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ごあいさつ
富山県ではデザイン振興と活用を重要な政策の柱と位置付けています。今年度は、新たに「感
性価値創造デザインシンポジウム」を開催したほか、去年に引き続き富山大学芸術文化学部と

［ワークショップ］

ガラスとメタルのプロダクト

21

25

連携し「富山県デザイン経営塾」を開校しました。また「富山・ミラノデザイン交流倶楽部」への
支援や、富山プロダクツをPRする「富山デザインセレクト展」を開催するなど、デザインによ
る県内産業の発展に積極的に取り組んでいます。
4月にはソニー株式会社デザインセンター長、株式会社NECデザイン代表取締役社長など
として活躍された、大矢寿雄さんに総合デザインセンター所長としてご就任いただきました。
今後、大矢所長率いるデザインセンターを中心に、県内企業の商品企画、デザイン開発、販
路開拓などを総合的に支援していきたいと考えています。
今回のデザインウエーブでは「素材を活かす」をテーマに、富山プロダクトデザインコンペ
ティションを実施し、公開審査会でとやまデザイン賞を決定しました。またナガオカケンメ
イ氏のセミナーや、「ガラスとメタルのワークショップ作品展」、「長山智美のマイムームー哲学
と富山プロダクツ展」など多彩な取り組みを行いました。
デザインウエーブが今後、富山県におけるデザイン振興の新たな方向を見出すきっかけとなり、
デザインが県内産業の振興に大きく貢献することを期待しています。
デザインウエーブ開催委員会 会長
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［審査員紹介］

TOYAMA
PRODUCT DESIGN
COMPETITION
2008
富 山 プ ロ ダ ク ト デ ザ イ ン コ ン ペ テ ィ シ ョ ン 2 0 0 8
● 課 題 テ ー マ【 素 材 を 活 か す 】

長山 智美

Kazuya SHIMOKAWA

Tomomi NAGAYAMA

佐賀県生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。
日経マグロウヒル（現・日経BP社）入社。1999年より
日経デザイン副編集長。2008年1月より日経デザイ
ン編集長。07年度経済産業省タスクフォース「感性価
値創造イニシアティブ・アンテナ21」委員、07年度・
08年度中小企業庁「JAPANブランド育成支援事業採
択審査委員会」委員・同推進委員、07年度特許庁「地域
中小企業等意匠権活用調査」委員、08年度特許庁「意
匠出願動向調査-マクロ調査」委員、08年度経済産業省
産業構造審議会臨時委員・知的財産政策部会意匠制度
小委員会委員などを務める。

茨城県生まれ。インテリア専門誌や男性誌を中心に
活動を続ける人気インテリアスタイリスト。
「Casa
BRUTUS」
、
「Pen」など数多くのデザイン誌、ライフ
スタイル誌で活躍。ゴッドハンドとも言うべきスタイ
リング術もさることながら、独自のキュートな視点で
綴られるブログや雑誌の連載でファンが急増中。

アッシュコンセプト㈲代表取締役

プロダクトデザイナー

名児耶 秀美

廣田 尚子

Hideyoshi NAGOYA

Naoko HIROTA

東京都生まれ。武蔵野美術大学造形学部卒業。㈱高島
屋宣伝部入社。1984年㈱マーナ入社、企画室長。商
品開発・プロデュース・マーケティング戦略に携わる。
2002年「h-concept」設立、代表取締役。生活者と
デザイナーが楽しめるものづくりを目指し若手デザイ
ナーとのコラボレーションを推進。デザイナーブラン
ド「＋d」を発信、世界販売にも着手。海外ではMoMA、
グッゲンハイム、コンランショップ、国内ではフラン
フラン、ソニープラザ、東急ハンズなどで展開中。

東京都生まれ。東京芸術大学デザイン科卒業。㈱GK
インダストリアルデザインを経て1997年「ヒロタデ
ザインスタジオ」
設立。ファッションアクセサリーをプ
ロダクトデザインの領域に取り込んだオリジナルブラ
ンド「NAOCA」を設立。そのバッグはMoMAでも販売
される。カテゴリーにとらわれない幅広いデザインを
展開中。

「富山プロダクトデザインコンペティショ

募がありました。パネルによる第１次審査
を通過したのは15点。これに、これまでの

を前提としたこのコンペは、県内企業と全

実績や賞歴をもとに、私たちが参加を依頼

国のデザイナーの接点をつくり、とやまブ

した招待デザイナー10名の作品を加え、模

ランドの創出を目指すこと、またインハウ

型による第2次審査を実施。最終審査会で

スデザイナーやフリーランスデザイナー、

は、第2次審査で絞り込まれた10名による

美術系大学生たちの創造性を誘発し、開発

プレゼンテーションを行い、3名の入賞者

県総合デザインセンター所長

進行

から流通までの工程にトータルに関わって

を決定しました。

大矢 寿雄

県総合デザインセンター デザインディレクター

もらうことなどが目的です。そのため、審

現在は入賞作品をはじめ、最終審査に

査ではデザインの美しさ、機能性、提案力

残った作品について商品化検討を行ってい

のほか、地場の技術や素材を活かした製法、

ます。今後もデザイナー、県内企業と一体

コスト、市場性、流通など様々な観点から

になって、コストの算出や安全性の確保、

議論して選出しています。

流通経路の開拓などを進め、
「とやまブラン

今回は「素材を活かす」というテーマに、
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インテリアスタイリスト

下川 一哉

ン」は今回、15回目を迎えました。商品化

全国から245点のエントリー、165点の応



日経デザイン編集長

ド」の創出に向けて取り組んでいきたいと
考えています。

Toshio OYA

1968年 東 京 芸 術 大 学 美 術 学 部 工 芸 科ID専 攻 卒 業。
68年ソニー㈱入社 デザイン室配属。70年ソニーアメ
リカ（ニューヨーク）赴任。74年ソニー本社デザイン
室へ帰任。主にテレビ・ビデオ・開発デザインを担当。
86年宣伝制作部長として宣伝を担当。90年デザイン
部門に戻る。91年コーポレートデザインセンター長
就任。ソニー全商品のデザインマネージメントを担当。
97年3月ソニー㈱退社。同年10月NEC㈱入社 コーポ
レートデザイン部長就任。2000年6月㈱NECデザイ
ン代表取締役社長就任。07年6月より顧問。08年4
月より富山県総合デザインセンター所長。

桐山 登士樹

Toshiki KIRIYAMA

Design Wave 2008 in Toyama
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［ とやまデザイン賞］

［審査結果報告］

TATE OTAMA

SCHEDULE
①【応募登録】
6月16日〜 8月18日

ウェブサイトの登録フォーム、または応募申込書
の郵送・FAXで受付。今年は245点の応募登録があ
りました。

②【作品パネル受付】
6月18日〜 8月20日

1作品につき、作品タイトル、コンセプト、全体図
をレイアウトしたA3サイズのパネル1枚を提出して
もらいます。今年は165点の作品パネルが寄せられ
ました。

③【第1次審査】
8月26日

〜作品パネルによる審査〜
応募されたパネルの中から第1次審査通過作品15
点を決定。通過者の氏名および作品タイトルを8月
27日にウェブサイトで発表。第1次審査通過者に
は、第2次審査で提出してもらう模型製作支援とし
て3万円を補助しました。

④【第2次審査】
10月8日

〜模型による審査〜
第1次審査通過者15名と招待デザイナー10名の計
25名の作品から、第2次審査通過作品10点を決定。

⑤【第3次審査】
10月22日

〜プレゼンテーションによる審査〜
第2次審査通過者10名によるプレゼンテーション
を公開形式で行い、とやまデザイン賞（副賞50万
円）、準とやまデザイン賞（副賞30万円）、黒木靖夫
特別賞（副賞10万円）を各1点ずつ決定。その後表
彰式と交流会を開催。第1次審査通過者および招待
デザイナーの作品はデザインウエーブ開催期間中、
富山県民会館1階ロビーにて展示。

⑥【商品化検討・報告書発行】

商品化に向けて、デザインセンターとデザイナー、
県内企業が具体的な検討をスタート。改良を加えた
模型の作成、コスト算出、価格設定、流通経路の開
拓などを行います。またデザインウエーブ報告書を
作成し、応募デザイナーやデザイン関係者、県内外
のメーカーなどに送付。

自立することができるお玉。乗せるお皿を選ばず素材の比
重のバランスによって自立し、限られたキッチンスペース
をより有効に活用することができます。お玉の底面を平面
で切り落とした形状ですが、お玉の内側は料理をとりやす
い曲面で構成され、従来のお玉の使い勝手を損なわない、
お玉の新しい佇まいの提案です。

小林 幹也

Mikiya KOBAYASHI

●招待デザイナー
1981年東京都生まれ。2005年武蔵野美
術大学工芸工業デザイン学科卒業。05〜
06年FIELD FOUR DESIGN OFFICE在籍。
06年MIKIYA KOBAYASHI DESIGN設
立。SaloneSatellite2007、DESIGN
REPORT AWARD 2007ファイナリスト。
国際家具デザインコンペティション旭川
2008入選。

第2次審査・最終審査風景

デザインウエーブ初日。公開形式で行われた最終審査会では、第

山）、「発想の面白さではSoft Ruler、モノとしての強さではTATE

2次審査通過者10名によるプレゼンテーションを実施しました。各

OTAMA」
（大矢）、「時代性、素材の背景を製品に込めている点でス

自の持ち時間は3分。作品パネルと模型で表現し切れなかったコン

ミバコ。NANCOTSはアイデアを評価したいが、製造過程でプロ

セプトの詳細、素材の選び方、製造方法、使い方、売り方などにつ

ポーションの改良が必要」
（廣田）、「テーマ性ではスミバコだが、こ

いて、デザイナーの生の言葉でアピールしてもらい、審査員との質

れまでの生活の不便を大きく解決した点でTATE OTAMA」（下川）

疑応答にも十分な時間を費やしました。

といった様々な角度からの評価、検討の後、5人のうち3人が推し

選考は審査員5名によるディスカッションと投票で進めていきま

た「TATE OTAMA」がとやまデザイン賞に決定しました。

した。まずは各審査員が3 〜 4点を選出。その結果、小林幹也さん

続いて準とやまデザイン賞、そして当コンペの発案者で平成19年

の「TATE OTAMA」が5票、竹内啓行さんの「Soft Ruler」と加藤修

7月に逝去した黒木靖夫氏を偲んで設けられた黒木靖夫特別賞の2賞

○何よりも佇まいの美しさが秀逸。（大矢）

也さんの「NANCOTS」が4票、男性3名のデザインプロジェクト・

は、得票数の多かった「Soft Ruler」と「スミバコ」から選ぶことにな

○新しい用の美がある。用を増殖させながら

参／ MILEの「スミバコ」が3票を獲得。以上の4作品に絞って再度協

り、
「黒木さんは面白いものを選ぶ人。きっとSoft Rulerを選ぶはず」

○色を含め、素晴らしくセンスがいい。華や

議を行いました。

という大矢デザインセンター長の意見に3名が賛同。その結果、
「Soft

「素材を活かすというテーマを真正面から捉えているのはスミバ

Ruler」が黒木靖夫特別賞、「スミバコ」が準とやまデザイン賞に決ま

コ。でも完成度の高さではTATE OTAMA」
（名児耶）、「スミバコは

りました。（各作品の評価、改善点などは13ページからの審査講評

素材、エコという点では秀逸、一方でSoft Rulerには夢がある」
（長

座談会で詳しく紹介しています。）
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美を大きくしている。（下川）
かな存在感がある。（長山）
○いつも傍にあるアイテムながらこんな解決
方法があったのかと気付かせてくれた。ホ
テルのバイキングにあると場が映えそう。
（名児耶）
○発想の肉付けが素晴らしい。（廣田）

Design Wave 2008 in Toyama
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［ 準 とやまデザイン賞］

［第2 次審査通過作品］
○軟らかいゴム素材がユニバーサルデザイン。

○シンプルで無駄のない表現が素晴らしい。
（大矢）

福祉施設などでの使用にも適している。コス

○メガネや鍵が入るよう、もう少し深くして

トが問題。
（大矢）
○生活の表情のようなアクション、リズム感
がある。
（下川）
○スタンドカラーやタートルネックには使い
にくいのでは。
（廣田）
○もう少しゴム質が軟らかくてもいいと思う。

もいいのでは。（廣田）
○丸い形状にこだわらず、もう少し深く作っ
てもよいのでは？サイズ、形状について検
討の余地あり。（下川）
○シンプルでいい感じだが、このデザインでは
成型の際、型から抜き出すのが大変。
（名児耶）

（長山）

スミバコ
内側だけでなく部屋全体のニオイも吸い取る、スミに置く
にはもったいないゴミ箱。木炭の高い脱臭・調湿性能で内側
のゴミのニオイだけでなく周囲の空気も快適に保ちます。
生産過程でゴミはほとんど出さず、不織布のパックに木炭
チップを詰めれば堅い芯材がなくても自立可能。平らな状
態で保管・運搬でき、在庫スペースや輸送コストを最小限に
抑えます。袋をラフに折り曲げて、インテリアの一部とし
て使うことで木炭の機能を最大限に活かします。

leaf hanger
機能性・実用性ともにあまり進化しないハンガーに、新しい
変化を与えられないかと考えました。干す作業が少しでも
楽しくなるように、また狭い首口からもハンガーが入れら
れるよう、ゴム素材（エラストマーゴム）を使い、折り曲げ
たハンガーがパッと元の形に戻るように設計し、意外性と
作業効率を組み合わせました。首周りが伸びないよう斜め
の角度も調整し、早く均一に衣類が乾くよう内側に空間を
つくる点も考慮しました。

Photo：太田拓実

参／ MILE
●招待デザイナー

上田 和弘

○環境という全体を問題として捉えた点が日本のプロダクトらしい。佇まいもある意味新しい。
（大矢）

松尾 伴大（まつお ばんだい：音響エンジニア）
、甲斐 健太郎（かい
けんたろう：ソフトウェアエンジニア）
、下山 幸三
（しもやま こう
ぞう：インテリアデザイナー）により結成されたデザインプロジェ
クト。参人よれば文殊の知恵。それぞれの専門性を活かして活動
の場を広げていく。ユーモアのあるストーリーで人・モノ・空間を
心地よく結ぶデザインを行う。

PokePita
吸盤と一体化したポケット。壁とポケットに隙間がなく、
空間にポケットが溶け込みます。やわらかい塩化ビニル樹
脂を用いることで、アンダーカットの形状が可能になって
います。こまごまして上手く収納できないものをこのポケッ
トに入れ、身の回りの整理に使って下さい。子どものポケッ
トのようにいろいろ詰まった楽しい収納になると思います。

橋本 崇秀

Kazuhiro UEDA

（下川）
○廃木材再利用によるエコロジーさがいい。デザインのグレードも高い。
（長山）
○炭がもつ空気感をちゃんと表現している。売れると思う。
（名児耶）
○ものが使われる背景からデザインが始まっている。
（廣田）

Takahide HASHIMOTO

1982年神戸生まれ。2005年大阪デザ
イナー専門学校卒業。同年神戸芸術工科
大学入学。プロダクトデザインとインテ
リアデザインを学ぶ。DYSON DESIGN
AWARDS 2006 BRONZE AWARD、
07年優秀賞受賞。

1979年滋賀県生まれ。2000年成安造
形短期大学デザイン学科インテリアプロ
ダクトクラス（現大阪成蹊大学）卒業後、
長野県にて木工家具製作を学ぶ。田中商
品デザイン研究所を経て、現在メーカー
にてインハウスデザイナー。

○置いたときに空間が呼吸しているような親近感、
ゆとりが感じられる。旅先での下着入れにも重宝。

○形状的にシンプルで、使う意味でも大きな
意義があると思う。（名児耶）

［ 黒 木 靖 夫 特 別 賞］

○本体部分はポリカーボネートにこだわらず、
衝撃をやわらげるゴム系素材を使ってはど
うか。
（下川）
○素材の点でもうひと工夫欲しい。（廣田）

○モックアップからメーカーといろいろ話し
合い、努力した様子が伺える。（下川）
○非常に面白い発想。螺旋状の切り込みが視
覚的アクセントにもなっている。ステンレ
ス素材で本当に可能か？（大矢）

hanger light
懐中電灯は部屋の雰囲気を損ねる可能性があり、隠して保
管してしまいがちです。しかし肝心な時に探しているよう
では意味がなく、目につきやすい場所に置いてこそ本領を
発揮します。そこで部屋のどこにでもある段差に気軽に引っ
掛けて、インテリアとして成立する気軽で便利な懐中電灯を
提案します。表面にプロテイン塗装を施すことで滑り落ちる
のを防ぎ、また手に持った時にもしっとりと馴染みます。

Soft Ruler
定規と巻尺の性質を併せ持った新しいアイテム。定規のよ
うに直線を引く十分な硬さがあり、一方で巻尺のように曲
面に沿わせて長さを測ることもできます。シリコーンゴム
の性質でピタリと面に吸着し、定規や巻尺より位置を保持
しやすいメリットがあります。一般的なアクリル定規と同
じようにデザインすることで、手に持ったときの意外な軟
らかさから驚きや珍しさが演出できるのではと考えました。
今後は長さやシリコーンゴムの発色を活かしたカラーのバ
リエーション展開を考えています。

竹内 啓行

Hiroyuki TAKEUCHI

2006年京都工芸繊維大学工芸学部造形
工学科卒業。同年4月TOTO㈱入社、デ
ザインセンター配属。

渡辺 仙一郎

○硬いものが軟らかくなる楽しさ！素材を見つめるとまだ可能性が広がることを教えてくれた。
（名児耶）
○一見、デザインを感じさせない自然さが秀逸。意匠登録が難しい。すぐに模倣されそう。温度に
よる伸縮、誤差などの検証も必要。（下川）
○実用性を満たしながら、ユニークさ、面白さがある。家に持って帰りたい。（大矢）
○デザイン性は感じないが、視点の斬新さ、ユニークさを高く評価したい。（廣田）
○クールジャパン！純粋に欲しい。あくまで道具に徹したところに好感がもてる。（長山）
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Senichiro WATANABE

1974年仙台生まれ。横浜で育つ。98年東京
芸術大学美術学部デザイン科卒業後、㈱白水社
入社。2003年東京芸術大学美術学部デザイン
科非常勤講師。宇宙ステーション／微少重力環
境における芸術表現の未来『スペース“間-MA”プ
ロジェクト』NASDAと共同研究。04年建築家
葉山香織とのコラボレーションで『流動的領域
展』開催（BankART 1929 Yokohama）、国際
デザインコンペティション大阪入選。06年東
京工芸大学美術学部デザイン学科助手。07年
ミラノサローネ出展。国際家具デザインコンペ
ティション旭川2008ブロンズリーフ賞受賞。

○素晴らしいアイデア。ただ制作過程を考え
ると最終的な着地点までには形状の変化を
要するのではないか。（廣田）

NANCOTS
従来の印鑑は均等に押しにくく、また硬い印面と硬い机を
無理矢理押しつけなければならず、使い心地があまりよく
ありません。それは、例えるなら軟骨のすり減ったお年寄
りの膝関節のよう。螺旋状の切れ込みはそんな机と印鑑の
間の「軟骨」の役割を果たし、絶妙なクッションをあてたよ
うに簡単に印面を紙に密着させることができます。

加藤 修也

Nobuya KATO

1986年岐阜県生まれ。2005年金沢美
術工芸大学製品デザイン専攻入学。現在
に至る。

Design Wave 2008 in Toyama
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［第2 次審査通過作品］

［第1 次審査通過作品］

○錫の特製が上手く活かされているが、安く
作れるかコストが問題。（大矢）
○パッケージまでデザインされていて素晴ら
しい。（下川）
○自由に曲げて束ねることもでき、生花業界
で活かせる可能性がある。（長山）

TSURU
錫の特性を活かした蔓のようなアレンジメントベース。美し
く生けた花を支え、花を長持ちさせます。1：錫が持つ金属
イオン効果により水のヌメリが出にくくなり花を長持ちさせ
ます。2：自由に形状を変えられるので、花と一緒にアレン
ジメントして楽しめます。3：もしちぎれて短くなってもフ
ラワーベースの下に沈めて使ったり、花を束ねたり、花を活
かすのに永く役立ちます。

Alumio

green stamp

LACUS

アルミにはどこか温かみがあり、重すぎず固すぎず自然に
生活の中にとけ込め、またリサイクルの優等生で地球にも
優しい素材です。この作品はティッシュのための新しいツー
ルで、アルミの適度な重さがティッシュを押さえます。コ
ンペのテーマ「素材を活かす」にはその素材で作ることの必
然性が大切ですが、この作品自体に必然性はなく機能性も
ありません。しかしアルミとティッシュペーパーという異
素材の組み合わせが、適度な緊張感とやすらぎをライフシー
ンに与えてくれます。

地中で分解されるビーモールド（廃棄植物繊維を主原料にし
たリサイクル商品）の特徴に着目し、種を蒔く行為を大地に
スタンプを押す、あるいは絵の具を塗るように考えました。
使い方はクッキー型のようなカタチの枠（スタンプ）を地中
に少し埋め、中に種を蒔いたら土をかぶせるだけ。庭やプ
ランターに種をレイアウトしながら楽しく蒔き、育て、ビー
モールドが土に還るのを見ることで、地球や環境を考える
きっかけになればと思います。

異なる素材と形をコンバインし「ハイブリッドなシンプリシ
ティー」を実現しようと考えました。漆＋ガラスは、厚みの
あるガラスの透明な輝きと、ボウル部分の浮遊感、漆黒の
漆の艶やかな有機的な面が響き合い、ハイブリッドな存在
感を生み出します。アルミ＋シリコーンゴムは、色合いは
ポピュラーですが、シリコーンゴムのマットな黒とアルミ
の柔らかな光沢が、素材の美しさ、特性を引き立て、上質
な雰囲気を醸し出します。

白井 信之

design office A4
●招待デザイナー
福井 守（ふくい まもる）
、婦木 佑太（ふ
き ゆうた）
、菅野 大門（かんの だいもん）
からなるユニット。プロダクトデザイン、
グラフィックデザインを中心に活動する
デザイン事務所。神戸を拠点に活動中。

○第1次審査ではシリコーンゴムに着色して

西林 良枝

Nobuyuki SHIRAI

1992年多摩美術大学卒業。同年ポー
ラ化成工業㈱デザイン研究所入社、化粧
品パッケージデザインを中心に活動中。
パッケージデザインコンペで経済産業
大臣賞受賞。他入選・入賞多数。絵画で
リキテックスビエンナーレ奨励賞受賞。
2006年シャチハタニュープロダクトデ
ザインコンペ優秀賞受賞、08年商品化。
今後はプロダクトデザインへ活動領域を
広げる予定。

水谷 憲人

Yoshie NISHIBAYASHI

1974年徳島県生まれ。2000年Buchi
design設立。徳島県美術家協会デザイン
部会員。
“世紀のダ・ヴィンチを探せ！”
国
際アートトリエンナーレ07「seed」入選。
08年阿波の逸品「柚りっ子」のリニューア
ルデザイン・ブランド展開。その他キャラ
クターを使ったものやお菓子、健康食品、
お土産、おもちゃなどのパッケージのグ
ラフィックデザインを手掛ける。

Norihito MIZUTANI

東京都生まれ。武蔵野美術大学造形学
部 彫 刻 学 科 卒 業。 ㈱Adam and Eve
Corporation、㈱仁秀勤務。現在はフリー
ランスとして立体造形、プロダクト、タ
イポグラフィー、アートディレクション、
グラフィックデザイン等を中心に活動。
素材の新鮮さ（美）と味（特性）を最大限に
活かすように料理
（デザイン）
しています。

○今まで特に楽しいイメージのなかったおろ

いたが、最終審査では無色での提案。格段

し器にスポットを当てている。（下川）

にブラッシュアップしたと思う。（廣田）

○山の大きさの割には皿が小さい。取っ手が

○氷は水に浮くものだが、これは沈めるもの。

ないと作業しにくいではないか。（長山）

ネーミングを再考する必要があるのでは？

○“素材を活かす”の“素材”とはこの場合アルミ

（笑）
（下川）

であり食べ物である点がユニーク。（名児耶）

○非常にキュートな作品。（大矢）

○使わないときキッチンに佇んでいる風景も
目に楽しい。（廣田）

ice

山おろし

優しい素材、シリコーンゴム。子どもの玩具から機械部品
まで様々な用途に使われている素材です。「ice」はその優し
い素材で出来た花留めです。軟らかいシリコーンゴムは様々
な太さの茎にも優しく、ガラスや陶磁器にも優しい。氷に
開いたあの穴に花を挿していつものグラスにポン。グラス
の中の氷のように、美しい花を邪魔することなく優しく静
かに支えます。人や環境にも優しいシリコーンゴムは花や
グラスにも優しい。

大根をおろす。大根おろしを作る辛い作業。その辛い作業に、
ほんの少しのユーモアを加え、笑顔が生まれたら楽しくな
るかも。素材1：
「山おろし」はアルミ鋳物製。金属の無垢独
自の重量感がどっしりと安定感を与え動かざること山の如
し。素材2：大根、にんじん、きゅうり、玉ねぎ、生姜など
が、雪山、紅葉、新緑のようになり、それぞれの素材が独
自の山を演出します。様々な素材があふれるキッチンに様々
な景色を演出するおろし器です。

［2作品共］

岡田 心

Shin OKADA

●招待デザイナー



愛知県生まれ。名古屋芸術大学美術学部デザイン学科卒業。2005年
Furniture+Landscape+Product+Projectからなる「FLaPP」を設立。イ
ンテリア・プロダクトからガーデンまで多岐に渡るクリエイションを展開。
05年第9回高橋書店手帳大賞商品企画部門優秀企画賞、07年富山プロダ
クトデザインコンペティションとやまデザイン賞受賞。

Design Wave 2008 in Toyama

炭のカレンダー

すずの葉

HIYASHINSU

木炭ボードの脱臭・調湿効果は約１年。１年間はしっかり働
いてほしいが触ると黒く汚れるし、人目につく場所にもあ
まり置きたくない。これは、三角形の形に束ねた木炭ボー
ドを和紙でくるみ、さらにカレンダーの数字を加熱型押し
した「パチカ」というファインペーパーを巻いて仕上げてい
ます。接着剤やインクをできる限り使わず、使い終わった
後も簡単に分解・廃棄できるエコ素材です。

錫には不純物を吸収する性質があり、水を浄化してくれます。
錫器は水や酒をまろやかにし、おいしくするといわれてい
ます。「すずの葉」はそんな錫の性質を利用して水の浄化作
用を促すアイテムです。ティーポット、カラフェ、徳利、
花器など、普段使っている器にすずの葉を数枚入れてくだ
さい。水やお酒、お茶などをおいしくしてくれます。また
花器に用いると水がぬめりにくくなり、花が長持ちします。

飲み物をおいしく冷やす道具です。金属というマテリアル
の特徴である、熱伝導の良さを生かしました。温くなった
飲み物を冷やしたり、熱いものを冷ましたり。グラスの大
きさに合わせて太さも変えられます。氷を入れたくない飲
み物を冷やすときにお使いください。

小林 和生

Kazuo KOBAYASHI

愛知県生まれ。浜松職業能力開発短期大
学産業デザイン科卒業。㈱ブルースデザ
イン勤務。伝統工芸からカーデザインま
でプロダクトデザインを軸に活動する傍
らセルフプロデュースによる作品を国内
外で発表。国際デザインコンペティショ
ン海南2000奨励賞、特別賞、02年銀賞。
08年グッドデザイン賞など受賞。

渋谷 哲男

Tetsuo SHIBUYA

●招待デザイナー
1974年埼玉県生まれ。プロダクトデザ
イナー。使いやすさとユーモアを程よく
織り交ぜながら、モノとコトの関係をシ
ンプルに導き出していくことを念頭にデ
ザインしています。2003年、2006年
富山プロダクトデザインコンペティショ
ン入賞。
07年100％ design tokyo出展。
08年ミラノサローネサテリテ出展。

坂木 俊一

Shunichi SAKAKI

1984年 富 山 県 生 ま れ。2007年 富 山
大学高岡短期大学部産業デザイン学科卒
業。現在サクラパックス㈱にてパッケー
ジデザインを担当。

Design Wave 2008 in Toyama
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［第1 次審査通過作品］

CMYglass

ティッシュスタンド CLING MAN

mo-mo

nest

butterfly

Asphalt

シアン、マゼンタ、イエローの3色のグラスです。スタッ
キングすると色が重なり新たな色が現れます。3つの段差
をつけたのできれいに3色重ねる事ができます。組み合わ
せはいろいろで、使うときも、片付けるときも楽しくなる
きれいなグラスです。

ティッシュボックスの残量が見えるようにと考えたティッ
シュスタンドです。残りが少ないと引き出すときにグラグ
ラ揺れ、さらに少なくなると転がって知らせてくれます。
素材として選んだシリコーンゴムの滑り止め効果でティッ
シュボックスがしっかり固定され、メーカーによって若干
サイズが異なるティッシュボックスに対し、弾力を利用し
て挟み込めるようにしました。

シャンプーやリンス、キッチンなどの液体洗剤の詰替え用
ボトル。シリコーンゴムの伸縮性、軟らかさの特性を活かし、
牛の乳絞りのように洗剤を出すことができます。従来のポ
ンプ式にはない、出すときの楽しみやその感触から、毎日
の習慣が楽しくなったらいいと思います。

従来の消臭剤にインテリア性を付加したお洒落な消臭剤で
す。枝状の立体が集積した構造は表面積が大きく、より高い
脱臭効果が期待できます。巣の中の卵は、脱臭効果付きや香
り付きなどバリエーション展開が可能です。脚立に乗り、巣
に卵を入れる姿を想像して下さい。何気ない日常も微笑まし
い光景に変わります。

私たちは時折、葉に留まった蝶がゆっくり羽を開いたり閉
じたりしているのを目にします。この優雅な仕草は、蝶が
体温調節を行っている姿だそうです。“butterfly”は 形状
記憶合金と感熱塗料を用いた温度計で、温度により蝶の羽
の色が変化し羽が開きます。温度という曖昧な存在を数値
化するのではなく感覚で感じる温度計です。

アスファルトの割れ目から生える草花には、普段目にする草
花以上の活力を感じます。アスファルトの素材を用いること
で、その活力をそのまま花器に表現しました。いけ花という
文字通り、アスファルトの重厚な素材感は力強さを感じるだ
けでなく、使い込むほどに風合いを増していきます。

［3作品共］

佐藤 洋平

金 浩幸

Yohei SATO

1981年東京都生まれ。2004年芝浦工
業大学工学部建築工学科卒業。07年桑
沢デザイン研究所デザイン専攻科卒業。

switch design

Hiroyuki KANE

瀧 ひろみ

1973年生まれ。92年岐阜職業訓練大学
デザイン科を卒業。同年㈱アキデザイン
に入社。㈱アイクスに移動。現在に至る。

行徳＋金築 ●招待デザイナー
行徳 達之 Tatsuyuki GYOTOKU

●招待デザイナー

Hiromi TAKI

1975年愛知県生まれ。

1976年静岡県生まれ。97年嵯峨美術
短期大学美術学科陶芸コース卒業。04
年“switch design”をスタート。06年
多摩美術大学造形表現学部デザイン学科
卒業。06年とやまデザイン賞受賞。

大畑 友則

金築 尚絵

Naoe KANETSUKI

共に千葉大学大学院自然科学研究科製品デザイン計画講座修了後、行徳
＋金築として活動。2004年OPUS DESIGN AWARD入選、モナコラッ
クスパックデザインアワードグランプリ。06年富山プロダクトデザイン
コンペティション準とやまデザイン賞、MUJI AWARD 01入選。07年
SANYO国際デザインコンペティショングランプリ。

1975年東京都生まれ。

Tomonori OHATA

1977年 静 岡 県 生 ま れ。2001年 武 蔵
工業大学工学部機械工学科卒業。04年
“switch design”
をスタート。05年多摩
美術大学造形表現学部デザイン学科卒業。

Butterfly

among

swing cup

Awawa

moist glass

ホワイトボードなどにとめた紙をとるには、マグネットを
取り外します。面倒ではありませんがマグネットが取りづ
らかったり、外したマグネットが落ちてしまう事もしばし
ばです。蝶の形をしたこのマグネットは全体が「く」の字に
曲がっており、マグネットを取り外さなくても片方の羽を
押すだけで留めた物を簡単に付け外しできます。蝶の羽の
ように軽量でしなやかなプラスチック素材を使い、ふわり
とした触感のラバー塗装を施しました。

傘立てとは思えないその外観。丸と丸の隙間に傘を挿して
使用しますが、どこに挿せば良いのか最初は戸惑うことで
しょう。傘の先端のサイズを調べると、8mm 〜 18mmま
で、ほぼ1mm単位でサイズがあります。多くの傘立てはど
んな傘でも立つように汎用性の高いものですが、ここでは
傘を挿す穴を限定することで傘立てをコンパクトにし、今
までの傘立てとは異なった印象を目指しました。

計量カップの読み取りはカップを水平なところに置いて覗
き込むもの。でも持ったままでも正確に計れ、そのまま調
味ができたら便利だと思いました。カップが揺れたり傾い
ても、中の液体の中心はいつも同じ位置。そこでカップの
中心にスティックを立てて計る事を思いつきました。シリ
コーンスティックには一体成形の黒いドットをつけ読み取
りやすくしました。汚れがひどいときはスティックを取り
外して洗うことが可能です。

泡が立つと色々なキャラクターになるスポンジ。使用後は
洗い流してしまいがちな泡を残すことで楽しめる。残った
泡を再利用することもできてエコである。またスポンジに
はそれぞれ足があり、接地面積が小さいため水切りがよく
衛生的。洗う対象物によってスポンジのキャラクターを使
い分けることができ便利。スポンジ本来の機能とユーモア
を追求した作品を目指しました。

ガラスの美しさは計ったような直線や曲線ではなく、あた
かも水をそこに留めたような有機的な形にあります。透明
で瑞々しく繊細、そして力強い生命力を持つ有機的な形は、
きっと生活を瑞々しく彩ってくれることでしょう。

MicroWorks
海山 俊亮 Shunsuke UMIYAMA

南 政宏

●招待デザイナー

1978年大阪府生まれ。2005年から滋
賀県立大学人間文化学部生活デザイン学
科助手。

1981年 東 京 都 生 ま れ。2003年 マ イ
クロワークス設立。
“NO HUMOR NO
DESIGN”をコンセンプトに日用品や家
具・家電・ステーショナリーなど、素材・
ジャンルにとらわれず幅広くデザインを
手掛ける。また“MicroWorks Label”を
立ち上げ自作の生産・販売も行っている。
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Masahiro MINAMI

●招待デザイナー

青木 雄作

Yusaku AOKI

1950年岐阜生まれ。70年名古屋造形芸
術短期大学プロダクトデザイン科卒業後、
名古屋のデザイン事務所に入社。家電製
品、理美容機器、日用品、通信機器など
のデザインに携わる。77年フリーランス
として独立。86年名古屋造形芸術短期大
学講師に就任。97年名古屋造形芸術大学
（現名古屋造形大学）
講師に就任。

MAME MAKURA

mizu-goke 一粒の水滴に水を求めコケが這いつく。そんなイメージを
形にしました。瑞々しい生命力が人の心を豊かにするガラスベースです。

「夏はやっぱりビールと枝豆」をコンセプトにデザインした
保冷クッション。枝豆のような形のクッションの中には「保
冷豆」が入っており、それを冷やしたり温めたりして使いま
す。夏はお昼寝に使ったり、ベビーカーに入れて赤ちゃん
を外気の暑さから守ったり。冬は湯たんぽ代わりにも使え、
いろいろエコな使い方が可能です。

mizu-sara 食材をより新鮮に魅せるガラスの器です。器という
概念に捉われず「料理を瑞々しく彩る」ということを考えました。

山口県立大学
山口デザイン研究会

design office A4

加藤 雅之

●招待デザイナー

山口県立大学生活科学部環境デザイン学
科所属。プロダクトを専攻している3年
生3名と4年生1名、講師による計5名の
グループ。学生：赤羽 唯
（あかはね ゆい）
・
松田裕加（まつだ ゆか）
・竹部徳真（たけ
べ とくま）
・菅原 匠（すがわら たくみ）
、
講師：山口 光
（やまぐち ひかる）

福井 守（ふくい まもる）
、婦木 佑太（ふ
き ゆうた）
、菅野 大門（かんの だいもん）
からなるユニット。プロダクトデザイン、
グラフィックデザインを中心に活動する
デザイン事務所。神戸を拠点に活動中。

プロダクトデザイナー。ジェリーコール
デザイン㈱代表取締役。東京都生まれ。
デザイン専門学校にてプロダクトデザイ
ンを履修後、都内ステーショナリーメー
カーに入社。以後商品デザイン開発など
を行い、グッドデザイン賞などを受賞。
2008年2月退社、同3月ジェリーコー
ルデザイン㈱設立。

Masayuki KATO

Design Wave 2008 in Toyama
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［審査講評座談会］

Discussion
by judges
［日時］2008年10月23日㈭
［会場］富山第一ホテル

全体的に小粒。スケールを感じさせる作品

も、男性がキッチン用品をデザインしてい

なってしまっている。私としては異素材の

が少ない。

てある種、ユニセックス化を感じます。

組み合わせも考えてもらいたいと思いまし

下川●私もデザインに男性、女性は関係な

た。デザインセンターの方も、もう気づい

桐山●昨日の審査をもう一度振り返ってい

いと思いますが、男の中にも女の中にも

ていると思いますが今、地場産業や伝統産

ただき、気になった点や反省点、今後の課

「男力」
「女力」があると思うんです。「TATE

業は、産地の中にある技術だけでは限界が

題などについてご意見をいただきたいと思

OTAMA」は小林さんの中の「女力」が発揮さ

あって、産地以外の力を入れていかないと

います。

れた作品。生活の中の些細なところをしっ

先がないところまできているのです。だか

大矢●応募者全体を見て若いデザイナーが

かり見て形に落とし込んでいましたね。

らもっともっとデザイナーが産地に入って、

多く、フレッシュな感性が発揮されていま

新しい手法を投げかけていってもいいと思

したね。ただ、作品としてはどれも小粒。

素材にこだわり過ぎて

スケール感やモノの後ろにあるストーリー

単一素材の提案になってしまった

います。

を感じさせるような作品は少なかったと思

廣田●でも今回のような若いデザイナーは、
もっと社会経験を積み重ねないと難しいか

います。

名児耶●今回は皆さん、富山の地場産業の

長山●私も同感です。一昨年の「KUSA」の

ことをよく研究して出品していましたね。

ネスそのものを作り出していくとうスタンス

ような“モノ自体の魅力で惹きつける作品”

授賞式の後、「スミバコ」をデザインした参

になると思いますが、キャリアが浅いとまだ

はなかったと思います。どれも用途が決まっ

／ MILEの3人と話をして知ったのですが、

そこまで見えないのではないでしょうか。

ていて機能でストレートに見せている。リ

彼らは応募する前に富山の木炭チップメー

アルで解りやすいけど、それだけでは面白

カーに自ら足を運んでいるんですね。自分

売り場を見据えたプレゼンテーションが

くないですよね。突拍子もないデザインも

たちの目で工場を見て答えを出しているん

多かった

見たいです。それから今回は男性ばかりで

です。当たり前のことですが、きちんと行

したね。

動しているところがすごいですよね。

桐山●大矢さん、印象に残った作品はあり

廣田●確かに受賞者は全員、男性でした。

下川●彼らはエンジニアに近いプロ集団で

ましたか？

グラフィックデザイナーに比べるとプロダ

すからね。確かに今回は富山にある素材に

大矢●「hanger light」はポリカーボネート

クトデザイナーに女性が少ないのは事実で

特化した作品が多かったと思います。アル

の単一素材にこだわった作品でしたね。下

すが…。

ミ鋳物の「山おろし」、錫鋳物の「TSURU」、

川さんからは「本体は樹脂やゴムを使った方

桐山●性差がなくなってきている傾向はあ

木炭チップを使った「スミバコ」など…。で

がソフトに仕上がるのでは？」というアドバ

りますね。例えば「TATE OTAMA」を見て

も素材にこだわり過ぎた結果、単一素材に

イスもありましたが…。

も。経験を積んでキャリアが上がれば、ビジ

小林 幹也

「TATE OTAMA」

デザインコンペの枠を超え、

p6参照

ビジネスと直結した仕組みづくりへ。
最終審査会の翌日、審査員の皆さんにお集まりいただき、

参／ MILE
「スミバコ」
p7参照

改めて今回の審査を振り返りました。
テーマ「素材を活かす」の捉え方、プレゼンテーションの手法、
富山の産業特性などについて意見を交換するなかで、
問題点や課題も浮かび上がってきました。
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switch design
「KUSA」
2006年
とやまデザイン賞
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●富山プロダクトデザインコンペから
商 品 化 さ れ た 作 品 2 0 0 7-2 0 0 8

桐山●実はあの作品、地元企業の反応はか

かったという意見がありましたが、これは

ると思います。今後は空間を含めて提案し

ていくときの言葉の力。すごく強いものを

なり良かったんです。単一素材だから作り

最近、全国で行われているコンペ共通の傾

ていけば、売れるんじゃないでしょうか？

感じましたね。このコンペも作品を募集す

やすい、コストも低いということで、第2

向になっています。もっと新しい時代、新

廣田●昨年のとやまデザイン賞に続いて、

る段階で「富山は何を考えているのか」を

次審査の段階から商品化のオファーが来て

しい価値を打ち出すようなパワーのあるも

岡田さんの「山おろし」は奇想天外な発想を

しっかりとした言葉で表明しないといけな

いました。ある意味、今回のテーマにうま

のが出てこないとデザイン業界の将来が心

きちんとデザインに落とし込んでいました

いと思います。

くはまった作品だったと思います。今回は

配だという声も出てきていますよね。

ね。今年の作品は昨年のより随分いいと思

桐山●確かに彼のメッセージにはカリスマ

ほかにも7 〜 8点、現実に商品化できるレ

名児耶●私自身としては、今年のテーマ設

います。あと少しのところまで来ているん

性さえ感じます。もっと前に打ち出してい

作品経緯

2007年 第1次審査通過作品

ベルまできています。コストの問題がクリ

定は具体的でよかったと思っています。で

ですが…。

く必要がありますね。

デザイナー

本田 敬

アできれば、きちんと売れると思います。

もどれを見ても「こなれた感」があって、感

大矢●発想はものすごく面白くていいんだ

下川●少なくとも地元紙には1面トップで

製

造

㈱小泉製作所（高岡市）

廣田●「Soft Ruler」はすごく売れると思い

動を呼び起こすようなびっくりするものが

けど、モノになったときの完成度がもう一歩。

扱ってもらわないと（笑）。

販

売

㈱小泉製作所（高岡市）

ますよ。早く商品化してほしいですね。

なかったのが残念。

フィニッシュがもうちょっとなんですね。

名児耶●商品化した作品を国内、海外へ売

価

格

オープン価格

下川●今回のプレゼンテーションは「市場で

下川●もっとデザインから離れること。そ

の売り方」や「ユーザーの心理」をしっかり考

う言ったら多分みんなアートに近づいてし

えたものが多かった。売り場から見ている

まうのだけど、もっと違う離れ方をしてみ

んです。これはコンペとして一つの成果だ

たらどうかな。例えばサイエンスにいくと

と思いますよ。

nonnon

り出していくプロセスを追っかけて紹介
しかるべき場に向けて表明していく

するのはどうでしょう？賞をとってからス

現代の生活空間にさり気なくとけ込むデザイン性の高いイ

タートするような…。

ンテリア仏壇。メーカーがデザイナーの作品コンセプトに

桐山●今後のコンペの方向性としてご意見

大矢●コンペをデザイン業界の中で終結し

賛同し、コンペ終了後すぐに製品化が決定。より空間にと

か、違うところからデザインを捉えてみて

いただけますか？

てしまわずに、やはりきちんとした事業と

け込むよう蛇腹式から2枚板の組み換え式にし、素材も樹脂

名児耶●もう一つ面白かったのが、第1次

ほしいと思いますね。

長山●もっと認知度を高めないと。富山がモ

してビジネスと直結する仕組みづくりをし

から重厚感のあるアルミへとデザインを大幅にブラッシュ

審査、第2次審査で審査員から出たコメン

廣田●同感です。ほとんどの方がある枠組

ノづくりに力を入れていること、全国のどれ

ていくことが必要だと思います。もう少し

アップ。表面にはシルクのように滑らかな上質感のある塗

トをデザインセンターが応募者に伝えてく

みの中で作りこんでいる感じがしました。そ

だけの人が知っているでしょうか。もっと広

表明する場、発表する場を考えていかない

装を施した。

れて、その反応を最終審査で見ることがで

んななかで「スミバコ」だけは他の作品とは

く知らしめていく必要があると思います。

といけませんね。

きたこと。明らかに美しく、使いやすい形

違う視点が感じられ、時代性も感じられ、新

下川●最終審査に残ったデザイナーはその

桐山●新しいスキームを作っていかなけれ

に改善された作品もありましたよね。

鮮でした。私はコンペというのはいろんな可

後、著名なデザイン会議に出る権利が与え

ばならない時期にきているのは確か。これ

能性を広くすくい上げるべきだと思っている

られて、そこでアピールできるようにする

からは行政、各業界など多くの人を巻き込

は、この作品が唯一、形のない家族を対象にしてとても印象的でした。

コンペ自体の

ので、他の方々が「TATE OTAMA」と「Soft

とか？

んでやっていきたいと思います。今日は忌

そして祈りの文化にスポットを当てたデザインに、私の「いいものづくり」

ダイナミズムが小さくなった

Ruler」で揺れているなか、あえて最後まで

廣田●昨日、ナガオカケンメイさんの話を

憚のないご意見、ありがとうございました。

「スミバコ」
を推し続けていたんです。
桐山●先ほどスケール感のある作品がな

長山●「スミバコ」はいろんな使い方ができ

聞いて、きちんと指針をもって表明してい

「家族のくらし」というテーマで提出されたこの作品に初めて出会った時

がしたいという思いと共通するものを見つけ、ぜひ協力して新しい仏壇
を提案したいと思いました。インテリアの一つとしてさり気なく祈りの
空間を演出し、現代の多様な住居や家族にあった「心のよりどころ」にな

くパワーを感じました。そして彼が表明し

ればと思っています。
小泉 俊博 ㈱小泉製作所 代表取締役社長

岡田 心

「山おろし」
p9参照

渡辺 仙一郎

「hanger light」
p8参照
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竹内 啓行

design office A4
「TSURU」

「Soft Ruler」

p9参照

p7参照
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告知用ポスター
DESIGN BUSSAN NIPPONのロゴマークは、ナガオカ氏自らがデザインした。

「デザイン物産展ニッポン」
展示会場風景
47都道府県から5つのデザインピースを集め、47のブースをつくり、百貨店で行われる物産展スタイルで展示した。

デザイン物産展ニッポン
〜地域とデザインの在り方、デザイナーの責任〜
［日時］2008年10月22日㈬ ［会場］富山第一ホテル

キーワードは「継続」
「環境」
「らしさ」

の視点で見直すことを目的に開催した「デザ
イン物産展ニッポン」の話を中心に進めたい

私はグラフィックデザイナーとして仕事を

と思います。

し た 後、2000年、「 ロ ン グ ラ イ フ デ ザ イ

この展覧会をすることになったきっかけは

ン」をテーマに全国から買い集めた中古品

2年前、松屋銀座が母体の日本デザインコ

デザインセミナーは、企業の廃盤商品を復刻販売することでモノづくりの原点を見

にトレンドを加えて再販売するショップ

ミッティに招かれ、新人メンバーとして何

「D&DEPARTMENT」を開設しました。以

か企画してほしいと依頼を受けたことから

つめ直す「60VISION」、日本の地域のモノづくりの現状、デザイン力を再認識する

来、ここ7 〜 8年はグラフィックデザイン

です。僕自身、デザイナーとして日本のデ

のほか、プロダクトデザイン、建築など様々

ザインの実力がどんなものかということに

な分野のデザインに関わっていますが、す

関心があり、モノがあふれる時代なのにい

ケンメイ氏を講師にお招きしました。デザイナーであり、リサイクルショップオー

べて「継続」
「環境」
「らしさ」の3つをテーマ

いものが生まれてこない、そういう日本の

ナーでもあるナガオカ氏が考える地場産業とデザインの在り方、そしてデザインコ

に活動しています。

モノづくりの現状に若干の怒り、危惧を感

2001年からは、60年代にヒットした商品

じていたので「47都道府県からデザインを

を復刻販売し、企業のモノづくりの原点を

集め、その土地らしさを再発見したい」と企

見直すプロジェクト「60VISION」を推進し、

画書を出しましたら、賛同していただくこ

カリモク、ヤマギワ、ノリタケなど12社が

とができ、開催が決まりました。当初は百

参加し、継続しています。このプロジェク

貨店の文化催事枠として展示のみというこ

トはGマークもいただきました。本日はこ

とでしたが、強引にお願いして物販も許可

の「60VISION」の手法を展開させた企画展

してもらい、物産展として展示商品を販売

で、全国の伝統産業や地場産業をデザイン

することができました。

「デザイン物産展ニッポン」などユニークなプロジェクトの仕掛け人であるナガオカ

ンペの方向性などについて語っていただきました。

ナガオカケンメイ
北海道生まれ。日本デザインセンター入社。91年、デザイナーの原研哉氏と日本デザインセンター原デザイン研究所を
設立。グラフィックデザイナー・プランナーとして活躍後、99年リサイクルビジネスをデザインの視点で再構築する百貨店
「D&DEPARTMENT PROJECT」を立ち上げ、以後全国で展開。2003年、「60VISION」などの活動に対して、グッドデザイ
ン賞川崎和男審査委員長特別賞を受賞。現在、地場産業の産地とともに日本のデザインを正しく購入できるストアインフラをイ
メージした「NIPPON PROJECT」を展開。昨年8月27日〜 9月1日の6日間、松屋銀座にて「デザイン物産展ニッポン」を開催。
1万5000人を動員した。
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会場内に併設されたカフェ
期間中は日替わりで全国各地のワインや日本酒とお菓子のセットをサーブし、
「本＋デザイン」で選定
した各地域のメディアが気軽に読めるようにした。

ipodを使ったプレゼンテーション

富山県の展示ブース

各展示品についてのガイダンスがipodで試聴できるようにした。

富山から寄せられたのは地元紙
「TJ」
、県主催イベントの
「デザインウエーブイン富山」
、
㈱能作のデザイン風鈴、立山酒造㈱の梅酒、庄川挽物木地の丸盆の5つ。

イベント公式カタログ
開催に合わせて出版された図録『デザイン物産展ニッポン』
（美術出版社）
。展示会と同
様のデザイン物産を紹介し、さらに新たに「旅+DESIGN」という項目を加え1泊2日の
旅行プランを提案した。

ipod 100台を使った

府県の4分の3以上は自分の足で回りました。

地域色があり、なおかつ

ものなんですが、メーカーは自分の金でし

しなくてもいいイベントです。

ら本当に作るべきかどうか考えなければな

プレゼンテーションが好評

残念ながら行けなかったところは雑誌などで

全国に通用するデザインが少ない

ない、デザイナーは産地が見えてない、行

最後は「本＋デザイン」。タウン誌には地元

らないんです。

政は売り場に関われないということで商品

住民のため情報に特化したものと、地元の

今日は富山プロダクトコンペティションの

開発で終わってしまっているんです。補助

文化を全国の視点で伝えているものの2種

審査会場に呼んでいただいたので、最後に

リサーチして取り寄せ、検証しながら選びま
展覧会のコンセプトとして、その土地らしい

した。全部で235点。手間のかかる作業で

約1年間、全国のデザイン情報を集め、い

デザインをリアルに感じてもらえる物産展に

したので、途中、アルバイトも2名入れて1

ろんなものを取り寄せましたが、どうして

金が終わったらおしまい。残念な話です。

類があります。クーポン付のフリーペーパー

このコンペについても少し触れたいと思い

するため、5つのデザインピースを決め、全

年がかりで準備しました。

も5ピース揃わない県もありました。情報を

「食＋デザイン」は主にパッケージデザイン

は前者ですが、例えば高知の「土佐の風」は

ますが、僕自身としては県が実行委員会と

国47都道府県から集めることにしました。

会場では47のブースに5つのデザインピー

得ようと思って各県のHPを検索しても、デ

ですが、地域色がきちんと出ていて、全国的

後者。地域色がしっかり出てて、なおかつ

なって推進しているデザインコンペとして

「伝・・・その土地に昔からあるもの（伝統工

スを展示し、アップル社からipodを借りて、

ザイン情報のサイトがトップに出てこない。

にも通用するデザインがすごく少なかった。

全国に通用するデザインで、他県の人が取

は全国をリードする素晴らしいコンペだと

映像とナレーションによるガイダンスをつ

まだまだ情報が整備されていない現実を感

もっと地域のことを理解した意識の高いデ

り寄せて読んでも面白いと思います。

思っています。僕自身もデザイナーですし、

「伝＋デザイン・・・その土地に昔からあるも

けました。また、各地から若手の職人さん

じました。

ザインが必要だと思いました。これは最近

のに、デザインが加わったもの（デザイナー

を招き、デザイナーの佐藤卓さんと一緒に

5つのピースについて感じたことを少しま

の地方都市の駅前と同じこと。どこで降り

それぞれの立場で継続、環境、らしさを考

を生み出す原動力になると思うし、今後も

と組んだ伝統工芸など）」

実演してもらったり、会場内に「物産カフェ」

とめてみます。「伝」は長年の技が伝承され

ても同じ風景でつまんない。東京のデザイ

えていくことが必要

継続していってもらいたいと思っています。

をつくって各地のワインや特産品が味わえ

た伝統工芸品ではある一方、作家さんの自

るようにもしました。

己満足でしかないものもあり、時代にあっ

「創＋デザイン」は、例えば山形の蔵プロジェ

この展覧会を実施して、これからはデザイ

りはないので、そういう側面も抜きにして

芸など）」

「食＋デザイン・・・その土地の特性を活かし
た食品に、デザインが加わったもの」
「創＋デザイン・・・その土地に新しく生まれ

こういうデザインコンペは新しいデザイン

ンのコピーでは駄目だと思います。

その一方で、環境を汚していることに変わ

せっかくなので図録も作りました。展覧会終

たデザインを投入する余地のあるものがた

クト、宮城のせんだいメディアテーク、富

ナー、メーカー、行政が、それぞれの立場

はいけないと思っています。ですから商品

たクリエイティブなプロジェクト（映画祭、

了後も販売できるようにするにはどうしたら

くさん見られました。

山のデザインウエーブなどを紹介しました。

で「継続」
「環境」
「らしさ」を考えてやってい

化前提ということだけでなく、環境や継続

デザインイベントなど）」

いいか悩んだ結果、「デザインを満喫できる

「伝＋デザイン」には、「こんな高いもの誰が

土地の文化が積み重なった結果、その土地

かなければならない時代だということを改

ということもきちんと配慮したコンペとし

「本＋デザイン・・・その土地のためのメディ

トラベルガイド」という付録をつけることで、

買うの？」と疑問を抱いてしまうようなもの

にフィットした形で生まれたものは評価で

めて実感しました。例えばデザイナーは美

て、世界からみてもお手本となるようなコ

ア（タウン誌など）」

書店に置いてもらうことができました。今も

が多く見られました。多くはジャパンブラ

きますが、今、全国あちこちでやっている

しいデザインをして商品開発したとしても、

ンペにしていってほしいと思っています。

以上の5点を各県から集めました。47都道

全国の書店で販売されています。

ンドのような補助金事業で商品開発された

阿波踊りやヨサコイ。ああいうのはそこで

それは環境を汚す可能性がある、だとした

以上です。本日はありがとうございました。
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長山智美さんは、雑誌を中心にデザイン分野の第一線で活躍
する人気のインテリアスタイリストです。
「自由な感性、時代
を嗅ぎ分ける嗅覚、そしてデザインへの深い愛情（マイムー
ムー哲学）
」で裏打ちされた、長山さんのインテリアスタイリ
ングの世界はマジカルな魅力であふれています。
一方、富山ではデザイン性や機能性に優れたプロダクトやクラ
フトが日々生み出されていますが、それらが実際に日常の中で
使われている表情を私たちはなかなか見ることができません。
［期間］2008年10月22日㈬〜10月27日㈪ ［会場］富山県民会館
［主催］デザインウエーブ開催委員会
（富山県・富山市・高岡市・㈶富山県新世紀産業機構）
［協賛］リリカラ㈱

そこで企画展では富山で生み出された数々のプロダクトと、国
内外のプロダクトを組み合わせ、長山さんが日常の一場面をス
タイリング。
「居心地の良いコーナー」
「
、消防士のガレージ」
「
、小
さな中庭」
、
「ダイニングルーム」
、
「こども部屋」という 5 つ
のコンセプトで全く新しいライフスタイルを表現しました。

インテリアスタイリスト

長山 智美

Tomomi NAGAYAMA

茨城県生まれ。インテリア専門誌や男性誌を中心に活動を
続ける人気インテリアスタイリスト。
「Casa BRUTUS」
、
「Pen」など数多くのデザイン誌、ライフスタイル誌で活躍。
ゴッドハンドとも言うべきスタイリング術もさることなが
ら、独自のキュートな視点で綴られるブログや雑誌の連載
でファンが急増中。

展示会場には、今後のものづくりに活かすべくヒントを見出
そうと、県内企業をはじめ多くのデザイン関係者が訪れ、最
新のインテリアデザインによって引き出されるプロダクトの
魅力や、富山プロダクトの可能性を楽しみました。

E

X

H

I

B

I

T

I

O

N

各ブースの世界観とその中に散りばめられたインテリアデザインのポイントを、
スタイリングを手掛けた長山さん自身が紹介します。
［富山プロダクツ］d：デザイナー名 m：メーカー名

ECOLOGY GARDEN

s：販売元

FIREMAN'S GARAGE

小さな中庭

消防士のガレージ

富山プロダクツが最もたくさん散りばめられたブース。本物のドアも使用し

他のブースとは一見かけ離れたイメージの部屋。県総合デザインセンターの

て、実際のお宅にあるテラスみたいな仕上がりになりました。こうして見る

方に、水道管の継手、道路サイン、ガスボンベなどを見せていただいて、「こ

と富山には、アウトドア用品やグリーン、環境にやさしいリサイクル商品など、

うした普段の生活では滅多に見ることのできない富山プロダクツも使って欲

エココンシャスなプロダクツが多いことに気付きました。そうやって出揃っ

しいのですが」と言われ、思い切ってスタイリングしてみました。「本当に消

た素材を落とし込む作業をしていたら、自然と出来上がっていった箱庭イン

防士なの？」と少々疑問は残るものの、結構リアルで格好いいガレージに仕

テリアです。

上がりました。ちなみにコートハンガーに掛かった消防服は本物です。
1 ペット用冷却ボード
「COOL PLATE」
2 傘立て
「スプラッシュ」

8

2
1

5

4

4

d：浅野泰弘

6

2

（富山プロダクトデザインコンペ2000 とやまデザイン賞）
s：アッシュコンセプト㈲

5
7
9

1

d：青木有理子 m：㈱能作

8 アルミハニカム製シェルフ
m：ホクセイプロダクツ㈱

9 鉢
「ブローズ角プランター 37号」
m：㈱リッチェル
商品協力：㈱東屋、ショップ ディテール、㈱フォーユア アン
ビエント すけの、マジス ジャパン㈱、㈲メイストーム
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d：小野里奈

6 スタンドサイン
「125R」 m：㈱リッチェル

5 苔器
「はりねずみ」
「ひつじ」
「ひよどり」

d：switch design

3「透明防護盾」

5「CK透明継手シリーズ」 m：シーケー金属㈱

（富山プロダクトデザインコンペ2003 第1次審査通過作品）
m：富山ゴーレックス㈱ s：アッシュコンセプト㈲

（富山プロダクトデザインコンペ 2007 とやまデザイン賞）
m：㈱ナガエ s：アッシュコンセプト㈲

m：㈲ナンワ

3

（富山プロダクトデザインコンペ2004 とやまデザイン賞）

d：渋谷哲男

7 インテリアオブジェ
「KUSA」

2「スポーツ用顔面保護マスク」

4 コートスタンド
「ダヴィッドソン」

4 ドアストッパー
「チューブ」

6 花鉢
「B.mold」 m：アイザック 石﨑産業㈱

m：㈱タカギセイコー

6

m：㈲ナンワ

3 ドア
「プロセレーネ・モダン・22」
m：三協立山アルミ㈱

5

1「FRP製ガスボンベ」

5

m：㈲司巧舎 dogdesign 事業部

3

02

01

商品協力：㈱倉本産業、ケルヒャー ジャパン㈱、ニューウェ
ル・ラバーメイド・ジャパン㈱、㈱フォーユア アンビエント
すけの
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POP KID'S ROOM

こども部屋

壁中にマグネットのクリップホルダーをくっつけたカラフルでポップなこど
も部屋。こどもたちがおもちゃを壁から取ったり付けたりして遊べたらいいな
と思ってスタイリングしました。もう少し強力な磁石であれば、お遊戯グッズ

03

長山智美が選ぶ

企画展で使用した富山のプロダクトの中から長山さんが「マイムー
ムー富山プロダクツ」をピックアップ。
さらに長山さん的お気に入りポイントを紹介していただきました。
d：デザイナー名

や文房具などもくっつけて「収納」として楽しめるかもしれません。ユニーク

m：メーカー名

な富山プロダクツをたくさん使うことで、私自身このプロダクトがもつ魅力と
可能性に気付きました。実際こんな幼稚園や保育園があったら楽しいですね。
1「目にやさしいキーボード」
m：イワタデザイン

3

2 ガラス花器
「たどり大小」 西山雪（富山ガラス工房）作
3 クリップホルダー
「ドロップ」
d：渋谷哲男
（富山プロダクトデザインコンペ2006 準とやまデザイン賞）

2

4 照明
「アリクイ」
1

d：山口英文・折山優子
（caro） m：㈱タカタレムノス

4

商品協力：hhstyle.com、㈱フォーユア アンビエント すけの、
マジス ジャパン㈱

ARTS & CRAFTS CAFE ROOM
居心地の良いコーナー
近頃再注目されつつある、ウイリアム・モリスの壁紙とトーネットの名作家具
で 19 世紀後半頃のヨーロッピアンアーツ＆クラフツの世界を作ってみまし
た。富山ガラス工房で出会った岸本耕平さんのガラス作品や澤田健勝さんのア

04

ECOLOGY GARDEN
苔器
「はりねずみ」「ひつじ」「ひよどり」
d：青木有理子 m：㈱能作
5

FIREMAN'S GARAGE

FIREMAN'S GARAGE

POP KID'S ROOM

m：㈲ナンワ

スタンドサイン「125R」
m：㈱リッチェル

2 ガラス花器「たどり大小」
西山雪（富山ガラス工房）作

3「透明防護盾」

6

普通の生活ではまずお目にかかれな

普段気にも留めず何気なく見ている

モチーフもフォルムもキュートなフ

動物と植物を合体させた少しシュー

いマニアックなプロダクト。なんと

道路サインも、よく見ると考えられ

ラワーベース。 きっと誰でもハー

ルでラブリーなグリーン。自分用に

富山で作られていたんですね！

たデザインです。

トをつかまれるはず。

ARTS & CRAFTS CAFE ROOM

北欧のディナー

北欧のディナー

澤田健勝（IRON CHOP）作

ガラス花器
岸本耕平（富山ガラス工房）作

中性ヨーロッパの鍛冶屋さんを思わ

じっと見ていると吸い込まれてしま

フ ル ー ツ バ ス ケ ッ ト「KAGOスクエア」d：小野里奈（2007 年ワー
クショップ作品）m：㈱能作

3 花器「エスケーベース」
d：斉藤和子 m：㈱高田製作所フィ
オリキアリ

せるクラシカルなデザインがとって

いそうな繊細で美しい色合いのガラ

くねくねと自由自在に曲げられる不

彫刻のように美しいフォルムだと

も素敵です。

ス。色といいフォルムといいセンス

思議さにびっくり。錫という素材の

思っていたらデザイナーの方は彫刻

の良さがにじみ出ています。

特性を活かしたグッドアイデア商品

家でいらっしゃるとか。花を生けず

です。

ともオブジェとして楽しめます。

も、贈り物にもいいですね。

イアンワークの持つヨーロッパっぽいテイストがモリス的クラフトルームに
しっくりと馴染みます。床に敷いたのは人気デザイナー、トルド・ボーンチェ
のラグ、照明はアルヴァ・アアルト。実はこの一見英国的なクラフトルーム、
イギリス、ウィーン、フィンランド、オランダ、日本と、世界各国のクラフト
デザインの合作でできてます。
3
4
1

2

1「キャンドルベース」 澤田健勝（IRON CHOP）作
2 ブックシェルフ
「a sheet」
下尾和彦・下尾さおり
（shimoo design）
作

3 ガラス花器 岸本耕平（富山ガラス工房）作
4「壁棚」 澤田健勝（IRON CHOP）作
5「パーティション」 澤田健勝（IRON CHOP）作

5

北欧のディナー

商品協力：㈱大塚家具、㈱フォーユア アンビエント すけの、
ヤマギワ㈱、㈱ラートビー、リリカラ㈱、㈱ロイヤル コペ
ンハーゲン ジャパン

ダイニングルーム

北欧と言うと日本では白木の和み系インテリアを想像しがちですが、本当はこ
うしたラブリーなインテリアが最も北欧らしいのです。白×ブルーのインテリ
アにあわせた富山プロダクツは、やさしい風合いとフォルムを持った錫のバス

05

ARTS & CRAFTS CAFE ROOM
1「キャンドルベース」

ケット、フィオリキアリのボウル、小路口力恵さんの白いガラス花器。アアル

3

2

トのワゴンとウエグナーの Y チェア、パントンのペンダントランプなど、北
欧の名作に合わせた白いテーブルは、何とイケアです。値段の全く違うものを
違和感なく組み合わせる、これもスタイリストの技なのです。
1 花器
「しょうず」 小路口力恵作
2 フルーツバスケット
「KAGO-スクエア」
d：小野里奈
（2007年ワークショップ作品）
m：㈱能作
1

2 3
2

3 花器
「エスケーベース」
d：斉藤和子 m：㈱高田製作所フィオリキアリ
商品協力：㈱東屋、㈱大泉物産、カール・ハンセン＆サン ジャ
パン㈱、㈱三栄コーポレーション、ショップ ディテール、
㈱スキャンデックス、㈱フォーユア アンビエント すけの、
ヤマギワ㈱、㈱ロイヤル コペンハーゲン ジャパン
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Interior
stylist’s
Message

茨城県出身の私にとって富山県は、これまで日本の一地方というイメージしかありませんでした。しかし今回、
富山のプロダクトを使って企画展示するにあたって、県内企業の様々なものづくりの現場を拝見させていただい
て「富山にはパワーがある。可能性がある。
」という感想を抱きました。単に自然が豊かで美しいだけでなく、街
そのものがデザインやものづくりに対して非常に関心が深く、豊富な水、美味しい食べ物といった地域資源を活
かして街を魅力的にしていることなど、とても洗練された街のイメージに変わりました。これからも富山から新
しいデザインやクラフトを次々と生み出して、全国に、そして世界へと自信をもって発信して欲しいと思います。

企画展を終えての感想を
長山さんに伺いました。

今の日本のデザインは海外に比べると、やや真面目でミニマムで、少し退屈という気がしているのですが、来年
あたり富山のデザインコンペティションには「クスッ」と笑ってしまうくらいユニークで、人を嬉しくさせるデ
ザイン、斬新なデザインのプロダクトや、カワイイ系クラフトが出てきてくれたらいいなと期待しています。
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［ガラス造形］

［メタル造形］

Work Shop
ガ ラ ス と メ タ ル の プ ロ ダ ク ト
［テーマ］素材の表現
［期間］2007年8月29日㈮〜 31日㈰
［会場］富山ガラス工房、高岡市デザイン・工芸センター、富山県総合デザインセンター

8 月、県内外のデザイナーが集まり開催されたプロダクトデザインの
ワークショップ。富山県の主要産業である真鍮、錫、そしてデザイン
分野で多く使われているガラスを素材に、8 組のデザイナーがものづ
くりの新たな可能性を追求しました。近藤康夫氏をアドバイザーに迎
え、富山ガラス工房、富山県総合デザインセンター、富山大学スタッ
フの協力のもと、デザイナー自らがものづくりの現場で 100％感性
を発揮し、オリジナリティあふれるプロダクトが生まれました。

アドバイザー講評

近藤 康夫

Yasuo KONDO

吹きガラスの技術を中心に瞬時に変化するガラスを巧みに操ります。

デザインスケッチをもとに石膏や発泡スチロールで模型を作り、砂

そしてデザインスケッチに忠実に、あるいはガラスが高温で軟らか

で包んで炭酸ガスで固め鋳型を作ります。鋳型から模型を取り外し

いとき、偶然から生まれる美しさを生かしたプロダクトが作り出さ

たらそこに溶かした真鍮または錫を流し込み、仕上げ加工をしてプ

れます。

ロダクトを完成させます。

●参加者

●参加者

今岡正和／高橋 聡／switch design（瀧ひろみ・大畑友則）
／加賀武見

大治将典／小林和生／渋谷哲男／NIIMI（新見拓也・新見祐紀）

ガラスとメタルの
ワークショップ作品展

デザイナー／九州大学大学院芸術工学研究院教授

今回メタル部門では真鍮と錫が使われました。錫を使った作品では「曲

デザインウエーブ開催期間中、ワークショップで制作された作品がさらに

がる」特性がうまく活かされ、真鍮作品では研磨によって「光沢感」が生

ブラッシュアップされ、富山県民会館1階ロビーにて展示されました。ワー

み出され美しい仕上がりとなりました。ガラス部門は当日その場で初め

クショップ作品からはこれまで、デザイナーと企業の連携によって多数の

て会ったスタッフとの共同制作になりますが、どの作品にもデザイナー

商品化が実現しており、ものづくり県・富山の新たな可能性を探る取り組み

と制作スタッフが互いに意見を出し合い、力を発揮した結果が完成度の

として注目されています。今回もものづくりに携わる関係者をはじめ、各

高さに表れていると思います。今後も商品化に向けてなど、素材と素材、

方面から多くの来場者が訪れ個性豊かな作品に見入っていました。

人間関係を含めて、様々なコラボレートの実現に期待しています。
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Work Shop

ガラスとメタルのプロダクト

作品紹介

Glass

●はアドバイザーからの一言

たま
生活に身近なガラスの存在を考えた時、ガラスと光はとても密接な関係
だと思いました。
電球の光、窓からそそぐ光…。
それは、ほっとした時間と空間を私たちに感じさせる存在のようです。
今回の作品は球体の水槽底部にLED照明を内蔵。水槽全体が光に包まれ、
魚たちを艶やかに演出します。部屋を暗くすると、魚たちのわずかな動
きでゆれる水面が天井に映ります。ひとときの心の安らぎになればと思
います。

Metal

●はアドバイザーからの一言

真鍮の栓抜き三種
今岡 正和
Masakazu IMAOKA

富山県生まれ。愛知産業大学産業デザイン学科卒
業。東京などのメーカーで家庭用品のプロダクト
デザインに携わる。現在はふるさと富山県の㈱ナ
ガエに勤務。主にインターホンパネルのデザイン
を担当。

三日月

日食

枠

真鍮の鋳肌仕上げとヘアライン仕上げの栓抜きです。真鍮は酸化による
色調の経年変化や使い込んで出る艶が楽しめる、一緒に年を重ねていけ
る素材です。使う機会は少なくても使いたいときすぐに見つかるよう、
部屋の見えるところに置いておきたくなる栓抜きを目指しました。
「三日月」
「日食」はビール瓶の首にかけることができます。片手に栓抜き
を引っかけたビール瓶、もう一方の手にグラスを持って好きな場所で飲
んでください。
「枠」は外側がヘアライン仕上げ、内側が鋳肌仕上げで、
コントラストが特徴のシンプルな栓抜きです。

大治 将典
Masanori OJI

1974年広島生まれ。97年広島工業大学環境学
部環境デザイン学科卒業。建築設計事務所、グラ
フィック事務所を経て、99年「msg.」
（エムエス
ジー）を設立。2003年JIDAダイソン主催ダイソ
ンデザインアワード優秀賞受賞。コクヨ主催コ
クヨデザインアワード03年優秀賞受賞。04年優
秀賞受賞。04年拠点を東京に移し、07年「Oji &
Design」に社名変更。日用品のデザインを中心に
活動。

●光の屈折が美しい幻想的な作品。ガラスという素材の持ち味をうまく引き出し、活かしている。

●手元に置いておくだけで絵になる作品。研磨した肌とそのままの鋳肌、両方に味わい深い良さがある。

short story 01,02,03（メダカ鉢）

色気を感じるプロダクト

メダカが高層ビル群の間や、水墨画のような山々の間、小さなお家と木々

女性から男性に鍵を渡す。女性から見ればただのカフスのプレゼント。

の上を泳ぐという、ユーモラスな風景を平たい鉢の中に作り出そうと思
いました。先に鉢を作り、その中に各パーツを付けていくのですが、位
置やタイミングが難しく制作者の緊張が作品から透けて見えます。

高橋 聡

トンネルの先（メダカ鉢・花器）

1972年生まれ。プロダクトデザイナー。デザイン・
設計事務所等を経て99年So-design設立。医療機
器、ベビー用品、照明、アクセサリーなど様々な
アイテムのデザインを手がける。2004年記憶を
テーマとした作品「common memory」
、07年「a
part of you」を発表。同年よりガラスのアクセサ
リーシリーズ
「dawn sketch」
を製作。

吹きガラス作品の時間をとめたような造形美を強く意識した作品です。
この作品の形状は制作者のセンスとテクニックに大きく左右されます。
力強いカーブはデザイン≦制作者の技による表現と言えます。スケッチ
して図面をおこし制作するのではなく、工房の雰囲気、制作方法などか
らそのままイメージして生まれました。

鍵のカフス

Satoru TAKAHASHI

でも男性の頭にはいろんなことがよぎる。そんな場面は浅はかでも、絶
妙なコミュニケーションが生まれる。
色気を感じるプロダクト

テープカッターのような線香立て

重みを感じる真鍮にはそれだけで男らしさが感じられる。スクエアでどっ
しりと。これこそ目指す男の姿。
色気を感じるプロダクト

ヒールの形の一輪挿し

●カフスのスムーズな取り外しに、錫の曲がる特製を活かした点がユニーク。どの作品にもどことなく色気が漂っている。

型吹きと宙吹きが混在するコップ

Honey spoon

吹きガラスでしか出せない形を作りたいと思い、型吹きの型に隙間をあ
け、型に閉じ込められるガラスと隙間からはみ出てくるガラスが混在す
るものを考えました。型の軸をずらしたり隙間の大きさを変えたりする
と、どれも面白い形に出来上がりました。

ハチミツ色の真鍮でハチの巣形状のハニースプーンを作ってみました。
ハチの巣からこぼれる新鮮なハチミツを、
そのまま塗る感覚で使えばきっ
と美味しさも倍増するでしょう。

おにぎり、ケーキ、シュークリーム形の、それぞれの専用フードカバー。
パズルのように思わずかぶせてみたくなるフードカバーです。大好きな
食べ物を大事に覆えるものを目指しました。

switch design
（瀧 ひろみ・大畑 友則）

たき ひろみ・1976年静岡県生まれ。97年嵯峨美術
短期大学美術学科陶芸コース卒業。2004年"switch
design"をスタート。06年多摩美術大学造形表現学
部デザイン学科卒業。06年とやまデザイン賞受賞。
おおはた とものり・1977年静岡県生まれ。2001
年武蔵工業大学工学部機械工学科卒業。2004年
"switch design"をスタート。05年多摩美術大学造
形表現学部デザイン学科卒業。

●宙吹きと形吹きをミックスさせるアイデアが斬新。フードカバーはどれも同形なのに中身で個々の表情が異なり面白い。

Hole
錫の軟らかい特性を活かしたプロダクト。使う最初の作業は完成品を壊
すことです。オレンジの皮をむくように裂け目を広げ、
器として使います。
この器でハーブやカイワレなどを育て、食卓に置き、食事の時に収穫し
料理に彩りが添えられるといいと思います。植物が硬い壁を突き破って
出てきたように見えるのも面白いと思います。

Float Glass(ワイングラス) Float Cup(アイス用コーヒーカップ)

moon
三日月が見える錫の器。錫の持つ独特な雰囲気を、夜空に浮かぶ月の表
情に重ねてデザインしました。器の中には三日月形の段があり、お酒を通
してゆれる三日月や、コーヒーを飲むうち現れる三日月を楽しむことがで
きます。サイズはショットグラス、コーヒーカップとボウルの3タイプ。

加賀 武見
Takemi KAGA

1997年 ア ン ド レ ア・ ブ ラ ン ヅ ィ 事 務 所 在 籍。
2002年パオラ・ナボーネ事務所在籍。06年ミラノ
でスタジオタケミ設立。ミラノの美術大学NABA
にて講師。08年東京に移転。日本工学院専門学校
インテリア・プロダクトデザイン科講師。

金から生まれたピンク色のシンプルで小さなスプーン。さじ部分を2つ
つなげて、どちらを持っても使えるようにしました。

渋谷 哲男
Tetsuo SHIBUYA

1974年埼玉県生まれ。プロダクトデザイナー。
使いやすさとユーモアを程よく織り交ぜながら、
モノとコトの関係をシンプルに導き出していくこ
とを念頭にデザイン。2003年、2006年富山プ
ロダクトデザインコンペティション入賞。07年
100％ design tokyo出展。08年ミラノサローネ
サテリテ出展。

●錫だからといって無理に曲げなくてもいいことや、錫の表面の美しさに気付かされた。

ガラス製品で私がHappyを感じるのがワイングラスでした。そこでワイ
ンの色、香り、味を際立たせるために、中のワインがまるで空中に浮か
んでいるような浮遊感のあるデザインにチャレンジ。また冷たい飲み物
が好きなのでアイスコーヒーのカップも作りました。ガラスの涼しげな
印象が冷たい飲み物によく似合い、カップの中の飲み物が見えると美味
しさが伝わります。

Pink Gold Spoon(ピンクのスプーン)

中村友治、藤井邦人、元山大輔、小林和生による
デザインユニット。自動車、家電、産業機器を中
心に形あるもののデザインは何でもこなす4人組。
超越した発想でときめきを大切にした世界観の商
品開発を目指します。

花を性別に例えるなら勝手に女性と決め付けている。どうせなら思いき
り女らしく見せてやろう。

●作品にストーリー性があり、目の前に風景が浮かぶ。両作品ともアイデア次第で様々な使い方ができ自由度が高い。

おにぎり・ケーキ・シュークリームカバー

BLUES DESIGN

fire
火の形をした真鍮の鍋敷き。鍋やヤカンをのせるとまるで火に掛かって
いるような格好に。コトコト、シューシューと、楽しい音が聞こえそう。
調理中、火の形の凹みに菜箸を置くことも出来ます。サイズは強火と弱
火の大小2タイプです。
（アッシュコンセプトから発売予定）

NIIMI
（新見 拓也・新見 祐紀）

2005年新見デザイン事務所を設立しNIIMIとして活
動開始。07年MUJI AWARD 02金賞受賞。06年、
08年ミラノサローネサテリテ出展。無理のないもの
づくりを目指して活動中。
にいみ たくや・1995年武蔵野美術大学卒業。2002
年渡伊。デザイン事務所 studio Ex. D di mizu 水と
も子氏に師事。現在、武蔵野美術大学非常勤講師。
にいみ ゆき・1995年武蔵野美術大学卒業。2001年
渡伊。フィレンツェとミラノにて家具修復を学ぶ。

●中心がずれている作品は制作難易度が高いが、軸の真っ直ぐな作品にはないユニークな表情の作品に仕上がった。
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デザインウエーブ会議
［日時］平成20年3月26日㈬ ［会場］T'S SALON

3階Ａ会議室
［参加者］○五十音順

1990年から開催しているデザインウエーブイン富山。その主軸事業と
して94 年から毎年開催している「富山プロダクトデザインコンペティ
ション」は今回で15 回を数えました。実行委員会では今年度の開催を前
にコンペのあり方、問題点、方向性について審査員やデザイナーを交えた
会議を実施しました。会議は長時間におよび、貴重な意見やアドバイスが
得られました。その内容を凝縮してここに掲載します。

安 次 富 隆（プロダクトデザイナー）
磯 野 梨 影（プロダクトデザイナー）
大 治 将 典（デザイナー）
小 野 里 奈（プロダクトデザイナー）
下 川 一 哉（日経デザイン編集長）
澄 川 伸 一（プロダクトデザイナー）
寺 田 尚 樹（建築家・デザイナー）
ナガオカケンメイ（ディアンドデパートメント㈱代表取締役）
名児耶 秀美（アッシュコンセプト㈲代表取締役）
廣 田 尚 子（プロダクトデザイナー）

桐山●このコンペは最初から審査を公開式にして

分自身がその後、デザイン活動していくうえで一

驚きました。商品は知ってるけど富山のものだと

きました。その後、始まった海南、川崎などのコ

つの指針になったと思います。公開審査で自分の

は理解していなかったです。疑問点としてはコン

ンペは全部公開式でやっており、コンペの先例と

考えを直接言うことができたし、地元メーカーの

ペの目的がよく分からない。単に商品化を増やせ

して一つのひな型になったことは良かったと思っ

方とも話せてよかったです。商品化された後の売

ばいい、応募者数を増やせばいいという問題では

ています。しかし数年前からコンペはもう要らな

り方についてはデザイナーとしても、何かもう少

なく、もう一度仕切り直すのなら、目的の精度を

いのではと思い始めました。コンペのやり方がそ

し踏み込んだ提案ができればと思います。

さらに上げていくこと。商品化の後をどうしてい

ろそろ限界に来ている、応募者が賞金の多いメ

廣田●私はコンペのスタイルを変えることより、

くのかということをしっかり考えていくといいの

ジャーなコンペに流れがちなことなど。今、そん

商品化と販売の実績を上げる方が大事だと思って

ではないかと思いました。

な課題に直面しています。

います。販売についてはもう少し企業的体質を導

ナガオカ●僕は今日ここにいてはいけない人のよ

寺田●デザイナーにとってこのコンペの魅力はや

入し、営業担当者が東京で展示会を定期的に開き、

うな気がします。僕としてはもう新しい物は作っ

はり商品化だと思います。たとえ最終的にメー

バイヤーと直接顔をつないでいかないとだめだと

てほしくないから。今、プロダクトデザイナーは

カーとのやり取りが駄目になっても、その思いや

思います。あと審査についてですが、改良後を

物を生み出すことしか考えてなくて「生活者はこう

コンセプトが別の形で実を結べばひとつの成果だ

考慮しながら審査していたところがあったと思

考えているはずだ」と自分のエゴで物を生み出して

と思います。一つ感じていることですが最近は

います。こなれてなくても可能性を見込んでワー

いる。コンペは継続した方がいいとは思いますが、

テーマが難しすぎる。
「家族のくらし」
「ホスピタリ

クショップ的にアシストしていく「温かい目」で審

環境問題がどんどん深刻化している中で、新しく

ティ」
「大切にしたい美しいデザイン」ではちょっ

査するのか、それとも完成度を評価し、ヒット商

物を生み出すコンペの中身はシビアに問われると

と広すぎて出せないです。もう少し具体的な方が

品にならなくてもデザインとして優れたものを評

思います。例えば大胆になって「提案したい人は自

応募しやすいし、審査の判断基準も解りやすいの

価するのか。審査の立ち位置を明確にすれば応募

由に提案してください、その代わり富山の企業を

ではないでしょうか。

側もブレがなくなるのではないでしょうか。

使ってください」とすれば今すごく問題に思ってい

澄川●90年代前半はコンペブームで大阪、名古屋、

下川●コンペのクオリティを上げることと応募

ることが出てくるかもしれない。

富山、海南が始まり、15年経った今、なくなって

数を上げること、両方は難しいと思います。クオ

安次富●ナガオカさんの意見は重要だと思います。

しまったものもありますが、富山は今後も継続し

リティを上げると応募数は減ってしまうかもしれ

でも、デザイナーの役割は物を生み出すだけでな

てほしい。商品化は魅力ですが、グランプリを無

ない。どちらを優先するか決めないといけないの

く、物を減らすデザインを考える一面もあると思

条件に商品化する縛りは必要ないと思います。上

だと思います。テーマの捉え方が難しいという

うのです。より良い物を作れば他の物を減らすこ

位でなくても誰かの目に留まれば商品化し、販売

点については、コンペに参加するデザイナーが

ともできるから。そういう意味ではデザイナーは

してもらえる、その辺が充実すれば、もっと世の

事前に何か学べるプロセスがあってもいいです

真剣に考えなければいけない。そしてコンペのテー

中に記憶に残るコンペになると思います。

ね。日経デザインでやっているコンペでは「どん

マは社会に向いていなければいけない。例えば企

磯野●若いデザイナーや学生にとって、富山のコ

なプレゼンが伝わりやすいか」
「テーマの噛み砕

業が今、直面している問題を出してもらってそれ

ンペはデザインで社会に出る扉が開かれた貴重な

き方は」
ということをウェブで公開したんですが、

を精査してテーマを決めるのも一案です。企業の

場。このコンペで賞をとるとどんな効果があるの

かなり好評でした。

悩みは全く違う次元にあるのかもしれないんです。

かをもっと具体的に発信したらどうでしょうか。

名児耶●このコンペは県内で商品化できなかった

廣田●福井県の「おいしいキッチン」プロジェクト

例えばどこかメジャーな場所で展示するなど、賞

入賞作をアッシュコンセプトが商品化したように、

に関わっていますが、最初は助成金事業で5社の

金の高いコンペにはない魅力をアピールするべき。

外で生産しても構わない寛容さ、オープンさが素

参加でしたが、企業とデザイナーが一緒にブラン

大治●以前、招待デザイナーとして応募しました。

敵だと思います。ただ県内企業に対して、このコ

ドを育て、実績ができた後は助成金がなくなって

が、テーマが難解でどの方向にデザインしたらい

ンペによる効果がどれほど出ているのかは疑問を

も参加したいという企業が増えています。やはり

いのか、新しいデザインの地平を作る方向で出せ

感じています。一つでも多くの商品を流通させ、

確実な実績を作る枠組みを行政がまず作ってあげ

ばいいのか悩みました。その後ワークショップも

成功事例を増やしていくことが解決策。企業経営

て、その後は独り歩きしてもいいようなシステム

やっていると聞き、参加したら企業見学もでき、

者がもっと成長すればこのコンペの意義が明確に

が必要なのではないかと思います。

［アートディレクター］ 名越恵美

体験を通して制作したのが具体的で面白かったで

見えてくると思います。富山のコンペなのだから

桐山●この2年間、デザイナーと主催者側の関係

［デザイナー］

名越恵美

すね。コンペは継続してほしいですが、もっと商

富山の企業が元気になるべき。でも今はまだ片肺

性を再考する時期にきていることを感じており、

品化に対する気迫がデザイナーにも、企業にも必

がもげている感じ。企業とデザイナーのつながり

今日はそれを再確認することができました。前輪、

［ライター］

岡崎あづさ／篠原智子

要なのではないでしょうか。

をもっと明確にすることが大事だと思います。

後輪の関係でいえば前輪をコンペとして、その後

［カメラマン］

宮新彰仁／キリサワスタジオ

小野●私は2004年のコンペから4年間連続で富

安次富●正直な話、今日、見せていただいた商品

のフォローである後輪をパワーアップさせていく

［印刷・製本］

富山スガキ㈱

山に来ることができました。賞を頂けたことは自

全部が富山のコンペから出てきたものだと聞いて

ことが必要です。本日はありがとうございました。
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