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ORDER CASE PRINT PLUS WALL

T akashimaya Rose Hall Building

地域特有の“しぐさ”を
共有する空間
横浜駅に程近い運河に面した物流倉庫跡

再現したもので、昼は水辺から快適な海

地の再開発計画に、基本計画+デザイン監

風が山手を駆け上がり、夜は山おろしが

修として参画しました。多目的ホールや

吹くという自然現象そのものをデザイン

飲食店舗、オフィス、210戸のタワー型共

しました。また山手の急傾斜道を再現し

同住宅による複合施設です。

た全長120mのアクロバティックな空中

住居タワーと低層商業棟の接続部には雛

廻廊は、緑に包まれた崖地から水辺を望

壇状にまとまった屋上緑化を展開し、都

む“しぐさ”を生みます。我々は、来訪者

市にありながら自然豊かな暮らしを実現

がこの地域特有の“しぐさ”を共有するこ

しています。これは横浜の「山手」と呼ば

とで、緩やかな共同体感覚を空間から生

れる海に面した急傾斜の緑豊かな土手を

成することを狙っています。

夜景に浮かぶエントランス

髙島屋 ローズホールビル
基本計画+デザイン監修／中村拓志 & NAP建築設計事務所
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山手の急傾斜道を再現した空中廻廊

ORDER CASE PRINT PLUS WALL

2F 多目的ホール

全100パターンにのぼる図案

建築がもつ“しぐさ”が
豊かな体験を創出する

専用アプリケーションで色調整を行う

出力見本と現物の照らし合わせ

専用インク

印刷前のレイアウト作業

1枚1枚丁寧に確認

ダイナワンのオリジナルタイルをホワイ

ルプリント技術を採用し、全100パター

エの壁の仕上げ材とした多目的ホールで

ンにのぼる図案を青いインクで焼きつ

は、事業主の髙島屋による物販や各種研

け、全体を横浜の海面のようにグラデー

修、説明会の開催を予定しています。不

ションで配置しました。微視的に見れば

特定多数の利用者が訪れる公共性が求め

タイル1枚ごとに歴史や記憶が封じられ

られたため、ここでも共同体感覚の生成

ていますが、ホワイエを見渡せば歴史の

を意識したデザインを行っています。

大きなうねりが見えてきます。また青い

150mm角のタイルには、横浜市中央図書

インクの濃淡が波の様にも見えます。

館や髙島屋史料館の協力のもと、横浜絵

波のリズムにあわせ歩を進める。立ち止

と呼ばれる開港期の活気を感じられるよ

まって小さな記憶を発見する。建築がも

うな浮世絵や、横浜の発展とともに歩ん

つしぐさが、現代の商業施設に求められ

できた髙島屋の史料を焼き付けています。

る豊かな体験を創出しています。

画像の再現度が高いダイナワンのデジタ
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中村拓志 & NAP建築設計事務所 代表中村 拓志
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中村 拓志［なかむら ひろし］
1974年東京生まれ。鎌倉と金沢で少年時代を過ごす。
1999年明治大学大学院理工学研究科博士前期課程修了。
同年隈研吾建築都市設計事務所入所。2002年にNAP建
築設計事務所を設立し、現在に至る。地域の風土や産業、敷
地の地形や自然、
そこで活動する人々のふるまいや気持ちに寄
り添う設計をモットーとしている。
主な作品に「狭山の森 礼拝堂」、
「 Ribbon Chapel」、
「Optical Glass House」、
「 東急プラザ表参道原宿」、
「録museum」
など。
主な受賞歴に日本建築家協会賞、JIA環境建築賞最優秀賞、
BCS賞、リーフ賞最高賞、アルカシア建築賞ビルディング・オ
ブ・ザ・イヤーなどがある。

最新のインクジェット技術でオリジナルプリント

PRINT PLUS

プリント プラス

MAKING STEP

１枚からの注文に対応
納期は通常１０〜１４日程度のスピード対応

STEP

1

イメージ・デ ザ イン
「こうできないかな？」
を実現いたします。
まずはラフ画からご相談ください。

⬇
STEP

2
3

10日～

14日

ベ ー スタイル 選 択
既存タイルからベースになるタイルを選択。
１００角〜４００角まで対応しています。

⬇
STEP

短納期！

自由自在！ 多種多彩な表現
オンデマンド技術

プライマ ー 処 理

文字

インクジェット印刷がタイルにしっかり密着するよう

イラスト

に、下地処理を行います。

写真

⬇
STEP

4

⬇
STEP

5

タイル

インクジェット印 刷
非接触式インクジェットプリントで出力。
入稿データはイラストレータ、張り込み画像は300〜
400ｄｐ
ｉの原寸データの準備をお願いします。

マットコ ー ティング

日本初！ 最新インク定着技術

印刷部分の剥離防止、防退色としてコーティングを

豊富なカラーバリエーション

行います。仕上げは、グロスとマットの２種類。

⬇
STEP

6

TOWERS HOTEL FABULOUS
設計：oriharamiki design office Co., Ltd.

（加熱定着）
設置現場の状況に応じて
加熱
（約80℃）
定着処理を行います。

KOYOU SHIJIN の土ものならではのテクスチャーと、PRINT PLUS の技術がコラボレーション !
アクアブルー
DN-60B/BK-AB

イエロー
DN-60B/BK-YE

掲載していないパターンや色も対応しています。

グリーン
レッド
DN-60B/BK-GR DN-60B/BK-RE

目地なし

PRINT PLUS-SHIJIN プリント プラス シジン

ブルー
DN-60B/BK-BL

PRINT PLUS-SHIJIN プリント プラス シジン

カラーブリックTYPE

60×240角 注文生産

￥24,800/m²（加工費のみ）

ジオメトリックパターン
↑トライアングル DN-60B/SZ-トライアングル
←ドット

ストライプB DN-60B/SZ-ストライプB →

目地入り

ポイントやライン、MIX張りなど
SHIJINの標準品との組み合わせ使用を
おすすめします。
60×240角 注文生産

※ケース単位でのご注文となります。
※掲載価格は加工費になります。 別途商品代がかかります。
※KOYOU SHIJIN 白虎 DN-60B/BKを使用した場合の品番・価格になります。
※掲載色以外の色や形状も対応可能ですが、使用するタイル
（素地色）
については、
色の再現性のため、白虎をおすすめします。
※掲載色以外の色については、別途色調整費が発生いたします。

DN-60B/SZ-ドット

←イチマツ
↓テトラ
ストライプA
DN-60B/SZ-ストライプA ↓

DN-60B/SZ-イチマツ

DN-60B/SZ-テトラ

￥21,800/m²（加工費のみ）
※ケース単位でのご注文となります。
※掲載価格は加工費になります。別途商品代がかかります。
※KOYOU SHIJIN 朱雀 DN-60B/SZを使用した場合の品番・価格になります。
※掲載色以外の色や形状も対応可能です。ご相談ください。
※掲載色以外の色については、別途色調整費が発生いたします。

塗り目地を行った場合、表面の印刷部が写真のように剥がれますのでご注意ください。
意匠として取扱いをお願いします。
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ORDER CASE 湿式特注

Kanda Square Front

街が持つ歴史と風格を
表現する品格ある素材
計画地である神田は、
「学士会館」をはじ
めとする歴史的建造物が今もなお数多く
点在する一方で、東京都千代田区の中心
部としてビジネス活動のポテンシャルが
高 く、近 年 は そ の 立 地 性 か ら 急 速 に オ
フィスビル、複合施設の開発が進んでい
る「 歴 史・ 風 格 」と「 先 進 性 」の 二 面 性 を
持った街である。
そういった背景の中で、神田スクエアフ
ロントも開発の一端を担う建物である
が、歴史ある街の風格を表現できる素材
を最も目が付きやすいエントランスで採
用したいと考えていた。素材選定は「学
士会館」、
「山の上ホテル」など歴史ある建
物の表情から抽出したいと考え、それら
中田 武臣［なかた たけおみ］
株式会社 日建設計

設計部門

設計部

1985年和歌山生まれ
2010年大阪大学大学院工学研究科卒業

の建物の外壁材として使用しているタイ
ルの採用に至った。
学士会館

同年日建設計入社
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ORDER CASE 湿式特注

「錦」を編み込むタイル
タイルという素材の選定を行った後は、

慮し接着剤も併用する乾式工法を採用し

具体的な表現方法についての検討が行わ

た。タイル間の目地は5mm空目地とし、

れた。最終的にはタイルを選んだ決め手

タイルの奥行感、立体感が協調されるも

となった土地性から発想を得て、
「神田錦

のとした。壁面上部に設置した間接照明

町」という地名に着目し、錦のように鮮や

によって照らされる壁面は、艶やかな色

かに織り出された壁面を表現したいと考

糸で編み込まれた絹織物のような繊細さ

えた。工法については、押出成形セメン

とタイル自身が持つ風合いが独特な表情

ト板の上に設置されたレール金物に55×

を醸し出し、オフィスの来訪者を迎え入

290の弓形形状のタイルを縦馬目地とな

れるにふさわしい空間を創出することが

るように配置し、万が一の脱落防止も考

できた。

タイルが出す
風合いある「色合い」

個性ある街並みを形成する一部として
神田スクエアフロントのオフィスエント

れていくことが予想される中で、個性あ

タイルの風合いを表現する上で「色合い」

ランスは、このタイルと対照的に使用し

る街並みの新しい歴史の一端を担ってい

については、工事段階で建築主、設計者、

ている装飾ガラスにより、
「歴史・風格」と

く表情として、このタイルが記憶されて

施工者による多くの見本焼きの確認を経

「先進性」の二面性が表現され、神田とい

いくことが設計者としての願いであり、

て現在の色に至っている。施釉タイルは

う街の個性を空間として具体化できたと

また建物自身にとっても幸せなことであ

釉薬の成分・濃度によって微妙に色が異

考えている。今後、開発がさらに推進さ

ると考えている。

なり、焼き上げる温度によっても、黒味、
赤味のバランスに違いが出ることにな
る。色については数種類の釉薬を試し焼
きすることで、３者が納得できる深みの
ある色を決定することができた。黒味、
赤味については建築主と打合せを進めて
いく中で、極力ばらつきを抑えた安定し
た色合いにしたいということが決まり、
窯でタイルを焼き上げる際には、窯内の
温度のばらつきによる影響を受けないよ
うに、焼き上げる際の窯内のタイル位置
を限定した。結果、焼きあがったタイル
の仕上がりは非常に安定した色合いを保
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つことができ、色合いによるNGはほぼ出

施主／住友商事株式会社

なかった。

施工／大成建設株式会社

設計／株式会社日建設計
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ORDER CASE 湿式特注

Suzunami

TOKYO MIDTOWN HIBIYA
「漬ける」文化の
表現としてのマテリアル
名古屋市栄に本店を構える、みりん粕漬

すことで、商品、料理が一つひとつ丁寧に

その検討をクライアントと議論し、議論

の老舗「鈴波」の東京第二号店となる、新

つくられている特徴をもちます。私たちは、

を重ねる中で、空間デザインにおいて表

店舗の空間デザインです。「鈴波」は、創

それら鈴波の伝統、商品や料理の背景に

現 す べ き 鈴 波 の フィ ロ ソ フィー の 一 つ

業90年の歴史を持つ、守口漬総本家「大

ある文化を尊重し、店舗の空間デザイン

を、
「手間を重ねること」とし、触覚性や、

和屋」の系列にあり、漬物の三年にわたる

によって物語ることを表現できないかと

その多層性を豊かに表現できる素材とし

手間を重ね漬け込む技術を、魚介に生か

模索しました。

て、陶板タイルを選択しました。

鈴波 東京ミッドタウン日比谷店
設計／Eureka+タイラーデザイン事務所

Eureka

タイラーデザイン事務所

稲垣 淳哉［いながき じゅんや］
佐野 哲史［さの さとし］
永井 拓生［ながい たくお］
堀 英祐［ほり えいすけ］

杉本 和歳［すぎもと かずとし］

近作
・Eagle Wood house（2018）
・A house in the house tree（2017）
・Ono-sake Warehouse（2016）
・Around the Corner Grain（2015）
・Dragon Court Village（2013）
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東京と岡山を拠点にグラフィックデザイン、内装設
計、またブランディングやイベント企画まで行う。

ORDER CASE 湿式特注

室内に響くグレイの階調

─ 視覚のデザイン ─

飲食空間の壁面は、八段階の透明釉薬か

階のグラデーションとなっています。上

ら 始 ま る グ レ イ の グ ラ デー ショ ン を ま

方の白は、間接照明とともに明るい室内

とって、二種類（基本ピースとその半割り

をつくり、下方の黒は、ソファなどの家具

の 二 種 ）の 陶 板 タ イ ル が 配 列 さ れ る パ

と一緒にまとまった要素として、室内風

ターンによって構成されています。グレ

景をできるだけシンプルな構成となるよ

イと言っても、ハーフオーダーメイドと

うにしています。このグラデーションに

して作られる陶板において、デジタルで

対して、任意に配列を崩していくことを

等間隔なグレイのグラデーションを実現

行なっており、空間の中にわずかなリズ

することは、非常に難しいものでした。

ムを与えています。静謐さを強調するよ

制作には大変な苦労をいただきながら、

り、品位を保った賑わいの様相を、食の風

試作を繰り返し、暖かみと清潔感を持つ

景に相応しいものと考えました。

ウォームクールグレイの階調を目指しま

撥水剤と釉薬の
塗布状況

釉薬掛けのためのベルトコンベアにタイルを流す

した。ハンドクラフトで、アナログな魅
力を陶板に見出しがらも、同時に現代的
なフラットな感覚も得られるデザインエ
レメントとなるよう努めました。
そして、二種類のタイルのピースの配列
が覆う壁面において、天井に近い位置か
ら、床の下方へ向かって、黒に近づく八段

半掛け施釉の試作

透明釉薬の

コーティングと貫入模様

─ 触覚のデザイン ─

都心の地下空間にある、20席ほどのささ

覆性」を視覚的に明瞭にし、
「（魚介の）素

ま た 展 開 図 的 に 高 さ を 統 一 し、釉 薬 の

やかな飲食スペースに、都市ならではの

材そのものを生かすこと」
「漬け込み、重

「半漬け」タイルも使用しています。これ

親密な居心地と、本来ボリュームゾーン

ねること」の間にあるものを表現できな

はタイルのピース単体として、より「漬け

ではない若者世代にも響く瑞々しさをも

いかと考えました。

る」アクション、手間を想起できるもので

たせたいと考えました。そこで、陶板タ

そのため、釉薬によるガラス質の「貫入模

もありますが、全体としては店内に渡っ

イルには、素地の肌合いが持つ優しさや、

様」を積極的に採用しています。これは

て、或る仮想の「水面の揺らぎ＝波」とも

釉 薬 の しっ と り と し た 触 感 な ど を 併 せ

釉薬と素地の熱膨張率の違いがつくる、

取れるものを表現しています。「波」は、

持った、視触覚にうったえる性質に着目

自然のテクスチャーですが、そのランダ

これまでの鈴波の店舗デザインのモチー

しました。

ムパターンと、ガラス質のつくる奥行き

フで使用されてきたものでもあり、隠れ

また、タイルの「素地」と「透明釉薬のコー

のある表情が、壁面に近づくほど、多層性

た 継 承 の デ ザ イ ン コー ド に も なっ て い

ティング」を並列することで、純粋な「被

をもって感じられるようになっています。

ます。
決定した基準色との色合わせ
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色・サイズ・加工を選んでセミオーダー

カタチからつくるフルオーダーの鋳込み成形

KOYOU

SHIJIN SEMI ORDER

Drain Cast

四神セミオーダー

石膏型に液状の粘土を流し込み乾いてきたところで排泥し成形。

ORDER STEP
色、サイズ、面状の３ステップで、簡単にオリジナルタイルが完成。

セミオーダー価格

小ロット（2㎡〜）から対応

色を選ぶ

※価格は参考価格です。種類によって
価格が異なりますので、詳しくは当社
営業担当までご相談ください。

白虎＝白

ドレインキャスト

朱雀＝赤

青龍＝青

プレスや押出しでは難しい複雑で立体的な形状についても、大量成形が可能です。
あらゆる工程に熟練の職人の手が入ることで微妙な表情の変化と、
クラフト感が味わえるのも鋳込み技術ならではの魅力。

玄武＝黒

⬇
サイズを選ぶ

幅 240
（mm）

下記の範囲内で自由に設定いただけます。
青龍・白虎・朱雀・玄武・施釉
形状タイプ

幅（mm）

長さ
（mm）

厚み（mm）

㎡上代

A

30〜150

90〜240

15

￥13,800

B

150〜240

90〜240

15

￥16,800

B

形状タイプ
￥16,800/㎡
（最大サイズ 240 × 240 × 15mm）

150

A

K OM OREBI

形状タイプ
￥13,800/㎡
（最大サイズ 150 × 240 × 15mm）
30

SK T

FORM

DOOR HA NDLE

最小サイズ

30×90×15mm
90

※各タイプの範囲内で形状をお選びいただけます。

C ROSS

120

240 長さ
（mm）

⬇

面状・加工を選ぶ
出口加工

ブラスト加工

施釉

M ARK

手加工

プライス
（参考価格）
￥1,300/m² ～￥4,000/m²

RH YT H M

SOFT

DIS H

鋳込み成形の流れ

DESIGN PATTERN

型の制作

セミオーダータイルを使って、オリジナルのデザインパターンを展開することも可能です。

1

2

成形

仕上げ

3

目地詰めなし
PATTERN 01

PATTERN 02

90×90
30×240×17
30×240×27
60×240
90×240
120×360

PATTERN 03

90×90
30×240×17
30×240×27
60×240
90×240
120×360

90×90
30×240×17
30×240×27
60×240
90×240
120×360

イメージや図面を元に石膏の固まりを
機械と手作業で削り出し、原型を製作。

乾燥・素焼

目地詰めあり
PATTERN 04

PATTERN 05

90×90
30×240×17
30×240×27
60×240
90×240
120×360

石膏型に泥しょうを注入し、
一定時間経過後不要分を流し乾燥。
土が硬くなったら型から外す。

4

余分な粘土を取り除き、
継ぎ目部分も丁寧に整える。
仕上げにスポンジなどで軽く拭き上げる。

5

施釉

PATTERN 06

90×90
30×240×17
30×240×27
60×240
90×240
120×360
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90×90
30×240×17
30×240×27
60×240
90×240
120×360

2日ほど乾燥させた後、素焼きを行う。

・ドブヅケ ・スプレー ・幕がけ
写真はドブズケです。
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焼成

6

t
r
o
p
Re

治見】

土岐・多

【瀬戸・

訪
探
工場

2018 年１月、かねてよりタイルの生産工程に
興味を示されていたデザイナー 4 名とともに、
タイル製造工場を訪問。
主に湿式・プレス・鋳込みと大きく 3 つに分類される
タイルの製造方法を見学しながら、それぞれの工場において、
一仕上げ材としてのタイルの可能性

を探ってもらった。

『さや』と呼ばれる棚板やいろいろな道具類につい
て話し込む、渡辺氏と営業の山嵜

全長 108m になるトンネル窯と箱型シャトルといわれる 2 つの窯を見学

鋳込み工場見学の後、さっそく思い描いたアイデアを相談する日暮氏

四神がつくられる土練機

Reporter
日暮 雅和 /Higurashi Masakazu
播田 晋 /Harita Susumu
本多 智彦 /Honda Tomohiko
渡辺 朴太 /Watanabe Hohta
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Report

工場探訪
リプレス方法でつくられた試作品の数々

Reporter
本多 智彦 / Honda Tomohiko

播田 晋 / Harita Susumu

abstract Design Studio

E design

『百聞は一見に如かず』このことわざを改めて思い

以前から製法などは聞いておりましが、やはり聞

知らされることが今回の工場見学でありました。

くのと見るのは全然違いました。

いくつもの工場を見学し、多様な手法による造

今までタイルを使った表現に制限をかけていま

形の可能性を肌で感じることができ、また、つ

したが、工場によって様々な個性があり、職人に

くり手の生の声を聞いているうちに、新しいイ

よっても個性があり、皆様の知恵や力があれば、

メージが出てきたり、今までとは違ったアプロー
チで『タイル』の新しい表現、使い方ができる
のでは？ と思えるようにもなりました。
今後はこの経験を生かし、施主のイメージの実現
化、自分の考える空間の表現の仕方、それを具現
大名窯でつくられたサンプル品の数々

化する作り手の人々と共に、1つの空間を創り上
げていければと思います。

限りなく無限に近い広がりが得られると感じま

日暮 雅和 / Higurashi Masakazu

した。今後はこの無限の可能性を生かしたデザ
インをやってみたいと思いました。

株式会社 higu
今回の視察にて、色々なタイルの製法を知るこ
とができ、とても有意義な時間を過ごせました。
釉薬・型・窯の違い等、各工場ともつくり手の
個性・拘りが感じられました。
その中でも自然現象により偶然できたタイルの
表情を見て、意図してできない自然の美しさを感
じ、もっと自然な物に目を向けてデザインもして
いかなくてはと思いました。また、ハンドメイド
の金型を利用し、繊細な柄を抜いたタイルや歴史
あるタイルの復刻等を拝見し、幅広いデザインに
対応できる事がわかり、今後のデザインに上手く

鋳込成形の工場で
「ドブヅケ」と呼
ばれる施釉方法
渡辺氏が一番気に入ったタイル

活用していければと思います。

渡辺 朴太 / Watanabe Hohta
Orange

リプレスと言われる成形方法の説明を受ける一同

各工場をまわらせて頂きそれぞれに個性・拘り・
ストーリーがありタイルの奥深さを知りました。
つくり手の方と色々と話ができ、デザインをする
上で
「こんなタイルあるかな?（できるかな）」と
思った時に
「あの工場なら」と思える事ができた
事はとても大きく、今後の案件にも取り入れてい

山嵜 隆史 / Yamasaki Takashi

窯 元 で 自 作 す る 金型
（抜き
型）に感動する山嵜。同様の
金型でオーダーブロックが
つくられます

ダイナワン 営業部
今回、私の担当するデザイナーの方々に工場を見
て頂いてタイルの魅力を少しでも伝えることが
ここでシャオリンⅡがつくられます。鋳込み成
形の設備をじっくり見る日暮氏と播田氏

偶然の産物で狙いとは異なる仕上がりになった
（通常は
失敗品）
タイル が、一同の興味をひき話がはずむ

できて嬉しく思います。
私自身も、常に新しい事に気付かされる事が多い
やきもの の世界ですが、より多くの方々にタイ
ルの魅力に触れて頂ければと思います。
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きたいです。
よりつくり手と考え手との距離が密になる事で、タ
イルの可能性が広がって行くようにも感じました。

身近な焼きもの
心に残る焼きもの
「日本人の DNA には焼きものの文化が根づいているはず」との想いから、2017 年よりスタートしたこの企画。
第 2 弾となる今回は、建築業界に関わる方はもちろん、さまざまな分野において第一線で活躍する皆さんにご登場いただき、
自身の焼きものに対する “ 思い出 ” や “ ルーツ ” などを熱く語ってもらいました。

徳川 宜子

飯島 敦義

Tokugawa Kotoko

Iijima Atsuyoshi

株式会社石橋徳川建築設計所

株式会社 日建設計

人の記憶が残る建築
歴史のかけら
景徳鎮を訪れたのは2016年暮れのことです。千年の歴史を誇る焼き
ものの都で、のどかな風景の中に残る古窯遺跡でした。その由緒ある
場所に、新しい窯元が工房や展示館を設け，再生しようと取り組んで
います。陶芸のために滞在する施設の計画を依頼された敷地で拾い

上げたのは，宗代の陶磁器のかけらでした。身近に歴史を感じる場で
あるからこそ、骨董の街ではなく、かつて世界から陶芸家が集ったよ
うに最先端の場にならなければならないと感じさせられました。こ
のかけらも、いつかはアクセサリーにデザインしようと思っています。

シンガポールの白亜のコロニアル建築＝ラッフルズホテルの２階に
あるLong Bar。ここではピーナッツの殻を床に落とすのが流儀だ。
床は一面ピーナッツの殻だらけ。ともすると気持ち悪い、汚いと思っ
てしまうようなその光景だが、不思議と心地よく受け入れられる。な
ぜなのだろうか。歩くとバリバリとゴジラになったような破壊感覚
で、何ともいえない足裏感覚が意外と気持ちいい。そしてピーナッツ

の殻とタイル（焼き物）の相性が、床まで食卓の延長として捉えられる
ギリギリの感覚。モザイクタイルがその上のピーナッツの殻越しに
垣間見えて合成され、新たなテクスチャーを生み出しているのも美し
い。直前にそこで時間を過ごした人の痕跡を考古学者のように発掘
する喜び。そんな床の記憶を生み出す建築をつくってみたい。

守屋 千夏
Moriya Chinatsu

井上 愛之

アニエスベージャパン株式会社
営業統括本部 店舗開発
ショップデザイン

Inoue Aiji

株式会社 ドイルコレクション

記憶する形のポテンシャル

素朴でやさしい彩

昭和の時代に流行ったのか、よく見かけたこの手のタイ
ル。最近あまり見かけなくなったのは「たしかに」なの
か「やはり」なのか、醸し出される雰囲気は現代的とは言
えない。
だが「何かできるのでは」と感じさせる魅力があり、今、
私が注目しているマテリアルの一つだ。どのようにす

こちらは出西窯の湯呑みとふじのくにアートクラフト
で見つけた急須です。
急須はこの凸凹模様と焼き色に一目惚れして即決購入
してしまいました。
湯呑みは持った時の感触と黒の表情と色合い、内側の注
いだお茶のカラーが素敵に見える優しく滑らかな白が

ればこの昭和っぽさを「今どき感」に変換できるか、近い
将来、トライしてみたいと思う。

お気に入りです。
休日はこれで色々なお茶を入れて楽しんでいます。
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身近な焼きもの
心に残る焼きもの
荒井 よし子

佐野 公俊

Arai Yoshiko

Sano Kimitoshi

植物の糸と染め織り工房「草縁」主宰

寿司職人

鳥取県の山のなかに築260年の古民家を改修した染め織り工房
をオープン。植物を育てて繊維から糸をつくり草木で染めて布を織
る制作活動の他、ワークショップも随時開催。
http://souen.nature-studio.com

寿司一
（はじめ）
店主
東京都北区滝野川の住宅街に
2001年8月より、江戸前寿司店を営む。
www.ha-ji-me.com

岡本 耕也

森林 利行

Okamoto kouya

岡本煉瓦株式会社 代表取締役

Moribayashi Toshiyuki

株式会社 ダイナワン

絵描きの母が、ふらりと立ち寄った陶芸展で出会ったという大皿。

器との出会いは探しに行くよりは巡り合わせ。欲しい器とは突然

煉瓦積みの匠、高山登志彦氏が当社の煉瓦にレリーフを施して製作

ロイヤルコペンハーゲンのイヤーフィギュリン。ハンドペイントで

私の長年の夢だった機織り工房をオープンした時、お祝いにプレ

出逢う。 料理に彩りを与え、食事に華を添える。壊れやすいもの

した3Dのサラブレッド。黒光りの艶といい、躍動感といい煉瓦な

製作された動物モチーフの“やきもの”フィギュアです。1992年か

ゼントしてくれました。子どもの落書きのような自由で楽しい作
風は、いかにも母らしいチョイスといった感じで、使うたびにいつ

を壊さないように、永く付き合えるように、大事なものを大切に
使う。その中でも愛着のあるものはよく使う。

らではの立体感が出てとても気に入った作品で当社のカタログの
表紙にも採用させていただきました。

ら毎年違う意匠のものが発売されている人気シリーズ。手作りの為
一個づつ色合いが異なっており、お店の在庫の中から気に入った1点

も気分を明るくしてくれます。もちろん、工房の生徒さんやお客

人と器との相性もある。器とは人間関係と同じように優しく大切

もう1点、私の背景に写る当社創業者(創業明治43年)が作った門柱

を選ぶのが我が家の恒例となっています。家のあちこちに置いて愛

さんにも大好評です。

に接しています。

と2代目が作ったトイレ、奥に写る三代目が作った事務所です。
ちなみに私は4代目。

らしく、暖かみを与えてくれる存在毎年増えていくのも家族全員で
楽しんでいます。家族と一緒に暮らす“やきもの”です。

Forward Stroke inc.

1980年頃、初めてイタリアに行った時に街でとても美しい絵柄の
食器を見つけました。リチャードジノリのイタリアンフルーツで
す。違う色や形を使っているのにどれも馴染んでいるのが気に入
りました。結婚を期に違う形のものを集めています。手描きのお
皿なので同じものがないため、何枚か見せていただいて選ぶこと
が楽しいです。

1960年代のARABIA。幼いころ普段に使った自家製ヴィンテー
ジです。Emiliaの角皿は30センチほどの大きなもので、ライヤ・
ウオシッキネン描くエミリアさんがハンモックで読書をしていま
す。カップの割れてしまったTVセットでは、お友達とティータイ
ム。このシリーズにはアイテムごとに様々なシーンのイラストが
描かれており、昭和日本の少女の心を空想の世界に連れて行ってく

中国 江蘇省蘇州にて訪れた、とある庭園の小道です。
「鋪地（ほじ）」と呼ばれるこの特徴的な小道の造形は、小石、レン
ガ、茶碗などを砕いた陶片で作られているそうです。形状がバラ
バラの石や砕かれた陶片がうまく組み合わさって作り上げられた
数々の美しい幾何学模様に魅了されるだけでなく、美しくかつユ
ニークな焼き物の再利用方法が強く印象に残りました。

硝子で有名なiittalaの磁器マグカップ。公私とも仲良くしても
らったデザイナーさんから転勤の餞別でもらいました。フィンラ
ンドらしい色使いと、ボッテリ過ぎずスッキリ過ぎない釉薬の具
合が気に入り、休日の朝は必ずこれでコーヒーを飲みます。使う
度に彼らとの楽しかった思い出が蘇り、年々愛着が増しています。
Iさん、元気にやってますか？ 僕はなんとかやってます（笑）。

れたものでした。

寺内 秀一

今泉 実緒

Terauchi Shuichi

Imaizumi Mio

美術表装

イラストレーター

1956年東京生まれ

イラストレーターとしての活動だけに留まらず
様々なものづくりへの挑戦をしています。
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鳥海 佳耶

住谷 圭介

Toriumi Kaya

株式会社 ダイナワン 企画部

株式会社 ダイナワン

25 ◆ TILE'S ONLY ONE

Sumitani Keisuke

古材の特質 を象徴する Reclaimed Wood
古材は、1本1本、同じものは一つとしてない唯一無二の素材です。
人 工 的 に は 表 現 で き な い 経 年 変 化 に よ る 風 合 い や 色 合 い、
背景に見える素材の歴史が意匠としての大きな魅力となっていま
す。また品質上の特性として、古い木材には良質なものが多いと
いうことが挙げられます。
針葉樹古材が多い日本では、積雪に耐えられるよう、大断面の木材

タイルとの相性も良いマテリアル

が使用されることが多い東北地域の古民家から多くを回収してい

古材 特集

ます。しかし、回収できる量や製品化できるほどの均一性がなく、
再利用率の低さが欠点です。

ダ イ ナ ワ ン が 取 り 扱 う 古 木 材、Reclaimed Woodは、ア メ リ カ 合 衆 国 のPioneer

一方、広葉樹古材を主な素材としているReclaimed Woodの加工

Millworks社によって加工された古材です。アメリカでいち早く建築解体古材に注目

地アメリカでは、工場や農業施設など木造の大型建築が多いため、

し、現在では約30年に渡り積み上げた知識と経験を活かして、北米最大の古材製材会

回収できる量もサイズや樹種も豊富であるということが利点と

社へと成長。安定供給や品質管理が難しいと言われる古材をアメリカ国内の2つの自

なっ て い ま す。 ア メ

社工場での供給能力を向上させることで、幅広い商品ラインナップの提供を可能と

リカでの古材の使用

しました。古材の持つ環境保全性にも注目し、取り組みの一つとして「適切に管理され

は資源の有効活用と

た森林」に由来する製品であることを保証する、FSC認証を取得。古材特有の風合いを

して始まりましたが、

活かしつつ、建設業界が求める標準的な仕様に合わせた製品化を実現しています。

現在では日本と同様、
個性的な風合いを持
つ素材として使用さ
れています。

Reclaimed Wood の魅力
・異素材との相性が良く、タイル・石・金属などとも組み合わせられます。

フェンスウッド ホワイト

・古木材なので、環境にやさしいです。
・通常は気になる汚れの付着や経年変化は、古材ならではの味わいを深めます。
・素材感が強く、空間へのアクセントになります。
・壁や床への使用はもちろん、家具や什器への使用で、
空間に統一感を与えられます。
・オリジナルの表現や、ラグジュアリー感の演出が可能です。

レールヤードパティーナ オーク

12シリーズもの豊富なバリエーションを持つReclaimed Wood。 1〜2m 2 前後の
結束単位で少量からの発注を可能に。また、使用しやすいように釘などを取り除き、
本実加工や幅決め加工を施しています。 時間と歴史が作り出す、人工的には真似でき
ない質感が魅力のReclaimed Woodをご検討の際は、ぜひお気軽に弊社営業まで
お声掛けください。
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クローズアップ

ビゼン

1000年もの間、
途切れることのなかった伝統

◆わび・さびとしての
茶道具としての備前焼

◆民芸としての備前焼

風情や、粗野で素朴な力強さに魅了され、さまざまな茶道具と合

鎌倉時代にこの地域で作られたものは、皿や碗、擂鉢などの日常

わせて茶の席を楽しんだ。茶会記にもその様子は残されており、

雑器や、当時の生活に無くてはならない貯蔵用の壺、甕が中心で

彼らはたびたび備前焼の建水を使用し、豊臣秀吉も全国の茶人を

あった。室町時代になると、実用性、耐久性の優れた備前焼の評

集めた、
『北野大茶湯』の席で備前焼の建水と花入れを使ったとさ

価は高まり、東の常滑、西の備前として、西日本を中心に全国に流

れる。一見、粗野で素朴な力強さがみどころと思われがちだが、

通され、大量生産の時代を迎える。桃山、江戸時代においても生

備前焼は他の産地の焼きものと比べ、水に濡れると表面が色鮮や

産の中心は壺、甕といった実用品であったが、茶の湯の流行に合

かになるため、花入、建水、水指として茶席を飾る道具の一つとし

わせて茶器や花器の生産が始まり、茶人や武人からの高い評価を

て好んで使用されたと考えられる。

得たのもこの頃である。

現在我々が目にする
『胡麻』
『緋襷』といった備前焼独特の景色が登

千利休や古田織部といった名だたる茶人たちは、備前焼の詫びた

場するのも、この時代であり、今でもしっかりと継承されている。

◆備前焼の隆盛
備前焼が茶器、花器としての評価を得る一方で、これまで備前焼
を支え続けてきた壺や甕といった貯蔵雑器は、江戸時代になると、
有田の磁器など各地で新たな施釉品の登場により需要を減らして
いく。明治、大正時代になると生産品目は土管や煉瓦に変わり、
洋風文化の流入による煉瓦造りの建物の流行と同時に、日本各地

備前市
撮影者：時岡 総一郎

六古窯最古の窯、備前

伊部

し続ける備前焼の故郷、伊部周辺には500名以上の備前焼作家

で焼かれた。残念ながら現在では備前焼煉瓦は生産されていない
が、耐火煉瓦のみが品川リフラクトリーズ※（備前市）にて生産さ
れている。

豊かな自然と、窯元の風情が残る伊部の街には、焼きもの好きを
自負する面々が足しげく訪れる。釉をかけない焼締の技術を継承

に製鉄所が建設されたため、備前焼色の煉瓦や耐火煉瓦がこの地

岡山市

※旧品川白煉瓦

西須恵・東須恵

瀬戸内市

が、今でも活躍しており、窯の煙が絶えることはない。今回は
「土と焔の芸術」と呼ばれる備前焼の魅力をクローズアップする。

備前焼のルーツ
備前焼は瀬戸、常滑、丹波、越前、信楽とともに「日本の六古窯
（2017年に日本遺産に認定）」の一つに数えられ、その中で最も古
い歴史を誇る備前焼のルーツは、須恵器の流れをくんでいる。 現
在でも岡山県の南東部、邑久郡（現、瀬戸内市）長船町に須恵とい
う地名が残っており、古い窯跡も多数見つかっている。この須恵
こそが、平安時代に須恵器の生産地として繁栄を極めた備前焼の
ルー ツ。 備 前 焼 は 伊 部 周 辺 地 域 の 土 を 使っ て 成 形 を 行 い、
備前の街並

1200℃程度の温度で焼成する。現在では作品に応じ様々な燃料
が使用されるが、松を燃料とするものが伝統的な焼成方法であり、
最も良いものとされている。
備前焼天保窯
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備前焼の可能性

伝統技法

茶道具、花器として日本人の心を捉えてきた備前

緋襷や牡丹餅など、継承される伝統技法。

焼の最大の特徴は、粗野で素朴な力強さだけでな

シンプルな焼締めの風合いに彩りをそえる

く、備前雑器における耐久性にもある。歴史的に

備前焼の見所の一つでもある。

見ても、堅牢な備前焼が建築素材として使用され
た例として江戸時代中期に建てられた閑谷学校
や天津神社が挙げられる。藩校でもあった閑谷
学校の二十棟以上ある建屋のほとんどの屋根に
は、備前焼の瓦が葺かれている。また備前市内に
ある天津神社にも同様に赤褐色の備前焼の瓦が
葺かれ、独特の雰囲気を醸し出し、特別な存在感

緋襷（ひだすき）
作品に藁をまきつけ、蒸し焼きにすると藁のアルカリ分と粘土の鉄
分が反応し赤色
（緋色）
の釉となり、襷状に発色するもの。

を発揮し訪れる人々を楽しませている。

撮影者：時岡 総一郎

現在では、備前焼の伝統を守りつつ、備前焼の景
色をタイルに活かし、建築素材として我々を楽し
ませてくれる陶芸家たちもいる。焼締め、胡麻、
緋襷という備前ならではの土味を活かした粗野
で朴訥な景色1枚1枚には、どこか心揺さぶられ
るものがある。

閑谷学校

備前焼の不思議
備前焼にまつわるユニークな言葉。
『傷をしたら土を塗れ』

胡麻（ごま）

『水が腐らぬ備前焼』

窯内が1200℃以上の高温になると、作品の表面が溶け出し、そ
こに灰が融着し流れ落ちる際に黄色い斑点状に発色するもの。

牡丹餅（ぼたもち）
ぐい呑みや小さな徳利を作品の上に載せて焼成する際、接地部分に
は胡麻が定着せず、丸い牡丹状の焼き痕がのこったもの。

『酒がうまくなる備前焼』
備前の土は天然の抗生物質として、昔から傷に塗ると治
りが早いと言われ、地元の古い陶工などは「傷ができた
ら土を塗れ」と言うほどであったらしい。その理由とし
て備前焼の原料となる田土は、一般の粘土に比べ、1000
倍もの微生物が住みついており、更に土を最低3年寝か
すという備前特有の原料工程により、何種類もの酵母が
生まれ、その大半が抗生物質のペニシリンとなるためだ
と言われている。
また、江戸の酒屋には酒を美味しくするという備前の徳
利に各地の銘酒を入れて売る店があったそうである。

青備前（あおびぜん）
窯の中の酸素が不足した場所で、鮮やかな青灰色になる現象。

今も地元ではファンが多く、ビアマグや水、お酒に入れ
ておくだけで、まろやかな口当たりに変えてくれる備前
玉も人気だ。

窯の中に酸素がないほど水色に近づく。
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備前玉
（2017年ダイナワン新商品
発表会ノベルティ）

PICK 無釉独特の手触りと朴訥（ぼくとつ）な力強さ、そして、自然な立ち上がり。
UP シンプルで使いやすい作品づくりを心がけている備前焼の作家。

POT TERY！

技に磨きをかけ続ける工房 vol.2

備前焼

松岡 誠悟

陶芸家

岡山県備前市

松岡 誠悟 Matsuoka seigo

茶器、食器、ランプシェイドなど、土味をい
かした温かみのある作陶にこだわる。
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