによ る花器の制 作工程であ るが、ロ クロ成形後

間 45 分に まとめた 。
完成 したビデオ は DVD と VHS テープ

に手 を加え、 断面形状を 四角形や楕 円形にし たものであ

に保 存し、開 発研究の資 料とする他 常滑市商 工観光課や

る。 さらに付 加価値を高 めるため、 ローラー による加飾

図書 館などの 県内関係機 関に配布し 、一般に 貸し出すこ

を施 している 。

とに より、常 滑焼に対す る理解を深 めてもら う教材とし
て提 供した。調査 を行った 技法は次の とおりであ る。
（写

2.4 型挽成形
1866 年、鯉江方 寿は陶管（土 管）製造の木 型を考 案 2)

真 1）

し、 これを機 に常滑の陶 管製造は盛 んになっ ていった。

2.1 ヨリコづ くり
常 滑では中世 より大甕の 製造が盛 んであった 。ヨリコ
*1 常滑 窯業技術 センター

実演 者：中野 濬介氏＝中 野陶園

応用技術 室

現在 では陶管 の製造に木 型は使わ れていない が、筒状

2.5 陶彫

成形 の木型技 術を活用し ているのが 花器の型 挽成形であ

ノベ ルティと いえば瀬戸 を思い浮 かべるが、 常滑でも

る。 二つ割り の花器用木 型に離型用 の粉（シ ロコ）をま

一時 期は多量 に生産され ていた。こ うしたノ ベルティの

ぶし 、製管機 で押出した 陶管を中に いれ、内 面からヘラ

多く は石膏型 を用いて排 泥鋳込成形 されるが 、この石膏

で調 整し、土 を木型に沿 わせて成形 する技法 である。成

型を 作るため の原型は粘 土で作られ る。この 技術もかつ

形後 はロクロ で仕上げ加 工を施し、 スプレー 施釉の後焼

てテ ラコッタ の生産が盛 んであった 常滑の伝 統技法を受

成を 行う。

け継 いでいる と言える。 今回は原型 ではなく 、一品制作

実演 者：伊藤 充延氏＝㈲ たちばな、 常滑焼伝 統工芸士

ヨリコづくり
(浴 槽)

型押成形
(盆栽鉢)

の人 形を完成 まで記録し た。

ロクロ成形
(花 器)

型挽成形
(花 器)

実演 者：斎藤 智夫氏

陶 彫
(人 形)

サラ ウチ（底 成形）

タララをつ くる

ロクロ成 形

陶管 を押し出す

積 み上げる

ヨリ コを巻く

石膏型で成 形

挽きあげ る

木型 に粉をつけ る

中 空で作る

ハゴ メを巻く

口縁部の成 形

馬カキで 削る

成形

大まかな 形ができる

成形 完了

額縁の成形

角に土を 盛る

脱型

細 部を仕上げ る

窯入 れ

焼成後の仕 上げ

ローラー で加飾

仕上 げ削り

化 粧土で加飾

完成

完成

完成

スプ レーで施釉

焼 成して完成

写真 １

伝統技法の記録

３．デザイン開発
3.1 新商品開 発研究会 の開催
新商 品開発は とこなめ焼 協同組合 傘下の企業 と共同で
実施 した。地 元企業の参 加を募って 研究会を 組織し、デ
ザ イ ンに 対 する 意 見交 換や 展 示会 の ため の打 合 せ等計
11 回開催し た (写 真 2)。

写真 3

写真 2

湯口（野 菜・王様 ・女王様）

新商品開発研究会

3.2 ブランド の育成
開発 した新商 品のイメー ジの浸透 と定着を目 的にして 、

写真 4

16 年度に構 築した新し い常滑焼 のブランド「 常滑なでし

陶製装身具

こ」
「常滑 もののふ」の 二つのブ ランドを継 続し、育成を
図っ た。
「常 滑なでし こ」は和の イメージ があり、素 朴で懐古
的な 可愛らし さをなでし この花で表 現した女 性向けブラ
ンド 、
「常 滑ものの ふ」
は シックでモ ダンなテ イストを持
つブ ランドで あるが、こ れらのブラ ンドに合 った商品開
発を 実施した 。

写真 5

インテリアアクセ サリー

3.3 試作品
・湯 口
大物 成形の伝 統工芸士と 共同製作に より、陶 製風呂桶
と組 みあわせ て使用する 湯口をデザ インし試 作した。県
内の 健康施設 向けの商品 であるため 、愛知産 の野菜の盛
り合 わせや、 王様・女王 様の湯用の 宝冠をか たどったデ

写真 6

インテリアアクセ サリー

ザイ ンとした 。
石膏 型の構造や 型押成形 の要点につ いて、
本年 度作成し た伝統技 法 DVD を活用 した (写 真 3)。
・陶 製装身具
常 滑の伝統 素材である 朱泥に、伝 統技法で あるノタ絵
によ り東洋趣 味の絵柄を 表した (写真 4)。
・イ ンテリア アクセサリ ー
手 間要らず に園芸を楽 しむ紐給水 鉢、飛行 機をモチー
フに したミニ アクセサリ ーランプ、 ノタ絵技 法によるふ
たも の、手作 りで桜の花 びらをかた どった桜 カップ、な
でし こなどの 花を題材に した朱泥製 タタラ作 りによる香

写真 7

マグネット

立と いった、 インテリア アクセサリ ーをデザ インし試作
した (写真 5、 6)。
・マ グネット
土管 や焼酎瓶 といった常 滑名物、エ ビフライ や味噌煮
込み といった 名古屋名物 、飛行機な どを題材 に、これら
をユ ーモラス に表現した 。成形には 鋳込と型 押の２種類
が考 えられた が、常滑焼 の特性を強 調し、小 ロットの商
品開 発をきめ 細かく行う 産地の製陶 事情を考 慮し、型押
成形 の手法を 採用した (写 真 7)。
陶製 装身具 以下 の試 作品は 展示 発表会 に出 品した が、
シ ャ ープ な 形状 で モダ ンな テ イス ト を持 つ紐 給 水鉢は
「常 滑ものの ふ」、その他 は「 常滑なでし こ」ブランドと

写真 9

展示発表 会（名古 屋市内）

し、 ブランド シールを付 した。
3.4 展示発表 会の開催
試作 品につい ては一般消 費者の反 応を探るた め、発表
展示 会を 2 回 開催した。 第 1 回は都 市部の消 費者の反応
と意 見を収集 するた
め、 名古屋市 内の百
貨店 で平成 18 年 2
月 15 日から 、第 2
回目 は中部国 際空港
内専 門店で 3 月 4 日
から 共に 2 週 間開催
した (写真 8〜 10) 。
写 真 10

展示発表会 （中部国際 空港内専門 店）
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４．結び
文献

(1)内 外陶 産地 間の競 争の 激化や 需要 の低 迷を打 破する
ため 、常滑に 古来より伝 わった伝統 技法を調 査・記録し
て DVD 及び VHS テープの 技術資料を 作成した 。
(2)これら の技術資 料を活用し 、
伝統 を新しい 視点で捉え
直し て、湯口 や陶製装身 具等新商品 を研究会 組織により
開発 し、展示 発表会を開 催した。
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