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まえがき

　全日本印刷工業組合連合会教育・研修委員会では、2015 年 12 月に開催いたしました
「第 9 回メディア・ユニバーサルデザイン (MUD) コンペティション」におきまして高い
評価を得た作品を、受賞作品集として冊子にまとめました。
　今回は全国から 275 点 ( 一般部門：76 点、学生部門：199 点 ) と多数の作品の応募
をいただきました。これらの作品については審査会で厳正なる審査が行われ、全 20 点の
受賞作品が決定いたしました。
　それぞれの受賞作品には審査委員長 ･ 伊藤啓氏による講評を掲載していますので、
メディア ･ ユニバーサルデザインについてさらに深くご理解いただくためのツールとして
ご活用いただけば幸いです。
　最後になりましたが、本コンペティションの趣旨にご賛同いただきご後援 ･ ご協力を頂戴
しました官公庁 ･ 企業 ･ 団体の皆様、および作品のご応募を頂戴しました皆様、審査会
にてご参加いただきました審査委員の皆様に心よりお礼を申し上げます。

全日本印刷工業組合連合会
会 長　 島 村 博 之
教 育 ・ 研 修 委 員 会
委員長　 土 屋 勝 則
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まえがき 第 9 回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション 講評
審査委員長：東京大学分子細胞生物学研究所　脳神経回路研究分野　　　　　

准教授　伊藤　　啓

　９回目を迎えたメディア・ユニバーサル
デザインコンペティションでは、前回を
上回る多くの応募を得た。一般の部では、
試作レベルの作品でなくすでに製品とし
て市販化されている作品が複数入賞する
など、メディア・ユニバーサルデザイン
の概念が社会に浸透し始めていることが
伺える。学生の部では新しい発想に基づ
く作品もみられたが、ここ数年の傾向で
ある、全体的に小粒な作品が多い状況は
変わっていないことは非常に残念である。
作品自体の出来が悪くなくても、プレゼ
ンテーションの程度が低く、作品の特徴
や工夫点が伝わりにくい作品も多かった。

「学生だから」と甘えず、「学生だから」
と強い意識を持ってプレゼン資料を作成
してほしい。
　今回も防災関連や外国人への情報提供
関連の作品の応募が多かった。2020 年
の東京オリンピック／パラリンピックが
近づく中、2015 年の訪日外国人客数は
1973 万人に達した。アジア等の非英語
圏の外国人客、有名な観光地ではなく日本
人の日常生活に興味を持つ外国人客が増
え、学生の部の優秀賞受賞作品にあるよ
うなバスの乗り方や食券販売機といった

日本人の生活にも大きく関わる部分で、
メディア・ユニバーサルデザインを用い
て多様な利用者への使い勝手に配慮した
標識・案内を設置する必要性が高まって
いる。また、2016 年 4 月からはいわゆ
る「障がい者差別解消法」が施行される
ので、視力や色の見分けやすさにハンディ
を持つ人に対してメディア・ユニバーサ
ルデザインが果たせる役割はますます大
きくなっている。
　コンペティションの最近の課題として
は、一般の部の応募が減少している点が
挙げられる。コンペティションの性質上、
目新しいアイディアの作品が評価されが
ちだが、既存の製品のメディア・ユニバー
サルデザインによる改良も今後しっかり
と評価していきたい。できれば改良前と
改良後の作品を比較用に提出してもらい
たいが、難しいだろうか。応募について
は都道府県によってかなり差があり、毎
年独自にコンペティションを開催し、何
十作品も応募する県もあれば、何年も１
作品の応募もない県もある。如何に多く
の地域から作品を応募してもらうか、次
回のコンペティションでは検討してもら
いたい。



4

工夫点
　身近なシールや、紙器を用いて、
不安や不便さの多い避難所生活を
改善できるように工夫を凝らしま
した。設備や情報を整理するだけ
で大きく変わること、それには、

予めの準備や、設営の初動が大切
であることを感じていただき、こ
れからの避難所が改善されていく
のに役立てればという思いを込め
た作品です。

講評
　災害時に避難所を設営する際に
必要な、備品や各スペースなどを
案内するためのシールやポップ、
テープ類をひとつにまとめた作品。
避難所を設営する側からみると、
混乱の中でこのようなアイテムが
あれば作業が円滑に進められる一
方、避難者にとってもコピー用紙
に手書きした案内でなくこのよう
な事前によく配慮された案内掲示
によって、単なる情報伝達だけで

なく気持ちを明るく元気にすると
いう効果もあり、とても良い作品
だと思う。避難所では薄暗い場所
でこれを使わなければならない場
合もあるので、それでも見えるか
検証する必要もあるし、避難所に
合わせて各種アイテムの数や大き
さ等の工夫も必要になるだろう。
これ以外にも必要になってくるも
のも合わせ、シリーズとして充実
をはかって行くことも可能だろう。

体育館や公民館には避難所として
の機能が求められている。非常食
糧などだけでなくこのような案内
掲示アイテムも、必須の備蓄物と
して導入を検討する価値がある。
将来性のある話なので、様々な業
種の人にも見てもらい、内容の充
実や普及の方法を考えてほしい。

避難所サポートセット
大阪シーリング印刷株式会社
杉原 啓二、岡田 智子、山田 あゆみ、池田 恒、勝山 優行、坂本 綾香、乗松 めぐみ（大阪府）
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裏面だれだれシール

掲示板POP

どこどこシール

裏面

裏面
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工夫点
　町でよく見かける様々なマーク
をカルタにする事で、遊びの中で
楽しくマークの知識を身に付ける
事ができると共に、障がいをもつ
人への意識も高まると思います。

講評
　メディア・ユニバーサルデザイ
ンに配慮した、トランプや UNO
といったカードゲーム、標識や
マークを紹介する啓発ポスターや
パンフレットなどは毎回多数の応
募があるが、この作品のように標
識やマークを覚えることがゲーム

の成績につながるといったものは
珍しい。ゲーム感覚で学べ、これを
きっかけに色々なマークに興味を
持つきっかけになれば、その教育
効果は大きいだろう。これまでも
小学生などを対象に標識やマーク
の教育は行われてきた反面、大人

への周知・啓発は不十分であり、
マークを知らない、覚えていない
という人も多い。今後の対応が急
がれる。社会問題を解決したいと
いう意図を感じる、優しさのある
作品である。

02
経
済
産
業
大
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遊んで学ぼう！みんなのマークカルタ
静岡デザイン専門学校
徳久 友希（静岡県）
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工夫点
　2020年に東京オリンピックが
開催されます。各会場（スタジア
ム）には諸外国の方をはじめ、多
数の人が集まります。そこで、人
混みでも安心して自分の座席に着
けるように、お手持ちの入場チ
ケットとスタジアム内外での色と

形をリンクすることにより、入場
から座席までの迷いを解消！チ
ケットの模様は日本伝統文様にし
て、日本のことを知ってもらえる
ように裏面に紹介文を付けました。
A~M表示の中で（I）は数字と間違
えやすいので、あえて外しました。

また、チケットのQRコードをス
マートフォンで読み取り、座席と
自分の位置を表示、スマートフォ
ン（QRコード読み取り機能）をお
持ちでない方は、チケットに表示
してある入口図とブロック図でわ
かりやすく工夫しました。

講評
　チケット、会場の観客移動の動
線上の案内サイン、座席をリンク
させた誘導法の提案である。チ
ケットの絵柄、デザインは綺麗で
吉祥柄の模様の名前も英文で書い
てあり、外国人の興味も引き、記
念に持って帰りたくなるのではな
いか。オリンピックのスタジアム

に限らず、ホールやアリーナでも
応用が利くアイディアと出来映え
の作品である。印刷できる色で座
席を塗っておく必要があるので、
座席の材質や背後の壁の塗装など
も会場の建設／改修時に検討して
おく必要がある。観客を指定座席
まで円滑に誘導することは、オリ

ンピックに限らず各種イベントに
おける大きな課題であり、建物の
デザイン・設計の段階でここまで
考えておかないと上手くいかない
ということを関係者は再認識して
ほしい。

A

HG

D
E

L
K

F

M

J

BC

チケット種類

反物／ Fabric

着物
Kimono

江戸切り子
Edo facet

DIC743（柑子色／こうじいろ）
Color Name / Koujiiro

DIC996（熨斗目色／のしめいろ）
Color Name / Noshimeiro

DIC818（鶯色／うぐいすいろ）
Color Name / Uguisuiro

DIC786（亜麻色／あまいろ）
Color Name / Amairo

DIC934（牡丹色／ぼたんいろ）
Color Name / Botaniro

DIC935（つつじ色／つつじいろ）
Color Name / Tsutsujiiro

下駄
Japanese wooden clogs

The opening ceremony
開会式

第32回 オリンピック競技大会
The Games of the XXXII Olympiad

The Games of the
XXXII Olympiad

Friday, July 24, 2020
Start Time 19:00

2020年7月24日金 19:00開始

入　　口 ＧEntrance

　 列 24Row

ブロック 1Block

座　　席 128Your Seat

入口 Entrance ブロック Block 列 Row／座席 Your Seat

ＱＲコードであなたの
座席の場所が解ります
By QR Code, yours I know 
the location of the seat.

　工の字を繋ぎ合せて文様にしたものです。紗綾形と同じように着物の
地紋として多く使われます。

日本の伝統文様
Japanese traditional design

Artisan's letter was connected and it was made design. It's 
used much as a woven pattern of a kimono like gauze 
twill-shaped.

Kojitsunagi pattern design

工字繋ぎ文様
こう じ つな

The opening ceremony
開会式

第32回 オリンピック競技大会
The Games of the XXXII Olympiad

The Games of the
XXXII Olympiad

Friday, July 24, 2020
Start Time 19:00

2020年7月24日金 19:00開始

入　　口 ＪEntrance

　 列 24Row

ブロック 1Block

座　　席 128Your Seat

入口 Entrance ブロック Block 列 Row／座席 Your Seat

ＱＲコードであなたの
座席の場所が解ります
By QR Code, yours I know 
the location of the seat.

　矢羽の形を織り出したもの。矢羽には邪気を払う破魔矢の意味もあ
り、幅広く用いられる。

日本の伝統文様
Japanese traditional design

The one which has begun to weave the shape of Yabane. 
Yabane also has the meaning of the amulet arrow to pay 
malice, and it's used widely.

Yagasuri pattern design

矢絣文様
やがすり

The opening ceremony
開会式

第32回 オリンピック競技大会
The Games of the XXXII Olympiad

The Games of the
XXXII Olympiad

Friday, July 24, 2020
Start Time 19:00

2020年7月24日金 19:00開始

入　　口 ＨEntrance

　 列 24Row

ブロック 1Block

座　　席 128Your Seat

入口 Entrance ブロック Block 列 Row／座席 Your Seat

ＱＲコードであなたの
座席の場所が解ります
By QR Code, yours I know 
the location of the seat.

　檜の薄板を網代のように斜めに組んだ垣根を文様化したもので、幾何
学的な構成は、帯や小紋の柄に多く用いられてきました。檜垣に菊唐草
を散らしたり、梶〈カジ〉の葉をあしらったものなど、様々な表現がとら
れており、白生地の地紋にも多く使われています。

日本の伝統文様
Japanese traditional design

The fence into which a thin board of a hinoki was assembled 
slantingly l ike Ajiro was design-ized, and geometrical 
composition was being used for the pattern of the band and 
the fine pattern much. Various expressions are taken for the 
one which scattered a chrysanthemum arabesque over Higaki 
and treated a leaf of a steering wheel <a mosquito, the>, and 
it's also used for a woven pattern of white fabric much.

Higaki pattern design

The opening ceremony
開会式

第32回 オリンピック競技大会
The Games of the XXXII Olympiad

The Games of the
XXXII Olympiad

Friday, July 24, 2020
Start Time 19:00

2020年7月24日金 19:00開始

入　　口 KEntrance

　 列 24Row

ブロック 1Block

座　　席 128Your Seat

入口 Entrance ブロック Block 列 Row／座席 Your Seat

ＱＲコードであなたの
座席の場所が解ります
By QR Code, yours I know 
the location of the seat.

　鱗文の歴史は古く、古代より世界各地で見られますが、わが国では弥
生時代中期頃から銅鏡や土器などに見られ、「鋸歯文」と呼ばれていまし
た。三角形の連続文様は古くから病魔を表すとされると同時に悪霊を退
ける呪性を持つとされ、近世になって鱗文と読んで厄除けの文様として
使うようになりました。
　かつては厄除けにと女性の心に住む鬼を戒めるために鱗文様の地紋
の生地を用いたり美しい配色の鱗文の小紋染めや長襦袢や帯あげがあ
りました。
　能楽の竜神や鬼女の装束には鱗文が使われ、白地に鱗形の銀の硯箔小
袖を着た扮装を見れば龍の化身・魔性のもの・鬼女を表すものとなっ
ています。

日本の伝統文様
Japanese traditional design

History of a scale sentence was seen at world all part more 
than antiquity in the old days, but it was seen by a bronze 
mirror and an earthen vessel from the Yayoi Era middle time 
by our country and called "saw blade sentence". You assumed 
that I had the curse which refuses an evil spirit at the same 
time as you assumed that continuous design of a triangle 
showed a disease f rom the old days,  and i t  was the 
modernized world, and I came to read as a scale sentence and 
use it as design of an amulet.
Never, in an amulet, if, fabric of a woven pattern with scale 
design was used, and there were fine pattern dyeing, a long 
undergarment and an obi bustle of a scale sentence of 
beautiful coloring to scold the demon who lives in a female 
heart.
A scale sentence is used for Ryujin of Noh and demoness's 
attire, and when seeing the disguise by which a silver inkstone 
prest ige  k imono wi th  shor t  
sleeves of triangle pattern was 
put on in a white background, it's 
something of an incarnation and 
the devilism of a dragon and the 
one which shows a demoness.

Seigaiha pattern design

鱗文様
うろこ

The opening ceremony
開会式

第32回 オリンピック競技大会
The Games of the XXXII Olympiad

The Games of the
XXXII Olympiad

Friday, July 24, 2020
Start Time 19:00

2020年7月24日金 19:00開始

入　　口 ＭEntrance

　 列 24Row

ブロック 1Block

座　　席 128Your Seat

入口 Entrance ブロック Block 列 Row／座席 Your Seat

ＱＲコードであなたの
座席の場所が解ります
By QR Code, yours I know 
the location of the seat.

　正六角形（亀甲紋）を山形状に三つ組み合わせた形を基本とする文様。
またこれを規則的に並べた連続模様。並べ方は複数のパターンがある。
　仏教の守護神・毘沙門天の甲冑の模様に使われた。

日本の伝統文様
Japanese traditional design

The design which makes the shape that three of positive 
hexagonal-shaped (tortoiseshell coat of arm) was combined 
like Yamagata a basis. The continuous design on which this 
was regularly placed again. There is a pattern of the plural for 
how to place.
It was used for the design of the Buddhist palladium and the 
armor of the god of treasure.

Bishamonkikkou pattern design

毘沙門亀甲文様

The opening ceremony
開会式

第32回 オリンピック競技大会
The Games of the XXXII Olympiad

The Games of the
XXXII Olympiad

Friday, July 24, 2020
Start Time 19:00

2020年7月24日金 19:00開始

入　　口 ＬEntrance

　 列 24Row

ブロック 1Block

座　　席 128Your Seat

入口 Entrance ブロック Block 列 Row／座席 Your Seat

ＱＲコードであなたの
座席の場所が解ります
By QR Code, yours I know 
the location of the seat.

　菱の実にその形が似ている事から「菱文」と呼ばれるようになり、平安
時代に装束の文様として様々なバリエーションが生まれました。幾何学
文様なので基本的には季節に関係なく着物や和柄デザインに用いられ
ます。
　有識文としての菱文様は、菱の中をさらに四分割した「幸菱文」・三本
の平行線から形成され襷（たすき）に見立てた「三重襷文」などがありま
す。また、平安時代から鎌倉時代にかけて装束の織物の地紋に「花菱文」
も現れました。これは四弁の花形を菱形に擬して意匠化したものです。
近代では菊の花を菱形に配置した菊菱文なども誕生しています。

日本の伝統文様
Japanese traditional design

Of a water chestnut, various variations started to be called 
"water chestnut sentence" from its shape's being very similar, 
and were born as design of attire in the Heian Period. It's 
geometric design, so it's used for a kimono and the total 
pattern design irrespective of a season basically.
Water chestnut design as an intellectual sentence is formed 
out of "happiness water chestnut sentence" and three of 
parallel lines into which four divided in the water chestnut, and 
there is chosen "threefold cord used to tuck up the sleeves of 
a kimono a sentence" etc. in cord used to tuck up the sleeves 
of a kimono (sash). "Hanabishi sentence" also appeared in a 
textile woven pattern of attire from the Heian Period to 
Kamakura era. This intended four valves of star for rhombus 
and became design. The chrysanthemum water chestnut 
sentence which arranged a flower of a chrysanthemum in 
rhombus is born in the modern times.

Hishi pattern design

菱文様
ひし

檜垣文様
ひ がき

帯
Band

巾着
Kinchaku
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び しゃもんきっこう

扇子
Sensu

祝儀袋
Money envelope

色と形でマッチング「安心・楽々座席誘導」 No.4

通路誘導壁面種類

A A

A-4
A-2

A-3
A-1

B B

B-4
B-2

B-3
B-1

C C

C-4
C-2

C-3
C-1

D D

D-4
D-2

D-3
D-1

E E

E-4
E-2

E-3
E-1

F F

F-4
F-2

F-3
F-1

G G

G-4
G-2

G-3
G-1

H H

H-4
H-2

H-3
H-1

J J

J-4
J-2

J-3
J-1

K K

K-4
K-2

K-3
K-1

L L

L-4
L-2

L-3
L-1

M M

M-4
M-2

M-3
M-1

G G

G-4
G-2

G-3
G-1

H H

H-4
H-2

H-3
H-1

J J

J-4
J-2

J-3
J-1

K K

K-4
K-2

K-3
K-1

L L

L-4
L-2

L-3
L-1

M M

M-4
M-2

M-3
M-1

A B C

D E F

G H J

K L M

MLKJHG

色と形でマッチング「安心・楽々座席誘導」 No.6

色と形でマッチング「安心・楽々座席誘導」
株式会社新聞印刷
小田川 郁夫、伊藤 豊、竹内 健二、土屋 武義、上野 真悟（大阪府）

03
優
秀
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アイコンで本を探そう！
大阪シーリング印刷株式会社
秋月 崇志、中嶋 健一郎、富田 美奈子、町田 愛子、白川 舞、北野 紗代（大阪府）

工夫点
　図書館ならではのルール「日本
十進分類法」に着目し、子供から老
人まですべての利用者に対して、
手軽に本を探すことを目的としま
した。現状、文字と数字のみで構

成されている日本十進分類法に視
覚的要素であるアイコンを使用
し、入館から本までの導線に新た
な要素を加えました。作品は分類
表、案内図、壁面用 POP、仕切り

POP、棚上POP、背ラベルの6点
です。それぞれにアイコンを加え、
利用者にわかりやすい表示を意識
しました。

講評
　公共図書館の指定管理者が独自
の図書分類法を導入して問題に
なっている最中での、非常にタイ
ムリーなテーマである。この騒動
は日本十進分類法という日本の図
書館で広く使われている図書分類
法が、一般利用者の認知度が低く

馴染みがないことに起因している
が、この作品はその欠点をアイコ
ンと色分けによって補い、分かり
やすくしている。アイコンを背ラ
ベルの印刷ソフトや請求記号とリ
ンクすると、さらに使いやすく実
用性があるものになるだろう。書

籍出版業界と印刷業界は切っても
切り離せないが、図書館業界に
とって印刷業界はアウトサイダー
である。外部からの提案と上手く
コラボレーションできるかが大き
な課題である。
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背ラベル

棚上POP

仕切りPOP

壁面用POP
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工夫点
　極力シンプルにした大判の玉カ
レンダーで、視力の弱い方や、遠く
からも見やすいことを念頭に制作
しました。月の色も交互に変える
ことで変化をつけると同時に、健
常者の方から、色覚障がいのある
方まで、大きく変わって見えない
色を選定することで、誤認を予防
する効果を狙いました。週末や祭
日の表現も、ハッチングを効果的
に使い、わかりやすくしています。
また、無機質になりがちな玉カレ

ンダーの書体も柔らかみのあるデ
ザインのものを用い、安息感を与
えつつ、一部「書体のセリフ」部分
をカットする加工を加え、数字の
読み間違いの起こりにくい配慮を
行いました。
　形態は横長の蛇腹仕様にするこ
とで、ひと月の表示はもちろん、
使われる方の都合に合わせて、
3 ヶ月でも12 ヶ月でも一挙に掲
示できるようにしました。ひと月
毎にミシン目も入っているので、

切り離してお使いいただくことも
可能です。また、長尺で一挙に印
刷すると共に、画鋲などで留める
為のピンホールをマージナルパン
チで上部前面に開け、耐久性や刺
しやすさにも配慮しました。
　フォーム印刷会社である自社の
持つ機能と特徴を最大限に活用す
るアイディアを練ったことで、自
社内完結が可能となり、コストも
抑えることができました。
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講評
　広げると長さ8.8ｍにもなる巨
大でダイナミックなカレンダー。
カレンダーも毎回多数の応募があ
るテーマのひとつだが、横に長い
作品は今までに見たことがなかっ
た。フォーム印刷における、長い
巻取紙、用紙を送るための穴、折

りたたみ・切離し用のミシン目と
いった特徴を、作品のオリジナリ
ティとして上手く生かしている。
文字は大きく分かりやすく、デザ
インもよく考えられている。分か
りやすく配慮された色調で、異な
る情報を分かりやすく伝えること

ができている。この作品の特徴を
最大限に活かすなら、学校の廊下
や工場の壁などに12 ヶ月分すべ
て広げて掲示するのが良いかも知
れない。
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2016 Super Form カレンダー
企画：有限会社みさとみらい21　　中野 俊美（埼玉県）
印刷：三郷コンピュータ印刷株式会社
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工夫点
　どんな人が見ても、食券販売機
の使い方がわかるように工夫しま
した。
　アレルギーは特に、その食材が
含まれていることに気づかずに食
べてしまっては大変なので、7大
アレルギーのピクトグラムをオ

ジナルで作成しました。また、食
事の分類を三種に分けてオリジナ
ルでピクトグラム化することで、
英語ができなくてもなんとなく、
どんな食事かわかります。食券販
売機はメニューと連動させてい
て、今までよりわかりやすくする

ために単純化しました。
　シミュレートをして、色覚障が
いを持っている方でも、問題なく
使えるような色を使いました。券
売機の提案だけでなく、買い方の
提示までしているところも工夫点
です。

講評
　外国人観光客が増加し、飲食店で
の多言語メニューの対応が急がれ
る中において、アイコンを上手に活
用することが重要になる。その一
つの提案として大きな意義のある
作品。デザインの細部にはまだ

改良しうる点もあるが、オリジナ
ルのピクトグラムも大胆で、文字
が読めなくても写真とピクトでア
レルギー等の情報が伝わる、すぐ
使えそうな完成度の高さである。
以前は、メニューは料理の名前と

見た目だけ分かればよかったが、
今はアレルギー成分の他にも、宗
教上の禁忌、ベジタリアンに対応
する情報を提供する重要性も高
まっている。このような点にも配
慮するとさらに申し分ないだろう。

外国人に考慮した食券販売機とその案内の提案 大阪市立デザイン教育研究所 　中西有紀

１
醤油ラーメン（Soy sauce noodles ） 

Japanese ramen with soy sauce to the soup .
Among the ramen in Japan , it has a long history .

商品名（英語表記）

食の分類のピクト外国人が日本に来て一番困ることに、「飲
食店でメニューに英語表記がない」 「食券
の仕組みや買い方が全くわからない」と
いう、飲食店での注文の仕方の問題があ
りました。
そこで私はその問題を解決できる策とし
てMUDを使って、食券売機の表示と案
内の方法を考えました。
使用場所としては、食券売機を使うよう
なラーメン、立ち食いそばなどの専門店
です。
食券は上手く使えば 外国人が日本語を話
せなくても、店員とあまり言葉を交わす
ことなく食事ができる便利な機能だと私
は思いました。
また、中にはごはんにあまりお金をかけ
たくないという外国人観光客もいますし
立ち食いそばなどならリーズナブルな値
段で日本の文化を楽しめるようなものが
あればとても便利です。
なので、このような食券売機があれば
安いお金でも日本の文化を楽しむことが
できて、とてもいいと思います。

スープに醤油を入れた日本のラーメン。
日本のラーメンの中でも、長い歴史を持っています。

《日本語訳》

食の分類をピクトと色でわけ、選び
やすいようにその分類の種類ごとに
番号をつけた。

英語表記英語表記

ボタンの簡易化
従来のものだと写真と文字が一緒なって
ごちゃごちゃしていた。
メニューの番号と色を押せばいいのでわかりやすい。　

Step 1
Something to eat is chosen from the menu here. The kind and the number of the ingredients 

　　　　　　　　　　　　I'd like to eat are confirmed.

Money is inserted in a machine for the side,
the, a chosen button is pressed and a ticket is bought.

Please enter in the store 
　　　　　　　　and hand a ticket to a shop assistant.

Step２

１
Step３ Step４

How to buy

食べてたいものをこのメニューの中から
選んでください。　

《日本語訳》

食べたいものの番号と食の分類のピクトグラムを
見て、把握します。

食券売機にお金を入れて、食べたい番号と色の
ボタンを押します。　

下から券が出てくるので、それを店の店員に渡して
商品を受け取っていください。　

この機械で、券を買って、食事を受け取るシステムです。

It's this machine and is the system to buy
         a ticket and receive a meal.
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　　　　　　　　　　　　I'd like to eat are confirmed.

Money is inserted in a machine for the side,
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１
Step３ Step４

How to buy

この機械で、券を買って、食事を受け取るシステムです。

It's this machine and is the system to buy
         a ticket and receive a meal.
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外国人に考慮した食券販売機とその案内の提案
大阪市立デザイン教育研究所
中西 有紀（大阪府）
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講評
　自分自身でなく身近な家族や友
人の日々の様子を継続的に記録す
ることで、データとしてその変化
を確認することができるようにし
た作品。１日単位では気付きにく
い小さな変化でも、月・年単位で

見れば、劇的な変化をしていると
分かることがある。入力メニュー
は継続性を重視してアバウトに
なっているが、何か月も決まった
ものを記録するので、立派な記録
になる。数値ではなくアバウトな

描写を入力するのは面白いアイ
ディアといえる。啓発系のアプリ
の作品の応募はこれまでにもあっ
たが、記録系の応募は珍しく、新
しく重要な視点だ。

工夫点
　KOKORO NOTE. は、自分の日
記をつけるためのアプリではなく、
自分の周りにいる人の様子を記録
するアプリです。全く新しい考えの
このアプリは、誰もが使いやすいよ
うに、色の工夫はもちろん、高齢者
に多い白内障の方にも見やすい工
夫がされています。そして文章によ
る記録はほとんど無くし、視覚的に

理解しやすい絵文字を採用しました。
　社会的な背景として、いま自分自
身の心や身体の悲鳴に気づく事が
できないまま心の病を抱えて生き
る人が数多くいます。日本には自ら
命を絶ってしまう人が年間何万人
もいます。その心の声に、いち早く
気づく事ができるのは、周りにいる
家族や友人ではないでしょうか。

スマートフォンが普及した今だか
らこそ、簡単に様子を記録できるよ
うなアプリが必要だと考えました。
　アプリに記録した 1 日 1 日の様
子は、蓄積され、病院に持ち込めば
貴重な資料となります。早期発見に
一役買うことが期待されます。
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大阪市立デザイン教育研究所
川浦 悠花（大阪府）

KOKORO NOTE.
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講評
　初めて来た場所、知らないバス
会社を利用する時に、乗り方に
迷った記憶のある人は多いだろ
う。乗車、下車は前からなのか後
ろからなのか、運賃は先払いか、
後払いかといった利用方法が会社
や路線によってばらばらなうえ、

案内表示も統一性がなく分かり辛
い。この作品はその問題を大胆な
ピクトグラムを用いて分かりやす
く案内することを提案したもので
ある。いくつものバス会社や路線
が入り組んでいる場合を考えると、
バス停ごとにこのピクトグラムが

あるのが理想だろう。屋外で見え
やすいかどうか、色使いに検討の
余地があるだろうが、着目点の良
い作品なので、是非バス会社に発
信していって欲しい。

工夫点
　知らない土地や初めて使うバス
で乗り方を困らないようにするた
めに、誰もが分かりやすいピクト
グラムを制作した。

バスの乗り方ピクトグラム

提案するピクトグラム

前乗り・後降り 後乗り・前降り 前乗り・前降り 先払い 後払い 整理券有り 料金一定

静岡駅
10 静岡駅行

10 静岡駅行

使い方
● バス停に表示
● バスそのものに表示

正面 横

出入り口はどこか、料金はいつ払うのかは、バスによって様々です。地元の乗り方に慣れていても、出先などで初めて利用するバスでは乗り方が違い、混乱する
とこも多いと思います。バスに乗る前に知っておき、安心してバスに乗れるようにするために、バス停やバスそのものに表示させるピクトグラムを提案します。

バス停には説明付きで表示させ、ピクトグラムの存在を覚えてもらいます。バスそのものにはピクトグラムのみで表示させ、走行中に見てもバスの形式が分かるようにします。
乗り降り、支払いのミスや聞かなければ分からない問題を、このピクトグラムで解決します。

乗り降りや支払い方法は
行き先等によって変わる
場合があるので行き先と
一緒に表示させる
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出入り口はどこか、料金はいつ払うのかは、バスによって様々です。地元の乗り方に慣れていても、出先などで初めて利用するバスでは乗り方が違い、混乱する
とこも多いと思います。バスに乗る前に知っておき、安心してバスに乗れるようにするために、バス停やバスそのものに表示させるピクトグラムを提案します。

バス停には説明付きで表示させ、ピクトグラムの存在を覚えてもらいます。バスそのものにはピクトグラムのみで表示させ、走行中に見てもバスの形式が分かるようにします。
乗り降り、支払いのミスや聞かなければ分からない問題を、このピクトグラムで解決します。

乗り降りや支払い方法は
行き先等によって変わる
場合があるので行き先と
一緒に表示させる
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とこも多いと思います。バスに乗る前に知っておき、安心してバスに乗れるようにするために、バス停やバスそのものに表示させるピクトグラムを提案します。

バス停には説明付きで表示させ、ピクトグラムの存在を覚えてもらいます。バスそのものにはピクトグラムのみで表示させ、走行中に見てもバスの形式が分かるようにします。
乗り降り、支払いのミスや聞かなければ分からない問題を、このピクトグラムで解決します。

乗り降りや支払い方法は
行き先等によって変わる
場合があるので行き先と
一緒に表示させる
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出入り口はどこか、料金はいつ払うのかは、バスによって様々です。地元の乗り方に慣れていても、出先などで初めて利用するバスでは乗り方が違い、混乱する
とこも多いと思います。バスに乗る前に知っておき、安心してバスに乗れるようにするために、バス停やバスそのものに表示させるピクトグラムを提案します。

バス停には説明付きで表示させ、ピクトグラムの存在を覚えてもらいます。バスそのものにはピクトグラムのみで表示させ、走行中に見てもバスの形式が分かるようにします。
乗り降り、支払いのミスや聞かなければ分からない問題を、このピクトグラムで解決します。
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バス乗車方法ピクトグラム
専門学校浜松デザインカレッジ
鈴木 里菜（静岡県）
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講評
　ありふれたダイレクトメールに見える
が、MUDに考慮して制作されている。単
に文字のフォントを変えるだけではなく、
どういった配置にするか、縁取りにする

か考えているので、情報が多く字が小さく
てもクリアに見える。高齢者の目にも
パッと入ってくるので、毎日山のように
入ってくるダイレクトメールの中でも、

受け取った方たちの見る率は非常に高い
のではないか。ルーチンの日々の活動の
中で、MUDに配慮していくことが非常に
大事であることがよくわかる作品。

講評
　近年の自転車が係る事故の増加に対し、
自転車運転時の交通法規の周知やマナー
向上を訴えるポスターやルールブックな
どが数多く制作されている。このような
作品は、赤、黒、黄色を多用してごてごて

した騒がしいデザインになりがちだか、
このルールブックは明瞭な色使いでスッ
キリまとまっている。罰則と罰金につい
ても大きく書かれ、自転車に乗る側から
するとかなり強烈な印象を与えるのでは

ないか。サイズを名刺か免許証サイズに
できると携帯してもらいやすくなるかも
しれない。

講評
　箱を捨てるときの簡便さを追求した作
品だが、むしろ箱を保管するときに邪魔
にならなくて良いかもしれない。捨てる
のにはもったいないが、とっておくには

邪魔だし、分解してしまうと後でテープ
を貼り直すのが面倒といったときに、こ
んな感じで組めるといい。グラフィック
的な部分ではまだ検討の余地があるが、

形も非常に工夫されており、箱としての完
成度は高い。ぎりぎりポストに入るくらい
のサイズなので、ダンボール版もあれば、
かなり需要があるのではないだろうか。

講評
　紙製の組み立て式で、置くと地軸の傾
きの 23.4 度に傾く設計になっている角
ばった白地の地球儀。自分の好きなよう
に色を塗ることができるが、逆にMUDを

意識して配色を考えるとかなり頭を悩ま
すことになるのではないか。国ごとに大
きさも違えば、形も違うので、色彩への知
識とセンスが問われることになる。市販

されている作品なので、MUDを学び始め
た人には是非挑戦してもらいたい。

講評
　保険の重要事項の説明書。色文字の太
さや行間といった部分ではまだ改善の余
地があるものの、いろいろな制約の中で、
１頁ずつ項目が分かれるようにして、

つぎの頁にまたがらないように工夫してい
たり、保険の種類によってページの色あい
を変えたりといった、努力して作っている
のが分かる作品。クライアントとの関係上

難しいかもしれないが、こういう作品こ
そ、改善前の説明書と改善後の説明書の
ビフォーアフターの比較プレゼンができ
ると、非常に説得力があるはず。

講評
　英語が通じないことは、来日した外国人
観光客が不満に感じることのひとつであ
り、コミュニケーションツールを意図した
冊子等の作品はこれまでにも多くの応募が
あった。この作品では、簡単なことはこの

パンフレットで、難しいことは『英語が話
せる人はいませんか』と周りに助けを呼ぶ
ことにして割り切り、内容をクリアにして
いる。また、パスポートサイズで何かあっ
たときにパパッと出して使えるという

ところも良いアイデアで、色合いも綺麗
で あ る。裏 面 に 大 き く 書 か れ た “Help 
Me”が何ともユニークかつ実用的だ。

講評
　東日本大震災において、運転中の被災
や自動車避難を行った人が多かった事実
を受けて作成された、ドライバー向けの
災害時ハンドブック。連絡先記入用の

シールとペンをセットにするなど震災での
経験をふんだんに取り入れて制作された作
品である。この作品のような防災関連の冊
子等では共通フォーマットにしている

との意識があるのか、黄色を多用している
ことが多いが、黄色が多すぎると高齢者に
は目が疲れて読みにくくなる傾向もあるの
で、制作にあたっては注意が必要である。

橿原東店10th DM第１弾
株式会社スタジオーネ63（東京都）　織田 由佳子

静岡県自転車ルールブック
杉山メディアサポート株式会社（静岡県）　山崎 翔太、本田 晶子

小さく綺麗に畳んで捨てられる箱
光洋紙器株式会社（東京都）　胡桃澤 淳

ユニバーサルデザイン地球儀
株式会社マルモ印刷（香川県）　代表取締役 奥田 章雄

重要事項説明書
音羽印刷株式会社（東京都）　プリプレス課

外国人観光客の困ったを解決！指さしコミュニケーション
広和印刷株式会社（岡山県）　中谷 博之、坂越 生章、武内 繭、光岡 菜々子、黒江 ひとみ、小原 尚之、前田 紗希、渡邉 菜月

災害発生時におけるドライバーズハンドブック
株式会社野毛印刷社（神奈川県）　制作係
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講評
　色数は増やさずに、色使いや大きさ、人
間の視線の動きに注目し、デザインだけ
で見やすくしているかなり考えられた作
品。今まで気に留めず見難いまま使って

いたものを見つけて、それを改善するデ
ザインを提案してくれたのが良い。本来
これくらいの工夫があって当然であり、
学生でもできるものをなぜ事業者ができ

ていないのか。電力も自由化している中、各
事業者に提案していける出来映えである。

講評
　カレンダーの文字部分を繰り抜き、後
ろから朱、水色、黒の３色の短冊とシール
を差し込むことで使用者のスケジュール
に合わせて日付の色が変えられるという

コンセプト作品。カレンダーは、土曜日が
青、日曜日と祝日は赤で印刷されるのが
一般的である。土日祝は基本的に休日と
いう人が多いこともあって、色付きの日

＝休日と認識しがちである。この作品は
その認識に上手く沿って、土日以外のさ
まざまな曜日が休みの人にも使いやすい
提案をしている。

講評
　アルコールが濃いか薄いかを色とマー
クで示す作品。最近の酒はアルコール度
数と共に「これはお酒です」といった表示
が あ る が、ラ ベ ル の デ ザ イ ン の 中 に

まぎれてしまって見つけにくいことも多
い。それに比べるとこの作品の方がはる
かに分かりやすい。さらにノンアルコー
ル飲料と清涼飲料水を区別するための

アルコール０％の表示を設け、炭酸が苦
手な人のために炭酸入りかどうかもわか
るようにするなど、まさにユニバーサル
デザインである。

講評
　絵の具は普通チューブに文字と色が着
けられ中の色がわかるようになっている
が、色覚障がい者には同系統の色に見え
てしまうことがある。この作品では、色の

違いを認識してもらうために子供が絵本
等で目にしやすいマークをチューブに加
えている。

講評
　「友達が困っていたら助けてあげる」等
の目標が書かれたカードを引いてもらい、
その日に実行してもらう啓発系の作品。内
容は小学生低学年向けだがデザインはど
ちらかというと中高校生向けで、ひらがな

やイラストの多用、カードの使わせ方な
どの点では検討の余地があるが、カード
は表裏で材質を変えてあるなど、よく作
り込まれている。

「見やすい」電気料金領収証
芝浦工業大学（埼玉県）　上原 菜月

変色カレンダー
芝浦工業大学（埼玉県）　立野 葵衣

Tellcohol
芝浦工業大学（山梨県）　上田 陽平

やさしい絵の具
大阪市立デザイン教育研究所（大阪府）　南野 果央

CoCoro sukusuku　ココロスクスク
静岡デザイン専門学校（静岡県）　鍵山 アディアル 潤
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この印刷物は CSR に取り組む印刷会社が、FSC® 森林認証紙に ノン VOC インキ
（石油系溶剤 0%）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されているグリーンプリ
ンティング認定工場で印刷しています。また、メディアのユニバーサルデザイン
を推進する NPO 法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会が「より多くの方
が使いやすく見やすいメディア」であると認めた印刷物です。
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