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情報デザインと社会福祉

長野大学附属地域共生福祉研究所

所員

禹在勇

かに情報 をキ ャッチ し､ユーザーのためのデザ イ
ンをするのか､それで幸せ になるか､あるいはな
らないか とい うことも含め研究 をしてお ります｡

本学企業情報学部の教月で､地域共生福祉研究
所月の丙で ございます｡あいに くの雨の中ですが､
大勢の方にご参加 していただ き､非常 に嬉 しく思
ってお ります｡
今 日はこの ような高い ところか ら皆 さんに失礼

さて､図に示す ように､今 日､少子高齢化が進

をいた してお ります｡今 日のお話ですが､何 をテ

み､高齢社会 になっています｡高齢社会の到来は

ーマに面白いことが伝 わるのか､ といろいろ考え

世界的に急 ピッチで進行 してお ります｡ 日本の高

てみました｡私が専門とするデザインと皆 さんが

0歳以上 は 2
0
0
0年では 2
0
%
齢人口を見 ます と､6

専 門とする社会福祉 とい うことで､次の時代 にど

程度ですが､2
0
5
0年 にな ります と 3
6
% ぐらいで､

の ように展開 していけばいいかを皆 さんと一緒 に

3人に 1人が高齢者 になるとい う予測がなされて

考えてい きたい と思いまして ｢
情報デザインと社

お ります｡福祉社会 において福祉 とデザ インをど

会福祉｣ とい うことにいた しました｡

うしていけばいいのか を我 々デザイン領域 におい

9
91年 に千葉大学 の大
私 は､韓 国の 出身で､1

9
9
7年 に 日本 デザ イ ン学会か ら高齢社会
て も､1

学院に入 りまして､デザイ ン学 を学んでまい りま

において どうい うデザ イ ンを してい くか につい

した｡その後､昨年 まで信州大学繊維学部感性工

0年 間､研 究 を してお ります｡ また､
て､ この 1

学科 にい ました｡長野県にないデザインを発信す

その前か らデザ イン領域 においては､ユーザーが

るという企業情報学部の新たな試みに､非常 に興

望むデザインをして きましたけれど､ この ような

味があったので 4月に赴任 をいた しました｡デザ

社会現状 においては､ どうして もそ うい う領域 に

イン領域 において､デザ イン文化や地域デザ イン

広げて研究 をす る必要があ ります｡
当時､テーマ をリス トア ップ しました｡ どうい

など､本学では､主に情報デザインを担当 し､い
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うテーマが一番望 ましいかを見てい きます と､高

るかたち､見 えないかたちにす る行為がモノづ く

齢 とユニバーサルデザイン､高齢者 におけるデザ

りであ り､情報デザインの基本的な問題であろう

インの橋渡 し､次世代へのデザイン問題､加齢 と

と思います｡そこで､情報 とは何か とい うと､皆

共感デザ イン､高齢者 と地域づ くり､高齢社会 と

さん も十分､情報に対 してはご存知であると思い

向かい合 う伝統産業について､こうい う題名であ

ます｡情報デザイン領域 においては､情報 を見え

9
9
9年 は､次の ような
ります｡ また､2年後 の 1

る見えないことに関係 な く､その情報 をいかに受

ものにな ります｡そこで､高齢者あるいは社会福

け入れて､それをデザインしてい く｡あるいは福

祉領域 に対す るデザインの研究 をどうしていけば

祉領域 においては､相手の心 をうま く､観察 しな

いいのかをテーマにさまざまな分野で研究が活発

が ら世話 を してい くとい う行為であろうと思いま

に進め られて きました｡その中で も福祉の まちづ

す｡デザインと社会福祉 を考えるにあたって､ ど

くりのデザインや高齢者 を中心 とした使いやすい

うい うものをどの ようにデザ インしてい くのかが

モノづ くりなど､そ ういうキーワー ドも見 られる

非常 に大事です｡デザインと社会福祉 は､非常 に

ようにな りました｡ また､ 日本のデザインにおい

共通点が多いことが考えられます｡それでは､私

て も､ どの ように福祉 と関わ り､国際的に引っ張

が考えているデザインとは何かを少 しお話 をさせ

ってい くのか､あるいは福祉 デザインの中で も福

ていただきたい と思います｡

祉機器のデザインなど､ さまざまな福祉領域 にお
けるデザイン学 を考 えてい くことが､なされてお

次に､デザインとは､常 に ｢コ ト｣を考 えまし

ります｡

ょうとい うことです｡ さまざまな ｢コ ト｣を考 え､
モノづ くりをすることが一番大事であるのではな
いか｡｢コ ト｣ とい うの は､経験 か らくる もの､
学んでか らくるもの､あるいは未定からくる もの
です｡ さまざまなところか ら ｢コ ト｣を考えてモ
ノづ くりを してい くと､人々が幸せ を感 じるデザ
インになるだろうと思い ます｡
社会福祉 は､ どうか とい うと､人 を相手に しま
すので､デザインと同 じく ｢コ ト｣ を考え実践す
ることが非常 に大事 なキーポイン トになるだろう
と思います｡人は人である以上､幸せに生 きるこ
とを願 っています｡それを支援することが社会福
祉の本当の役割ではないで しょうか｡愛 と情がな

さて､
本 日の話題である情報デザ インについて､

ければ､社会福祉が成 り立 たない｡｢コ ト｣ に対

人は情報 をどの ように受けとるのか｡それを考 え

す る非常 に重要 なポイン トであろ うと思い ます｡

てみ ます と､図に示す ように､情報は相手がない

それでは ｢コ ト｣ をどの ようにするか､あるいは

と発信で きませ ん｡デザインにおいて も､福祉 に

デザ インとい うものはどうい うものか｡ これか ら

おいて も人のために行 うもので ございます｡その

少 しお話 を してい きましょう｡

ためには､必ず相手がお ります｡見 えるかたち､
あるいは､見えないかたち も相手がいます｡受信
と送信があ ります｡や り取 り能力 とい うことが情
報 の一番のキー ワー ドになるだろ うと思い ます｡
情報 に対す るや り取 り能力か ら得 た もの を見 え
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ます｡デザ イ ンは人間社会が抱 えているさまざま
な問題､あるいは多面的な角度か ら把握､分析 し､
真 に豊かで快適 な暮 らしを創造 してい くための総
合的な科学であ り技術 である と思い ます｡ したが
って､意匠あるいはデザ インは､人の心か ら出発
を し､人の心の中に帰結す る､ とい う活動である
と思い ます｡
それでは､社会福祉 におけるデザ イ ンの領域 を
考 えてみ ます｡いろいろな社会福祉領域でのデザ
イ ンは､道具 を作 る､機器 を作 る とい うことがあ
ります｡ そ こで､少 しずつ分 けて見 てみ ます と､
まず､意匠 とは､何 か をご存知の方 もいるだろ

社会福祉 における環境 デザ イ ン､あ るいは生活 を

う､
意匠 とは何 か知 らない人 もいるか もしれない｡

支援す るデザ イ ン､道具づ くりにおいてはプロダ

意匠 とい うのは､デザ イ ンとい う言葉か ら生 ま

ク トデザ イ ンとい う領域 であ る と考 え られ ます｡

れて きた ものであ ります｡ アメリカか ら日本 に来

いずれに も､共通す るのは､人間 を中心のデザ イ

たのは明治頃です｡明治の文人達 は､デザ インを

ン､人間中心のモ ノづ くりであ ります｡ したが っ

日本語 に どう訳すのか非常 に悩 んだ と思い ます｡

て､多様 な分野 とコラボ レーシ ョンを重視 しなけ

彼 らは､最初の頃は図案 とい う言葉 を良 く便 い ま

ればな らない と思い ます｡ この ように実践 的デザ

した｡図案 とか設計 とか､そ うい う言葉 にデザ イ

インの技術 を社会 に還す ことが､社会福祉 におけ

ンを置 きかえま した｡その うちに意匠 とい う言葉

るデザ イ ンの重要 なポイ ン トである と思い ます｡

がデザ イ ンにふ さわ しい ものではないか とい うこ

還す とい う言葉 に対 して､では､ どの ようにす

とで､図案 な どか ら意匠に変化 した と思 うわけで

ればば よいのか､ とい うことにな ります｡

あ ります｡
意匠に対す る言葉 を見てみ ます と､意匠の意 と
い う文字 は､音 の下 に心 とい う文字がついてお り
ます｡意匠の意 は､心の思いや願い を音 に表す と
い うことです｡匠 とい う漢字 は､その字の形 か ら
もわかるように､｢
斧｣ を用いて ｢
函｣ を作 るとい
う意味であ ります｡ まさに道具 を使 って もの を作
ることが匠の文字であろうと思 うわけであ ります｡
それ を合体 した場合 には どうなるか といい ます
と､意 と匠 とい う二つの漢字 を重 ねることによっ
て､人の心の中に浮かぶ願い を音 に表 し､信号あ
るいは図面 に置 きかえて､斧 の ような道具 を用い
て生活道具 を作 る行為で しょう｡人の思いや願い

我 々デザ イン､あるいは､社会福祉 に携 わった

を満た してい くことが､デザ イ ンの役割であろ う

人は､ まず､現場か ら学ぶ こと､生活 している人

と思 うわけであ ります｡その ように誕生 したデザ

か ら学ぶ こと､ また､地域か ら学ぶ ことが非常 に

インは､単 に製品や環境の外面性 を美 しく整 える

重要であ ると思い ます｡

ためだけの技術 ではないであろう｡奥深いデザ イ

上の図に示す ように､現場 ､生活 ､地域 か ら経

ンの意味は､やは り意匠の意味の中にあると思い

験 した り､学 んだ りし､それ をコラボ レーシ ョン
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す ることによって地域 に還す､現場 に還す､生活

工学 と社会福祉領域で､お互いに考えた上でで き

者 に還す ことが重要である と思 い ます｡狭 いデザ

た と考 えることがで きます｡

イ ン分野だけに とどまらず､異 なる分野 との積極
的な繋が りを持つ ことが非常 に大事であると思い
ます｡それ らを融合す ることによって､ よ り十全
なデザ イ ンの科学 を確立す ることであろ うと思 う
わけであ ります｡我 々デザイ ン領域 の教育分野､
研究分野は どうなっているか といい ます と､デザ
イ ン科学 をキーワー ドに した場合 に､ さまざまな
分野､工学､理学､医学 ､農学 を踏 まえて研究 を
していかない といけないことにな ります｡

皆 さん もご存知 のユ ニバ ーサ ルデザ イ ンです｡
情報のユニバーサルデザ イ ンもあ ります｡ユニバ
ーサルデザ インは普段 ､我 々のデザ イン領域で も
多 くの研究がなされてお ります｡

1
9
7
0年代 にアメ リカでユ ニバ ーサ ルデザイ ン
の研究が進め られて､最近 は UD とい う言葉が一
般 的 に使 われ るようにな りま した｡ したが って､
ユニバーサ ル的な法律 ､あ るいは企業での UDの
取 り組みや､ ウェ ッブのアクセス ビリテ ィの向上
ここで簡単 に医学では､ どうい うことが行 なわ

のために UD､放送のため に UD な ど､その他 さ

れているか を説明 してみ ま しょう｡我 々の体 にお

まざまな ところで UD を使 うようにな りま した｡

いて､ どうい うものがデザ インされ､作 られて き

その言葉 は､アメ リカで生 まれ､その技術 あるい

たか とい うことを示 してい ます｡人間 も生 きなが

は研究は､ 日本で も盛 んになってい ます｡ 日本の

ら人工物 に頼 っている傾向が非常 に多い と思い ま

ユニバーサ ルデザ イン技術 は非常 に優れて､世界

す｡昔 は､器具が無 い ときはその まま治 らない､

一である と思い ます｡

その ま ま死 んでい くこ と もあ ったわけで あ りま

バ リアフリー と UD の違いですが､これは皆 さ

す｡今 は､障害 を持 ちなが らも普通の生活 をその

ん よ くご存知であろ うか と思い ます｡UD とバ リ

器具､あ るいは技術 によって生活 を してお ります｡

アフリー とは何が違 うか とい うことです｡バ リア

科学の進歩 によって､人工物が非常 にうま く作 ら

フ リーは､あ る もの を取 り除 くとい うこ とです｡

れた とい うこと､ うま くデザ イ ンされた とい うこ

不便 な もの を取 り除 くとい うことがバ リア フリー

とです｡人工毛や髪 な どは､昔か らあった技術 で

である と思い ます｡取 り除いて高齢者､あ るいは

あ ります｡最近 は､人工皮膚 とか血管 とか筋 肉 と

障害者が使いやす くなる と同時に快適にす るとい

か､ 目が少 し不 自由な人にはコンタク トレンズな

うことだ と思い ます｡ユ ニバーサルデザ イ ンは何

どの補助器具 も開発 されて､一般 に使用 されてい

か とい うと､最初か ら障害者､あるいは福祉社会

ます｡足 の骨が折れた ときには､人工で作 った骨

のデザイ ンを企画 し､それ を元 にデザ イ ンを して

を入 れ ます｡そ うい うことも我 々デザ イあるいは

い くことがユニバーサルデザ インである と思いま
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す｡

っ張 った り､そ うい うことが しば しばあることか

次は､い ま福祉 デザ インが非常 に盛 んになって

ら発想が出て きた と思い ます｡ コンセ ン トの差 し

お ります｡子 どもに関 しては､キ ッズデザ インと

口を換 えることによって､引 っ掛か った ときに取

い うことで､今年か ら経済産業省の下でや り始め

れ る仕組みに してデザ インを した と思い ます｡

てい ます｡今 までは高齢者や障害者 に福祉 の 目が

この ような子 どもに対す る さまざまなことがい

いっていた と思 うわけであ りま して､今年か ら子

ま考 え られるようになってお ります と同時 に実際

どもの関係 において もキ ッズデザ インとい う領域

に市販 されていると思い ます｡怪我 を防 ぐサ ッシ

を設けてお ります｡少子高齢社会 において､非常

とか､子 どもが住みやすい住宅の工夫 とか､そ う

にふ さわ しい ことであろ うと思い ます｡ 日本 も子

い うキ ッズデザ イ ンに 目が向いてお ります｡

ども用品のユニバーサルデザ インとい う領域 に関

また､ これか らは､感性 デザ インについて説明

心 を持つ ようにな りました｡ また､経済産業省の

をいた します｡感性 デザ インは､ 日本で生 まれた

キ ッズデザ イン賞 も設けてあ ります｡子 どもに対

学問であると思い ます｡ アジア人は､豊か な感性

す るさまざまなことを考 えてモ ノづ くりに応用 し

を持 っている民族であると思 い ます｡その感性 は､

てい くことにな りま した｡

アジア人の特徴 で しょう｡深 い歴 史 を基盤 にそれ

また､つい先 日､NHK の番組 を見ていた ら非

ぞれの感性 を生みた して きた と思い ます｡その感

常 に面 白いキ ッズデザ イ ンの紹介があ りま した｡

性 を生か してデザ イ ンす るのが感性 デザ インであ

それを簡単 に紹介 します と､赤 ちゃんあるいは子

る と思い ます｡ したが って､感性 とい うの も情報

どもは､絵の具やマーカー､ カラーペ ンなどを無

と同 じく､お互いのや り取 り能力 をいかにす るか

意識 の うちに口にす る習慣 が ござい ます｡ また､

によって､その能力 を感性 と定義 を しているわけ

大 人がいない ときには､ さっ と持 って 自分で勝手

であ ります｡そこか ら生 まれ る感性 デザ イ ンは ど

に顔 に色 を着 けた りを します｡一般 家庭 におい

うい うものか といい ます と､ われわれ人間にとっ

て､その場面 を見 ることがあ ります｡やは り､赤

てふ さわ しい もの をデザ イ ンす るため に ｢コ ト｣

ちゃんあるいは､子 どもは､何 で も口の中に入れ

を考 え､それを工学の力で分析 を し､その結果 を

て しまう｡それで､喉が詰 まることが多いで しょ

デザ インに応用す る行為であ ります｡その例 を紹

う｡ ここで紹介 このカラーペ ンの特徴 は､口に し

介 します と､乳 ガンに罷 った人が温泉施設､公共

て も喉 に詰 まって も空気が通 るような工夫 を して

施設 な どで使用で きる補助器具のデザ イ ンな どで

あるのです｡ ち ょっと開けてみ ます｡蓋のあた り

す｡ この ように福祉機器 においての感性 デザ イン

に凸凹を結構大 きく入れてお くのです｡そ うす る

は､ ます ます進化す ると考 えてお ります｡

と､喉 に詰 まって も空気が通 る工夫が されてお り
ます｡ また､中を見 ます と穴 を開けておいて､外
か らも中か らも空気 が通 る工 夫 を してあ ります｡
喉 に詰 まって も息がで きるとい うデザ インを した
のです｡ もう一つは､ この上 を丸 くしてあるので
すけれ ど､蓋の中に空気が通 る工夫 を してあ りま
す｡以上の ように､キ ッズデザ インは､赤 ちゃん
あるいは､子 どものためにさまざまな ｢コ ト｣ を
考 え､デザ イ ンを行 なうことであ ります｡
もう一つは､コンセ ン トです. よ くある話です｡
家の中でお母 さんが アイロンがけを している とき
に子 どもが歩 いて コンセ ン トを引 っ掛 けた り､引
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それでは､ここか ら 1
0
0年のデザ イン歴史 を振
り返 ります｡懐 か しい人 もい るか もしれ ませ ん｡

1
9
0
0年 か ら 2
0
0
0年 までのデザ イ ンを紹 介 してい
9
0
0年か らのデザ インの流れで
こうと思い ます｡1
9
0
2年 にラッパが ビク
す｡上の図に示す ように､1
ターか ら開発 され ました｡僕は小 さい頃､
見 ました｡
皆 さん､小 さい頃､見 ましたか｡その次は､車 で

9
0
2年にデザインされたフォー ド社の車です｡
す｡1
9
0
2年 か ら
香水 とか椅 子 とか､ こうい うこ とが 1
1
9
0
8年 まで行 なわれ たデザ イ ンです｡1
9
0
2年 と
1
9
0
8年の車の違いが よくわかると思います｡1
9
0
9
高かった と思い ます｡1
9
0
9年 には､オー トバ イの

1
9
3
0年 代 に 入 り ます と､1
9
2
0年 代 に 比 べ､
1
9
3
0年代 は､ず いぶ んデザ イ ンが変 わ っている

91
3年 には､ロ
ハー レーがデザ インされ ました｡1

ことがわか ります｡デザイ ン的に素晴 らしい車や､

ー レックスの腕時計がデザ インされ ました｡

この黒電話機 は､まだ何処か‑行 けば見 られ ます｡

年 にカメラが登場 します｡その頃は非常 に値段 が

また､この頃､冷蔵庫 も登場 しま した｡

1
9
2
0年代 に入 ります と､新 た なデザ イ ンの考
1
9
4
0年代 に入 ります と､情報 とい うとコ ンピ

え方が出て きま した｡

9
2
3年 にはアルマ の もの とか ､1
9
2
7
例 えば､1

ュー タと思い ますけれ ど､その頃､写真の ような

年 にはフォー ドの車が変わったかたちで登場 して

計算機がデザ インされ､技術 の進歩 と共 に変化 し

きま した｡皆 さんが ご存知の とお り､ ミッキーマ

9
4
9年
たデザ イ ンが大 い に生 まれて きま した｡1

ウスの キ ャラク ターが この頃デザ イ ンされ ま し

には レゴブロックが出て きてい ます｡ レゴは､子

た｡主 に､東京デ ィズニーラン ドに行 くとこうい

どもの遊 び用具 を大 きく発展 させ ま した｡
さて､皆 さん ご存知か も しれ ないです けれ ど､

うキ ャラクターが よ く見 られ ます｡次は､扇風機
です｡い まや､ この扇風機 は骨董品屋 さんに行 く

この間 ､7歳 だったで しょうか､デザ イナーにな

と見 られる と思 います｡

った とい うことで世界的 に大 きな話題 にな りまし
た｡子 どもの 目線でデザ イ ンを していこうとい う
方針､ また､子 どもをデザ イナー として取 り入れ
て ｢モ ノづ くり｣を しようとす る動 きもあ ります｡
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は社会福祉 において も非常 に重要 なポイ ン トにな
るだろうと思い ます｡

1
9
9
0年代 に入 る と､技術 の進歩 に よって アナ
ログか らデ ジタル‑の移行 した時期である と思い
ます｡ カメラな ど､デジタル技術 を利用 して コン

私 が考 えてい るデザ イ ン理念 をみ て い きます

パ ク トで使いやすい もの をデザ インしていた｡携

と､み な さん､上 の写真 の言葉 をご存知 です か｡

帯 電話 も最初 は､非常 に重 くて大 きい もの で し

あ ま り使 われ てい ない と思 い ます｡｢修 身知 人 ｣

た｡携帯電話 において､デ ジタルの技術 を応用 し

これは昔､東洋哲学で ｢
孔子｣の教 えである と思

て非常 にコンパ ク トで軽 い ものが登場するように

い ますが､私 自身 もそ うですが､社会福祉 を勉強

な りました｡デ ジタルの影響で ロボ ッ ト産業や技

している皆 さん もこの言葉 を非常 に大事 に してい

術 の進歩が大いにみ られるようにな りました｡そ

ってほ しい と思い ます｡修 身 とい うのは､身 を正

の技術の下で誕生 したアイボ も非常 に優れた もの

しく修 めて立派 な ｢コ ト｣ をす る よう務め る｡ な

です｡ この ようにデザ イ ンカ は､企業のブラン ド

ぜ ､ この言葉 を出 したか といい ます と､デザ イナ

イメージをア ップす ると同時 に､ユーザーが喜ぶ

ーで も､社 会福祉 に携 わ ってい る人 において も､

もの を提供 して きた と思 うわけであ ります｡

｢心 のデザ イ ン｣が なってい ない となか なか難 し
いのではないか と思い ます｡ まず は､ 自分が しっ

さて､デザイ ンの ツール とは､基本的に､｢
手｣

か り正 しく物事 を身につけて､それか ら人 を治 し

と ｢
頭｣があればで きます｡それは､いつの時代

てい くこと｡つ ま り､福祉 にあって もデザ インに

にお いて もデザ イ ンにあ って は､｢手｣ と ｢頭 ｣

あって もしっか りと ｢コ ト｣ を身につけ､｢モ ノ｣

とを十分 に働 かせ､社会､人間､文化の要請 とし

を創作 してい くことが､ これか らの皆 さんの役割

て ｢コ ト｣ を ｢
心｣ に措 き､そ して ｢モ ノ｣ を創

であろ うと思 ってお ります｡

作 してい く､ とい うことが大事 なことであ ると思
い ます｡冒頭 に述べ た ように ｢コ ト｣ を ｢
心｣ に

いずれに しろ､デザ インと社会福祉 は､い うま

描 き､ もの を創作す ることは､ まず地域､あるい

で もな く､人び との生活 に対す るさまざまな要求 ･

は社会 に出て基 となる体験 を し､経験 を しておか

願い を現実化 してい くための社会的､実践的な行

なければな らない｡ この ようなことを考え､モ ノ

為であることは間違いあ りません｡ しか し､その

をデザ イ ンす る とい うこ とを常 に考 えてお りま

要求 ･願 いはいずれの地域 において も､その地域

す｡本学 におけるデザ イン教育 にあっては､裸足

が歩 んで きた歴 史的な文脈 ､すなわち､地域が築

で土の感触 を確 かめ､五感 を総動員 して豊かな自

き､伝承 して きた生活文化 と機構 の中に しっか り

然 と素材 と触 れなが ら､デザ イ ンの発想 を勉強す

と位置づけなければな らない と思 います｡

ることが､ これか らのデザ インにおいて､あるい

‑

最後 に､デザ イ ンと社会福祉 については､まず､
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1
9
5
0年代 に入 ります と､1
9
4
0年代 まで には見

1
9
7
0年代 に入 ります と､大 阪万博 の影響 で技

られないデザ イ ンが出て きてい ます｡ この頃は､

術の進歩 ともない新 たなデザ インの時代 を迎 えた

世界 どこの国で もデザ インに力 を入れて製品の生

と思 われ ます｡

産 を行 った と思い ます｡ また､日本の ソニー とか､

この頃は､アナログか らデ ジタルへの転換期 で

他の企業 において も大いに力 を取 り入れているこ

あろうと思い ます｡ コンパ ク トなデザ インや消費

とが見 られ ます｡特 に､東芝の電気釜 とか､ヤマ

者中心のデザイ ンを大 いに適用するようになった

ハのオー トバ イのデザイ ンとか､い まだに生 きて

と思 い ます｡皆 さんが愛用す るカ ップヌー ドル､

いる とい う証拠 です｡

こうい うもの もこの時期 に誕生 して きました｡写
真の ように､カシオやデジタル時計 とかが この頃
登場 して きた ものであ ります｡

1
9
6
0年代 に入 ります と､デザ イ ン領域 におい
て大 きな価値 を与 えてい ます｡ また､大 きな変化
とともに 日本のモ ノづ くりを世界 に準備 を した と

1
9
8
0年代 には､写真 に見 られ る よ うな公衆 電

思 い ます｡ その後 ､1
9
7
0年 に大 阪万博 が あ りま

話機 のデザ イ ン変化 とか､デ ジタル との融合 な ど

した｡ この頃のデザインはい まだに我 々デザ イン

大 きな変化 をもた ら してお ります｡

領域 において応用 されてお ります｡非常 にコンパ

この頃､ さまざまな企業 において も､いかに売

ク トで流線形 になっているデザ イ ンとか､い まだ

れる もの を作 るか､ と同時 に大量生産 を してい く

に使 うホ ッチキス などは､現在 もあ ま り変 わって

時期であろ うと思い ます｡

い ませ ん｡ リカちゃん人形 な ども登場 しま した｡
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｢
心のデザ イ ン｣ を しっか り行 ない､そ して､ コ
ミュニケーシ ョンを取 り､他人に感動 を与 えるよ
うな行為 を皆様 と一緒 に行 なってい きたい と思 っ
てお ります｡
ご清聴あ りが とございま した｡
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