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微小拡大観察装置による釉薬の撮影
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'96ライフスタイルの予測とインテリア関連商品の動向

ライフスタイルの変化につ

去る 2月 49日 午後 6時より試験場において ライフマネジメン ト研究所所長TB岡真理子氏を

お迎えし「 96ラ イフスタイルの予測とインテ リア関連商品の動向Jと いうテーマで請演 しても

らいました。稲岡氏の今までされてきた調査研究を元に 1996年の特徴的な点をビックアップ

して解説していただきました。ここでその内容を簡単に紹介します。

(3000人対象のアンケー ト調査より)

シ,レ ノヽ――t壁代  (60～ 69歳 )

健康 :野菜を食べる 定期検診を受ける

運動をするなど 健康管理に対する関心

が高い。ス トレスが高まっており 医師

への相談 、運動 、自分のための買い物に

よってそれを解消している。

ブラン ドにとらわれず価格を重視する傾

向が高まっており 無印良品に人気がある。

ランニングコス トなどの実質面が重視され

ておリ メンテナンスの手間がかからぬ

低燃費の商品が売れている。

自由に品物が選べる店に人気があり た

とえ遠くの店であっても 品揃えが豊富な

専門店に客が集まっている。

ディスカウン トショップ利用者が増力0し

ており 安く買うことが自慢となっている。

またサービス業に対する支出が増加してい

る。

ヤング (18～24歳 )

割 り切 りがはつきりしていてこだわりが

なく 余暇の過ごし方が長期的で l・Jも

しないでポーッとできる世代。

成人男性 (25～59歳 )

仕事 :30代は80%が仕事に縛られたくな

いと思っている。40代は60%が仕事に生

きがいを感じている。

住宅 :30代はほとんどが賃貸住まいで

60%の人が一戸建て志向。とくにマンシ

∃ン住まいの90%の人が一戸建て志向で

ある。駅に近く敷地の広い家に住みたが

っている。

健康 :50代は健康やス トレスの問題が多

い。酒やタバコでス トレスを解消している。

レジャー :キ ャンプや釣りなどのアウ ト

ドア志向で 車もRVに人気がある。

成人女1■ (25～59歳 )

住宅 :通信販売カタログと店先でインテ

リア商品の価格などを見比べている。

健康 :20代の90%がス トレスを感じてい

る。ス トレス解消法として 買物 食事 、

おしゃべりなどがあげられる。

食 :自 然志向が強く 不□食を増やそうと

思つている人が多い。

装い :高 くても質の良いものを上手に買

っている。

□  ,● 信楽窯業試験場 1青報紙 第4号 ]9960

インテリア関連商品の動向

消費者 を所得 世代別に 戦 中 戦後

現代の三層に分けることができる。

戦中 :ゆ とりがある

生活様式の変化 く和→和洋→和 )

椅子の便利さを残 して和を懐かしむ喜 し。

食器 lelに和食器が多い。

稲岡真理子氏 技術請習会 要約



戦後 :ゆとりがない

生活様式の変化 く和 ,洋 ,和洋〉

便利な洋式 をくっつけた和式の暮 し。ダ

イニングのテープル と椅子 が低 くな って

いる。ソファーの生活が多い。

現在 :安いものを平気て買う

生活lT式の変化 く和洋→洋 ,ネ オ禾□〉

〈畳→ 7v■毯一フロー リング〉

絨毯は衛生の問題がある。フ ロー リング

は直 には座れないが 電気カー ペ ッ トの

普及により座れるようにな った。

キーワー ド :時間 空間 静 動 有 無

時間 :ゆ った りと過 ごすための演 出用の

小物に人気がある。

空間 :部屋 を広 く使おうとする。重い色

は使わな い。人 に見せる ことを考慮 した

収納家具が売れている。

静 :植物や熱帯魚な どゆ った りとした生

きものを家の中に入れている。

動 :水や空気の動 きを見 せるものを家の

中に入れている。

有 :自 分の趣味 をぎっし りと詰め込んだ

部屋。

無 :何もない生活に対する憧れがある。

く家族→ふた り→個人〉

ネオ和 の二人家具 として カウチ 、ラ

ブチェアーなどのソファーがよく売れている。

ダイニング用の 2人～ 4人掛 けテープル

が売れている。二人物 個人物 に人気が

あ り 個人個人 ば らば らの椅子 に座 り

茶碗もまちまちとなっている。

インテ リア コーデ ィネーターが増力0し

ている。資格 を敢 リ セ ミブ ロとして住

宅メーカーにバー トに行く主婦が多い。

色 形 伝統 (プラン ド 0き代 )

ナチュラルに近 い色が好 まれる。焦げ

茶色ではな く 季節感の出る色や明度 の

高い色 に人気がある。シンプルな物 、モ

ダンな物には っきりと好みが現れてきた。

●Iく 見える薄手の物も売れている。

アンテ ィークな物 が好 かれている。 ウ

ェッジウッ ドが若者の人気を集めてお り

売 り場の面積も 3倍にな っている。

と生活者インタビューから

店頭

迷っている消費者が多く商品を見比べ

る時間が以前よりも15倍長くなっている。

好きな物を一つだけ選ばせて シリーズ

的に買ってもらう。

インテリア担当者

ランチョンマツ トーつにしても ベネ

トンのようにたくさんの色を用意して客

に選んでもらう。

生活者

昨年は震災やいろいろなことがあった

ので 早く春になって欲しいという願い

が強く 雛人形 春の色 柄などの季節

商品に人気がある。

インテリア関連雑誌

F素敵なカン トリー』ハン ドメイ ド商品主

体 主に30代ファミリーが読んでいる。

[美 しい生活』こだわり●J強 く価格が高い

商品主体。

『モダンリビング』自分らしさを強調し、

ライフスタイルを提案する。 トータルコ

ーディネー トを重視する。

Fフ ラウ』インテリアは心理学という考え

に立ち 生き方を提案する。

ま と め

キーワー ドとして 安全 自然 輸入住

宅  コス ト 個人  機能 シンブル 自

由 優しさ 組み合わせ 絆 個性 (自 分

らしさ) ステイタスなどがあげられる。

このようなライフスタイルを持つ ,肖 費者を

ターゲッ トにして商品開発をしていかなけ

ればならない。
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囀

や き も の と  釉  薬

去る 2月 9日 午後 6時30分より試験場において 大西政太凛B氏 をお迎えし′「やさものと粘

薬Jと いうテーマで請習会を開催いたしました。大西氏は長年 京都市工業試験場で陶磁器の

研究 指導に携わり 退官後も各地の業界や美術系大学の学生などに指導をされてきました。

「やきものと釉薬Jと いう幅広いテーマでしたが 大西氏の今までの5Jl究や指導を元にして 現

在感じておられることを話していただきました。

やきt,の の全般的なこ

と 土 釉薬 焼成につい

て話します。

まず全般的な話ですが

山崎正和氏は「脱庁業化の

時代が来たJと指摘してい

ます。従来の大量生産型庁

地も少しは必要ですが こ

れからは小さな工場も望ま

れており こちらのほうが

景気に左右されにくいので

はないでしょうか。また山

崎氏は「視座を変えてものを見よJと も述

べています。それによって今まで真 llを し

たり先入観をも ってやきものを作ってきた

人にも新しい世界が展開するのではないで

しょうか。3～ 4年前まではファインセラミ

ックスがもてはやされていましたが 近代

科学が捨て去ろうとした粘土という「不可

矢□なものJを もう一度考え直すことも必要

です。「不可知なものJと は八本一人さんの

言う「自然で 科学で解決できないもの J

のことです。また お亡くなりになった吉

田光邦さんは「やきものには二つの価値が

あるJと考えました。つまリアルミナ磁器

のような壊れないやきものの il値 とともに

従来の粘土を使った壊れるやきものの価値

もこれからは重視されるということです。

次に土についてですが、その膚質 (■、し

つ)や土味 マチエールについて考え直し

てはどうでしょうか。人間が色分解して作

りだ t´ た色彩ではなく 物質そのt,の の色

□  |う  信禁宗キ試験場 情報紙 第4号 19963

とその虐質が大切です。 ミルキーホワイ ト

の磁器 も結蒲ですが 信楽の石はぜの上も

良いのではありませんか。

釉薬 については いわゆる顔料 は好 きな

色 が出せ ます。彫刻や洋画や一般 デザイン

には手 っとりばやい材料 です。 また伝 lt的

な青磁や天 曰 辰砂にも味わいがあります。

しかし 釉の膚質 ということを忘れていま

せんか。萩や唐津の批杷釉は素地の上 に焉

く灰の透 Oll釉 が掛か ったものですが 特有

の膚質 があ ります。ただ単 に釉 が薄 ければ

良いというのではな く 志野は釉が厚 く掛

か ってその虐質 が出ます。一般 にや きもの

がおも しろいと思 う人は直感的にその虐質

に魅力を抱 きます。我々の焦点もそち らの

方 へ向けた らどうでし ょう。ただ 釉薬の

調合 において恐いのは長石です。これは 自

然のものなので変動 します つ まり「不可

知なものJです。

最後に焼成の話です。焼成も一種の調合で

氏技術請習会要約



す。具体 0」 な例は青磁 と影青 の違 いです。

長石立てで焼成温度 が低 いもの と陶石立て

で温度が高 いものの違いです。陶石立ての

釉は珪酸質で透明度が高 くな ります。その

ためには高温で焼かないと駄 日です。

私は自分がやってきた論理的な涸学的技

術をやきものを作るという情感の世界へしヽ

かに反映・―せるかということを今まで考え

てやってきました。

一̈一一一一

以上のように今回は具体的な調合例や焼成方法ではなく これからのやきものに対するとら

え方について話していただきました。なお 調合夕Jな どは下記の著書に詳 しく書いてあ ります

ので参考にして下さい。

告書 :理ェ学社「陶芸の土と窯規きJ「陶芸の釉薬J「的芸の伝・・u技法J「陶ェの,411J「 やきものと釉薬J

等 の 紹

艤「中小企業創造活動促進法」について

日本経済の閉塞状況を打ち破っていくために倉J設された法律です。

('対 象 者 :特定中小企業者 (創業 5年未満 または売上高に対する試験研究費の割合が 3%
を超える業者 )

支援措旨 設備投資に
‐
Jし て減税が受けられます。資本の充実を促進します。

0対 象 者 :これから倉J業する人。

支援措鬱 設備近代化資金の償還期限が延長されます。

設備投資に対して減税が受けられます。事業計画に沿った技術改善に対して補

助金が受けられます。

議「中小企業新分野進出等円滑化法」について

経営基盤の安定及碗 壼化と新規事業開拓を支援するため創設された法律です。

対 象 者 :平成 7年 3月 以降 3ケ月の生産額がそれ以前 3年間のいずれかの対応する期間に

比べ 5%以 上減少またはその見通しのある業者。あるいは最近 3ケ月の生産額

が過去 3年以内のいずれかの対応する期間に比べ 40%以上減少 またはその見

通しのある業者。

支援措鬱 設備吏新時の新たな投資が減税の対象となります。

前年度 納付した法人税が還付される場合があります。

既に童し付けを受けている設備近代化資金の償還期間が延長されます。

磯その他の補助事業について

新しい産業づくり促進費補助金 滋賀県技術開発促進黄補助金があります。

畿滋賀県中小企業融資制度について

経営合理イヒ資金 企業環境整備資金 先端設備導入資金の他各種資金があります。

詳細については当場指導係担当者までお問い合わせください。

やj‐7 信楽
=業

試験場 情報紙 第4号 ]9963 日



,I□祐司氏 喘|ノ リタケカンパニー リミテッ ト スタジオ 1課 課長

汗陥メーカーの商品開発担当.主にホテル レス トラン向けの食器の企画 デザインを行う。

商品の開発にあた っては実際に自社の商品で食事をして体験することが大事.どこの家庭

t,収 ,の l・P界 に達している。さいfl1 5枚 と新 しい皿 1枚 との交換キ ャンペーン●必要なほど

市場は飽千□壮態にな っている。今 尺から尺 2寸繹度の大□やオープン用の上物感党のt,の

が求め らねている.ま た 世界各国の料理に合 った器を作ることによ ,て新たな需要が段巧

できう。

鞣

村□峡子氏 村□峡子デザイン事務所 所長

インテ リアデザイナーとして活躍 .イ ンテ リアデザイナー協会正会員。東海大学芸術学部講師。

今のインテ リアの傾向は暖かみのある 自然志向のテイス トで 機能性を有するものが求

め られる。タイル関係は大手の隙間を狙うしかないが 照明具 ilカバー 水関連の製品は

十分な商品性が期待できる。需要開拓では カーテン カーベッ ト等の異業種 との提携によ

るカタログ参画等も有効である。

試験場では窯業関係分野の専門家を招 き 新 しい技術や製品開発にかかわる情報を取 り入れ

業界の活性化のために研究参与事業を実施しています。今回はその中から商品開発にかかわる

テーマについて実施した事業 lFl要を紹介いたします。

靱

剣持和之氏 剣持デザイン &ネ ッ トワークス代表。

閉 天童木工 、西武百貨店を経て 、青山に事務所を設立。インテ リアデザイナー協会正会員。

商品開発は 商品開発計画 生産管理計画 販売促進計画 販売計画の四輪がrJみ合 って

始めて可能 となる。マーケティング調査か ら十分なターゲッ ト設定を行い ユーザーのライ

フスタイルに合わせた商品の開発をすることが必要である。食器では信楽のような土物感覚

のものに人気があるが もつとシンプルで微妙な表情の変化が楽 しめるものが欲しい。今の

インテ リア商品のキーワー ドは水と花であると言われている。

―
岡田正弘氏 総合企画建築設計事務所 所長

名古屋を拠点に住宅から都市景観開発に至るまで幅広く活躍.―級建築士。愛知県立芸術大学講師 ,

言1験場のエクステ リア関連の試作品を見て 信楽に対 して抱いていたイメ ージか一変 tン

多彩な可肯ヒ性を感 じた.も っと都市部で提案すれば 多くの専 F5家 ユーザーの リアクシ ョ

ンが坪待できる。あまり害Jれ るということに捕 らわれすに 陶器の持つ優位 1■ を強くアピー

ルする演出が大tplでぁる .

16 や0 信楽窯業試験場 情報紙 第4号 ]9963

研 究 参 与 事 業 に つ い て



料金改定のお知らせ

平成 8年 4月 1日 か ら試験等の手数料および設備使用料が改定されました。また 業者の方

自らが試験場に配備されているほとんどの lF器を使用することができるようにな りました。利

用料金 利用方法等詳しいことはお問い合わせください。

輻 新しい設

平成 7年度に購入 した主な機器です。

備機器の紹介

機 器 名 形   式 途需

微小拡大観察装置 ケニスf4学共栄社m
マルチ P COズーム

焼物の表面のビンホールなどを拡大し

テレビモニターなどで観察します。拡

大写真の印刷も可能です。

真空オムニミキサー 千代田技研工業 lt

OM-10 EV型

比重 の異なる原料 を脱泡 しなが ら均―

に分散 混合 します。

プレンダー 米国ワー リング社

CB-6型

ジューサー型 の混合器 です。 3リ ッ ト

ル程度の釉薬 や泥漿 を撹拌するのに使

っています。

イオンメーター l■湖 場製作所

F-23型

溶液中の各種 イオンの濃度 を,pJ定 しま

す。

原子吸光分光光度計 lll島津製作所

AA-6500F型
溶解 した綺末試料 に含 まれる原子の漂

度を測定し́ます .

泥漿混合機 llllマ ゼラー

PM-200 VP型

100～200 kg程度の窯業原料を乾式また

は湿式で混合 します。速度可変装置付

きです。

近赤タト水分計 l■lケ ッ ト科学研究所

KJT-100型
近赤外線カメラによって不土等に含ま

れる水分を非破壊 非接触で測定しま

す。素地や型材の乾燥状態を調べるの

に使います。

'7式

言施東試験機 日本磁力選鉱 ll

lyVFG型

最高 2万 ガウスの磁束密度によって

泥蒙中の磁性物を分離します。

逆流式高速混合機 日本アイ リッヒ ltl

R02型

粉粒体や原上の混練 造粒 粉砕をし

ます。

中小 企 業 技 術 支援 情

報 ネ ッ トワー ク シス

テム

ネットワーク接続サーバー

l_4術相談端末

県内公設訓験場間のコンピューターネ

ッ トワークと 中小企業向けの情報提

供に活用します。インターネッ トも利

用可能です。

ゔ 信楽窯業試験場 情報紙 第4号 ]9963 1ワ
|



平成 8年度技術ア ドバイザー事業について ‐

各事業所が独 自に解決するのが困難な技術的諸問題や 、新製品 新技術の開発 を促進するた

め技術ア ドバイザー制度が設けられています。

現在技術的問題があリア ドバイスを受けたいと思 っている企業がありましたら お気軽に当

場 までお申し込みください。企業数に限 りがありますので 応募が多 tヽ場合は当場で検討させ

ていただきます。詳細についてはオ旨導係担当者にお問い合わせください。

吊 り鉢

編集後記

編集 発行

〒529-18
電話

ファクシミリ

滋 賀 県 立 信 楽 窯 業 試 験 場

滋賀県甲賀郡信楽OT長野498
:0748-82-1155
:0748-82-1156

模範工場 二代目杢仙 (神崎健一郎)作 ナ正=千
～ 1=千二五年 ■320 い350 mm

模範工場は信東lI.詳同業組合

'明
治36年に言:議 しiΞ十二2年に卒業言1譲場と L´ て荒晨解消 .写声

F部の環に組を輌し Ⅲさに弔り下月
.(|し

を,占 けた.■ の発角が美 t′ く 唐草の浮 き彫 り|よ ■

代でも渭用 するデザイン である .
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