大会テーマ
デザインするうえで人の心を慮（おもんぱか）ることは、当然のことだと考えられていますが、それは「快のイメージ
を増幅」する目的が殆どであって、「負のイメージを軽減」する目的は少ないのが現状ではないかと思います。
しかし、今まで経験したことがなかったような災害を誰が経験してもおかしくない現在、被災者の負のイメージを推し
量り、デザインで軽減することは、医療や看護と同様に益々重要になるはずです。
一方、「快のイメージを増幅」することについても、オリンピックを控えた昨今、海外から来日する文化が異なる人達へ
の「おもてなし」を考えたとき、「慮るデザイン」とは何かを考え直すことも重要となって来ています。
しかし、いずれもどう慮れば良いのかを考えると、人の心は曖昧であるがゆえに立ち止まってしまうのも事実です。
そこで、慮るデザインとは何なのかを正面切って考える場にしたいと思います。加えてこれまで対象としなかった領域
に対して慮るデザインを見いだす機会にしたいと思います。
第 64 回 日本デザイン学会春季研究発表大会
大会実行委員長
岡﨑

スケジュール・会場
6 月 30 日（金）
11:00

受付開始

Ｅ館１F

ロビー

11:30-12:45

理事会

Ａ館３F

第２会議室

13:00-14:00

総会

Ｅ館１F

後藤新平・新渡戸稲造記念講堂

14:15-14:30

開会式

同上

14:30-16:00

基調講演

同上

16:10-17:00

研究部会ミーティング

同上

18:00-19:30

エクスカーション

神田川〜日本橋ぐるり周遊クルーズ

8:30

受付開始

Ｅ館１F

8:30-17:00

企業展示

Ｅ館５-６F

9:00-11:00

口頭発表 A

Ｅ館教室

11:00-12:00

ポスターセッション A

Ｅ館教室

12:00-12:50

お昼休み

12:50-14:50

口頭発表 B

Ｅ館教室

15:00-17:00

オーガナイズドセッション A＆B

Ｅ館４F

E407＆E406

17:15-19:00

懇親会

Ｅ館９F

展望ラウンジ

8:30

受付開始

Ｅ館１F

ロビー

8:30-17:00

企業展示

Ｅ館５-６F

9:00-11:00

口頭発表 C

Ｅ館教室

11:00-12:00

ポスターセッション B

Ｅ館教室

12:00-12:50

お昼休み

12:50-14:10

口頭発表 D

Ｅ館教室

14:20-16:20

オーガナイズドセッション C＆D

Ｅ館４F

E407＆E406

16:30-17:00

閉会式

Ｅ館４F

E407

7 月１日（土）
ロビー
中央通路東側フリースペース

7 月 2 日（日）
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中央通路東側フリースペース

章

基調講演
題

6 月 30 日（金）14:30-16:00

E 館１F

後藤新平・新渡戸稲造記念講堂

目：
「地域と企業、そして社会を、つなぐデザイン」
日本全国スギダラケ倶楽部の活動

演

者：若杉

浩一

パワープレイス株式会社

KOICHI WAKASUGI
シニアディレクター

プロダクトデザイナー

デザインとは未来を豊かにする仕事だと思っていました。
そして、企業のデザインを懸命にやりました。しかし、
その先には経済しかありませんでした。
僕らは経済のためにだけに、仕事をしていいのだろうか？
僕たちの故郷は、どうなるのだろうか？
デザインの未来はどうなるのだろうか？
そう、思い始めたら、地域のデザイン、ボランティア・・・
「日本全国スギダラケ倶楽部」なる、意味不明な活動を始
めていました。
16 年間、2000 名のまわりくどい活動は、結果デザインに
繋がっていました。

東京おもちゃ美術館

ミーティングチェア

1959 年生まれ

熊本県天草郡出身。

1984 年九州芸術工科大学芸術工学部工業設計学科卒。同年株式会社内田
洋行入社、デザイン、製品企画、知的生産性研究所テクニカルデザインセ
ンター、を経て内田洋行のデザイン会社

パワープレイス株式会社にてリ

レーションデザインセンター設立、同部門シニアディレクター。
東京芸術大学美術学部非常勤講師。
企業の枠やジャンルの枠にこだわらない活動を行う。
やりすぎてデザイナーを首になるも性懲りもなく、企業と個人、社会の接
点を模索している。
スチール家具メーカなのに何故か、日本全国スギダラケクラブを南雲勝志
氏と設立。
ドイツ IF 賞、DESIGNPLUS 特別賞受賞、
全国都市再生まちづくり会議 2007 にて 2007 年度まちづくり大賞をスギ
ダラケ倶楽部にて受賞。

内田洋行北海道支社

The 64th Annual Conference of JSSD
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オーガナイズドセッション A・B

７月１日（土）15:00-17:00

E407＆E406

A：慮るデザイン

B：デザイン研究における記述方法としての「視覚化」

OMONPAKARU Design

"Visualization" as a Description Method in Design Research

オーガナイザー：岡崎 章（拓殖大学）
ファシリテータ：大島直樹（拓殖大学）
パネリスト ：［ロボティックス］小林 宏（東京理科大学）
［義肢補装具］浦田 敦（千葉リハビリテーションセンター）
［家族看護学］服部淳子（愛知県立大学）
［感性デザイン学］岡崎 章（拓殖大学）

オーガナイザー：原田泰（はこだて未来大学）
パネリスト
：横溝賢（八戸工業大学）
元木環（京都大学）
清水淳子（ヤフー株式会社）
加藤文俊（慶應義塾大学）
諏訪正樹（慶應義塾大学）
小早川真衣子（愛知淑徳大学）

ロボティックス、家族看護学、義肢装具のリハビリテーション

従来の自然科学的研究スタイルを踏襲するだけでは、デザイン

学、感性デザイン学から人の心を「慮（おもんぱか）る」とはど

領域ならではの研究方法や成果の提示方法としてはまだ不十分な

う言うことなのかを考えたい思います。人の心を慮ることはデザ

のではないのか。この問題提起を出発点として、情報デザインと

インするうえで当然のことと考えているはずですが、分野が異な

いう市民のあらゆる生活を横断する実践分野を対象に、デザイン

ればそのアプローチも異なるはずです。

研究の方法、デザイン研究者の役割を再定義してみたい。

そこで、

03

E 館４F

UCD（User Centered Design）の重要性が謳われて久しい。し

①ロボットというと超人的な存在をイメージしがちですが、「生

かし、ユーザーに対する研究ほどにデザイナーの営みに対する研

きている限り自立した生活ができる」ことを保証するためのロ

究が進んでいるとは言い難い。さらに、ある瞬間、高い評価を得

ボットを考えるとはどういうことなのか。

たデザインも時間の経過とともに消滅する。そのデザインが社会

②義肢補装具を切断者に合わせるために、切断者の痛みや不安感

に受け入れらてたことで社会も変化するし、社会の変化の方向に

を払拭するために切断者の意見を聞きくが、それが必ずしも最

誰が責任を取るかをデザイナーに求めることは困難だ。デザイン

適解にはならないとはどういうことなのか。

研究の対象は無限に挙げられるが、問題はその研究方法と成果の

③家族が病気になれば、病人へ心が一方的に向かうなど家族間で

評価である。どうしたらデザインできるようになるのか。どうな

様々な問題が生じますが、それを修復し、より良い方向へと導

ればデザインできたと言えるのか。そのデザインの価値を誰がど

く家族看護学の考え方とはどういうものなのか。

う評価すれば良いデザインなのか、これらの成果から何を学べば

④感性評価のためのデザインは、既存の評価法と異なり曖昧な感

「デザインできる」という知や技を次世代に引き継いでいけるの

性を曖昧なまま評価するところにある、とはどう言うことなの

か。取り掛かりとして、デザインプロジェクトのプロセスや成果

か。

の記録・記述方法に焦点を当て、デザイン研究の記述方法につい

という４つのお話しから、各分野の専門家はどのように人の心を

て議論する。フィールドワークや一人称研究のような、活動に関

捉えようとしているのかを串刺しして見ることで、デザインに活

わる人々＝当事者に焦点を当てた研究との対比から、デザインな

かす知見としたいと思います。

らではの記述方法を炙り出したい。

The 64th Annual Conference of JSSD

オーガナイズドセッション C・D

７月２日（日）14:20-16:20

C：これからの仕組み
−国産木材とデザイン
For the next society‐Domestic wood and Design
オーガナイザー：杉下哲（東京工芸大学）
水津功（愛知県立芸術大学）
パネリスト ：田島信太郎（田島山業株式会社）
佐々木一弘（オークヴィレッジ株式会社）
河口真理子（株式会社大和総研）

国産木材は、生活財はもちろん風土に根差した文化や景観をか

E 館４F

E407＆E406

D：「キッズデザイン」
子どもの安全と傷害予防に向けた製品の研究開発
KIDS Design; Research and development of the products
for child safety and injury prevention
オーガナイザー：金井宏水（JIDA スタンダード委員会委員長）
ファシリテータ：平川真紀（JIDA スタンダード委員会担当理事）
パネリスト
：西田佳史（国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主席研究員）
山中龍宏（NPO 法人 セーフキッズジャパン理事長・小児科医）
藤﨑進稔（東京消防庁防災部防災安全課生活安全担当係長）
久永 文（JIDA スタンダード委員会キッズデザイン部会長）
芝 操枝（JIDA スタンダード委員会キッズデザイン部会）
消防庁＋医師（傷害事故データの提示）⇒ 産総研（分析・研究）

たちづくるなど、私達の日常をつくってきたと言える。しかしな

⇒ デザイナー（製品や環境、社会に対して解決策を再現）⇒ よ

がら、利用の減少や森林の荒廃などと言われて久しい。戦後の不

りよい社会の実現を目指す

足期から輸入自由化などを経て、工業化などとともに姿を消して

子どもを取り巻く環境は日々変化している。新しい空間や製品

いき、1980 年をピークとした価格の低下、森林・林業に携わる

が生まれるたびに、新しい危険が生まれる可能性があるといって

関係者の減少などが続いている。現在は、戦後に植林した杉や檜

も過言ではない。人間が造った環境や製品によって引き起こされ

などが需要期に入るなか、大きな転換期に入っており、デザイン

た事故ならば人間によって解決できるはずであり、デザイナーや

など諸分野からの貢献が求められている。それは、例えば生産地

開発者はどんな製品や環境においても、必ず子供の安全に対する

の声などを聞くと、地域資源としての商品開発などから産直住宅、

配慮をしなければならない。

街づくりなど様々で、デザインの幅広い専門性とそれらの総合性

（公社）日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA）のセンター

にある。人やモノ、場、時、コトなどを関係付ける環境デザイン

委員会の一つであるスタンダード委員会・キッズデザイン部会で

の方法論や計画論に通じる。

は、産総研、小児科医の山中医師、東京消防庁と協働し、子ども

国産木材からデザインを考えることは、これからの私達の生活
や社会を考えることにつながるのではないか。セッションでは、

の傷害事故を未然に防ぐための製品や環境づくりの研究に取り組
んでいる。

デザインを中心に、国産木材に関わりつくる方々の発表・討論を

自転車による事故が多いのは容易に想像がつくが、浴槽やミニ

通して、私達が今日からできることや明日からすべきことなどを

トマトで毎年何人もの子どもが命を落としていることはあまり知

考えるとともに、これからの生活や社会などの仕組みの手掛かり

られていない。ミニトマトやぶどうは、丸ごと食べさせると喉に

を目指す。

詰まり死亡に至ることがある。このような悲劇を繰り返さないた
めには、まずこのような実態を広く周知させること、そして事故
を予防するための道具の開発が重要であると考え、ミニトマトや
ぶどうを手軽に小さくカットする道具の開発に 2 年以上かけて取
り組んできた。今回は、数種類の試作モデルと共に、研究の過程
と成果を発表する。

エクスカーション

6 月 30 日（金）18:00-19:30

神田川〜日本橋ぐるり周遊クルーズ（事前登録のみ）
大会会場となる拓殖大学文京キャンパスから東京メトロで 30
分ほど､日本橋船着場からクルーズ船に乗り､日本橋川から墨田
川、神田川を周遊します｡運航時間は 90 分です｡
日本橋川と神田川は､もともとは江戸城のお濠として作られた
水路でした｡江戸城の跡地には今でも石垣が残っており､東京の歴
史を体感できます｡水路から眺める街並みは東京の魅力を再発見
する機会になるでしょう｡
歴史ある日本橋を下から見上げることからスタートし､コース

運航日：2017 年 6 月 30 日（金）18:00 出航､19:30 着岸
乗船場所：日本橋のりば
運航コース：日本橋のりば〜江戸橋〜隅田川 ( 永代橋･清洲橋･両国橋 ) 〜
神田川 ( 浅草橋･万世橋･聖橋 ) 〜日本橋川〜一ツ橋〜常盤橋〜日本橋のりば
料金：4000 円
料金内容：乗船料､飲み物､おつまみ代が含まれます｡
特記事項：屋根のないクルーズ船です｡
強風等の悪天候の場合は出航を見合わせる場合があります｡
定員は 40 名です｡定員になり次第､締め切る場合があります｡

を 1 周するまでの間にいくつもの橋をくぐります｡なかでも神田
川にかかる「聖橋」が見ものです｡大きなアーチが見事なこの橋
は､船から見上げたときの眺めが最も美しく見えるようにデザイ
ンされています｡
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ホー

ル

口頭発表

口頭 1 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00
A1-01

E館 E506

テーマセッション - 情報デザイン研究部会：
「当事者デザイン」

電子カルテがもたらした看護への影響
山口 真由美 *, 宮之下 さとみ *, 原田 由美子 *, 藤満 幸子 *, 山田 クリス孝介 *, 渡辺 健太郎 **, トム ホープ ***, 小早川 真衣子 ****, 須永 剛司 *****
（佐賀大学医学部附属病院 *, 産業技術総合研究所 **, 東京工業大学 ***, 愛知淑徳大学 ****, 東京藝術大学 *****）

A1-02

研究者の潜在的要求を反映する映像制作仕様の対話型生成
岩倉 正司 *, 塩瀬 隆之 **, 元木 環 *,***（京都大学情報環境機構 *, 京都大学総合博物館 **, 京都大学学術情報メディアセンター ***）

A1-03

工芸品ショップを舞台とした当事者デザインの実践
三野宮 定里 *, 原田 泰 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

A1-04

当事者デザインの可能性と課題

A1-05

当事者デザインのためのデザイン原理

両角 清隆（東北工業大学）
宮田 義郎 *, 原田 泰 **, 上芝 智裕 *（中京大学 *, 公立はこだて未来大学 **）

A1-06

市民に開かれた学会活動のデザインプロセス
横溝 賢 *, 夏坂 光男 *, 千葉 智美 **, 冨田 奈津美 , 原田 泰 ***（八戸工業大学 *, 株式会社エーアイサイン **, 公立はこだて未来大学 ***）

12:50-14:50

テーマセッション - 情報デザイン研究部会：
「当事者デザイン」

B1-01

多様な当事者が参加するデザイン活動を活性化させるためのスケッチ活用に関する考察

B1-02

地域再生を目指したリアルメディアのデザイン

福田 大年 *, 中野 颯 **, 岡本 誠 ***（札幌市立大学 *, 公立はこだて未来大学大学院 **, 公立はこだて未来大学 ***）
李 殷貞 *, 渡 和田 **（
（株）一円 *, 筑波大学 **）

B1-03

地域を繕う方法
鈴木 英怜那 *,**, 野内 彦太郎 *, 林 剛平 *,***, 佐藤 研吾 *,****, 橋本 紗友里 *, 渡辺 崇徳 *, 国枝 歓 *,*****
（歓藍社 *, 東京藝術大学大学院美術研究科 **, 東北大学医学系研究科 ***, 東京大学大学院工学系研究科 ****, 東京大学生産技術研究所 *****）

B1-04

公務員の政策資料の視覚化における当事者デザイン支援の研究

B1-05

リビングラボの方法論的特徴の分析

富田 誠 *, 越尾 淳 **（東海大学 *, 内閣官房（総務省から出向中）**）
赤坂 文弥 , 木村 篤信（NTT サービスエボリューション研究所）

B1-06

ミュージアムの展示装置開発における共創
齋田 萌 *, 木村 健一 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C1-01

テーマセッション - 情報デザイン研究部会 ：「ドキュメンテーション」、「当事者デザイン」

議論を深める視覚化ツールとしての手書き図解
渡辺 衆 *, 田丸 恵理子 *, 大谷 千恵 **（富士ゼロックス株式会社 *, 玉川大学 **）

C1-02

小規模コミュニティにおける映像による活動の記録と活用
山内 雅貴 *, 原田 泰 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

C1-03

学びの活動を振り返るための観察ツールの開発
植村 朋弘（多摩美術大学）

C1-04

多視点映像ビューワー「ArtDKT Viewer」の応用

C1-05

Co-design を起こす「活動を基盤としたデザイン」の成り立ち

赤羽 亨 *, 池田 泰教 **（情報科学芸術大学院大学 *, 名古屋造形大学 **）
小早川 真衣子 *,**, 須永 剛司 ***, 平野 友規 **, 山田 孝介 ****, 丸山 素直 ***, 渡辺 健太郎 *****, 西村 拓一 *****
（愛知淑徳大学 *, 東京藝術大学大学院 **, 東京藝術大学 ***, 佐賀大学 ****, 産業技術総合研究所 *****）

C1-06

グローバルPBLによる学生参加型授業の実践的考察
梁 元碩*, 荒山 莉穂*, 白 雲豪**, 延 明欽***（芝浦工業大学デザイン工学部*, 蔚山大学校デザイン学部**, 国民大学校造形大学***）

12:50-14:10
D1-01

テーマセッション - 情報デザイン研究部会：
「ドキュメンテーション」

ワークショップにおける記録と省察
福崎 千晃 *, 曽和 具之 **, 池本 和弘 ***（神戸芸術工科大学大学院 *, 神戸芸術工科大学 **, ドキュメンテーションデザインラボ合同会社 ***）

D1-02

デザイン、街に出る ５: 旅するデザインの道具としてのドキュメンテーション
原田 泰（公立はこだて未来大学）

D1-03

インフォグラフィクスとしてのデータベース・インターフェイスデザイン
関口 敦仁 *, 田中 良治 **, 高橋 裕行 , 細谷 誠（愛知県立芸術大学 *, セミトランスペアレント・デザイン **）
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口頭発表

口頭 2 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00

E館 E507

情報デザイン

A2-01

若者の充実した旅行支援のための地域発作品の活用

A2-02

沿岸地区における避難誘導システムに関する基礎調査

松元 真菜 , 齋藤 美絵子（岡山県立大学）
藤田 和秀 *, 吉村 朋矩 **, 三寺 潤 ***, 池田 岳史 ***（福井工業大学大学院工学研究科 *, 福井工業大学工学部 **, 福井工業大学環境情報学部 ***）

A2-03

水族館におけるアクティヴィティを促すメディアシステム
山内 暢人 *, 出原 立子 **（金沢工業大学システム設計工学専攻 *, 金沢工業大学 **）

A2-04

植物の動きを用いた動きのデザインの研究
田中 大貴 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

A2-05

景観情報の空間的表現に関する研究

A2-06

映像展示に特化したタブレット端末用アプリの開発

山本 努武（名古屋学芸大学 メディア造形学部 映像メディア学科）
山下 万吉 *, 桃田 稔也 **, 鎌田 芳弘 **（岡山県立大学 *, 株式会社 World Wide System**）

12:50-14:50
B2-01

情報デザイン

地域コミュニティにおいてパーソナルメディアが担う新たな公共性
池側 隆之 *, 佐原 理 **, 松本 篤 ***
（京都工芸繊維大学大学院デザイン学専攻 *, 徳島大学大学院総合科学教育部 **, 東京大学大学院学際情報学府 ***）

B2-02

医療領域を対象としたサービスデザインの試み（１）
稲舩 仁哉 *, 長田 純一 *, 吉橋 昭夫 **, 浜崎 千賀 ***, 亀田 佳一 ***（日本電気株式会社 *, 多摩美術大学 **, 医療法人社団 KNI***）

B2-03

医療領域を対象としたサービスデザインの試み（２）
吉橋 昭夫 *, 長田 純一 **, 稲舩 仁哉 **, 浜崎 千賀 ***, 亀田 佳一 ***（多摩美術大学 *, 日本電気株式会社 **, 医療法人社団 KNI***）

B2-04

体験の価値を考慮したデザイン・パターンの研究
永田 翔香 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

B2-05

企業ウェブサイトにおけるデザイン最適化に関する研究 - その 10( 総括 )

B2-06

介護保険のサービス選択を支援するツールの開発（２）

安齋 利典（札幌市立大学）
中本 和宏 *, 佐々 牧雄 **（千葉工業大学 *, 関東学院大学 **）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C2-01

情報デザイン

モチベーション向上のためのワークショップデザインの研究
長野 彩乃 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

C2-02

ブランド体験を考慮した対話型インターフェースの研究
加藤 怜 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

C2-03

ファンタジアを活用したアイデア発想手法の研究
市川 毅 , 山崎 和彦（千葉工業大学）

C2-04

サービスデザインの手法を用いた患者中心型医療の構築に関する研究

C2-05

Plugramming : 協調作業のためのタンジブルなプログラミングツール

磯谷 周治 *, 吉橋 昭夫 **, 吉田 光治 ***, 堀江 重郎 *（順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 *, 多摩美術大学 **, 合資会社フロムノーツ ***）
八城 朋仁 *, 迎山 和司 **, 原田 泰 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

C2-06

インターネット通販サイトのイメージに関する研究
臼井 花奈 *, 佐藤 弘喜 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）
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口頭発表

口頭 3 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00

E館 E508

デザイン教育

A3-01

観光地案内アプリ制作による ICT デザイン教育

A3-02

産官学連携プロジェクト型教育による地域企業のデザイン支援

三浦 剛 *, 松下 征悟 **（東京工芸大学 *, 奈良県立 磯城野高等学校 **）
佐藤 佳代 *, 青木 幹太 *, 楠本 幸裕 **, 石川 弘之 **, 井上 友子 *, 佐藤 慈 *, 荒巻 大樹 *, 星野 浩司 *
（九州産業大学 *, 福岡県工業技術センターインテリア研究所 **）

A3-03

外国人のための生活情報プラットフォームの共同開発
村田 恒（横浜デジタルアーツ専門学校）

A3-04

地域社会での実践的デザイン教育について (2)

A3-05

地域企業との産学プロジェクトによるデザイン教育の実践

伊藤 真市（宮城大学）
林 秀紀 , 村木 克爾（岡山県立大学）

A3-06

刃物を使った基礎的な造形デザイン教育
益岡 了 *, 林 秀紀 *, 中原 嘉之 *, 谷本 尚子 **, 川合 康央 ***, 池田 岳史 ****（岡山県立大学 *, 京都市立芸術大学 **, 文教大学 ***, 福井工業大学 ****）

12:50-14:50

デザイン教育

B3-01

プロジェクト型デザイン教育の実践

B3-02

フィールドワーク教育における「場」の選定による観察行動への影響

青木 幹太 *, 榊 泰輔 *, 田代 雄大 **（九州産業大学 *, 九州産業大学大学院 **）
板垣 順平 *, 大坪 牧人 **（神戸大学農学研究科 *, 名古屋市立大学芸術工学研究科 **）

B3-03

ソーシャルデザインと教育
井上 友子 , 青木 幹太 , 佐藤 佳代 , 佐藤 慈 , 星野 浩司 , 荒巻 大樹（九州産業大学）

B3-04

サイエンスコミュニケーションにおけるコミュニケーションツールの制作
藤田 茂（日本大学芸術学研究科）

B3-05

グラフィックレコーディング習得のために必要な視覚文法
清水 淳子 **,*（Tokyo Graphic Recorder*, Yahoo! JAPAN**）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C3-01

インタフェース

誰でも簡単に演奏できる電子楽器の研究
中島 瑞紀 *, 酒井 聡 **（東北芸術工科大学 大学院 *, 東北芸術工科大学 **）

C3-02

能動的触知覚を応用した触感による情報設計

C3-03

気配を創出するプロダクツのあり方の研究

安井 重哉（公立はこだて未来大学）
大場 勇哉 *, 佐藤 康三 **（法政大学大学院 *, 法政大学 **）

C3-04

手の影を用いて操作する動物生態学習システムのデザイン研究
城田 隆介 , 土屋 雅人（法政大学）

C3-05

博物館展示物との音声対話による学習システムの提案
水上 絢菜 *, 土屋 雅人 **（法政大学大学院 *, 法政大学 **）

12:50-14:10
D3-01

インタフェース、グラフィック

出力される実行結果を立体化し、結果の予測と実際の結果の一致をはかるユーザインタフェース
加藤 頌健 *, 安井 重哉 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

D3-02

タッチパネル画面上の視覚的アイコンの動きがユーザーに及ぼす印象の研究
梅村 隼多 , 久保 雅義（京都工芸繊維大学）

D3-03

A Feasibility Study of Motion Pictogram and Signs
chiang ping-Hsuan*, Lin Chia-Hua**（The Graduate Institute of Industrial Design, Tatung Univ. , Taiwan*, Tatung Univ. , Taiwan**）

D3-04

A Study on Medical Pictogram Design Co-created by Participants from Diﬀerent Backgrounds
HU JUIWEN*, LIN CHIAHUA**（The Graduate Institute of Industrial Design, Tatung University, Taiwan*, Tatung University, Taiwan**）
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口頭発表

口頭 4 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00

E館 E606

テーマセッション - 創造性研究部会：
「デザインの創造性：気づきと工夫」

A4-01 「感覚連想ワーク」とデザインプロセスに関する研究の一考察
荒木 みどり（鶴川女子短期大学）

A4-02

イノベーション創出人材育成のためのグループＰＢＬのデザイン
前川 正実 , 永井 由佳里（北陸先端科学技術大学院大学）

A4-03

長野県短期大学における人間工学教育システムの実施
森 亮太（長野県短期大学）

A4-04

欧州の高等教育機関における共創人材育成プロセスの考察
岡田 侑里 , 前川 正実 , 永井 由佳里（北陸先端科学技術大学院大学）

A4-05

デザイン思考における「洞察」を導く方法論の検討

A4-06

博物館での現地学習を支援するクイズスタンプラリーシステムの開発

安斎 勇樹（東京大学大学院情報学環）
石井 成郎 *, 鈴木 裕利 **, 澤野 弘明 ***, 紫藤 渉 ****, 副田 翼 ****, 井上 卓也 *****
（愛知きわみ看護短期大学 *, 中部大学 **, 愛知工業大学 ***, 東海ソフト（株）****（
, 株）セイノー情報サービス *****）

12:50-14:50
B4-01

テーマセッション - 創造性研究部会：
「デザインの創造性：気づきと工夫」

ファブ・スペースで 3DPRINTING を用いることによる共創の考察
中村 翼 *,**,***, 永井 由佳里 **, 谷口 俊平 **（日本大学 *, 北陸先端科学技術大学院大学 **, 明治大学 ***）

B4-02 「スマート社会」におけるプロダクトデザイン
後藤 泰徳 , 平田 一郎（兵庫県立工業技術センター）

B4-03

地下水脈の理解を促す 3 次元地質構造モデルの作成

B4-04

気づきを誘発する圧力分布可視化システム

谷口 俊平 *, 中村 翼 *, 永井 由佳里 *, 川合 千代子 **（北陸先端科学技術大学院大学 *, 水環境もやい研究所 **）
平田 一郎 *, 大谷 桂司 **, 後藤 泰徳 *（兵庫県立工業技術センター *, コンビニエンジニア **）

B4-05

1960年代における資生堂宣伝部の運営とパッケージデザイン成果
尚 万里*, 樋口 孝之**（千葉大学大学院*, 千葉大学**）

B4-06

接ぎ手の技術を応用した組木の創造性
田中 隆充（岩手大学）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C4-01

テーマセッション - 創造性研究部会：
「デザインの創造性：気づきと工夫」

Visual Storyboarding tools for public engagement and social justice
Terui Ryo（Central Saint Martins - University of the Arts London）

C4-02

地域・風土性を生かした街の現代音楽作曲方法の研究

C4-03

医療工学におけるリアリティの創造

藤澤 忠盛 *, 神田 麻衣 **（昭和女子大学 環境デザイン学科 *, ピアニスト **）
富田 直秀 *, 辰巳 明久 **（京都大学工学研究科機械理工学専攻医療工学分野 *, 京都市立芸術大学美術学部美術研究科ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ研究室 **）

C4-04

Maglives 可動フィギュアが作れる磁石ブロック玩具
笠尾 敦司 *,**（東京工芸大学大学院 芸術学研究科 メディアアート専攻 デザインメディア領域 *, NPO 法人クリエイティブスマイル **）

C4-05

イノベーション理論からみたデザインの創造性
仲谷 尚郁（三菱重工業株式会社

C4-06

マーケティング＆イノベーション本部

先進デザインセンター）

制約条件とフレームによる創造性
山岡 俊樹（京都女子大学家政学部生活造形学科）

12:50-14:10
D4-01

デザイン史、形態、構成

1920 年代「ウィーン・キネティシズム」派に関する研究
角山 朋子（獨協大学非常勤講師）

D4-02

継手仕口の構造から展開する新しいジョイントの研究
田中 隆司郎 , 西尾 浩一（福井工業大学）

D4-03

箕形を構成する縦断面形状のエラスティカ

D4-04

ペンジュラム・パターンの生成プロセスの「加速度」に基づく解析（３）

久保 光徳 , 植田 憲（千葉大学）
石井 宏一（秋田大学）
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口頭 5 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00

E館 E607

デザイン方法論

A5-01

飛行安定性に優れる地面効果翼機の空力デザイン

A5-02

拡張型 ADT モデルに基づいたデザインに支援ツールの開発

東 大輔 *, 山下 涼太 **, 赤司 宜之 **（久留米工業大学 インテリジェント・モビリティ研究所 *, 久留米工業大学大学院 自動車システム工学専攻 **）
姜 南圭（公立はこだて未来大学）

A5-03

将来の働き方にむけた質的調査の探索的アプローチの実践
小堀田 良子 , 高木 友史 , 田丸 恵理子 , 蓮池 公威（富士ゼロックス株式会社）

A5-04

学生フォーミュラの空力デザイントレンド
山下 涼太 *, 赤司 宜之 *, 東 大輔 **（久留米工業大学大学院 自動車システム工学専攻 *, 久留米工業大学 インテリジェント・モビリティ研究所 **）

A5-05

利便性追求の問題点と余白をデザインする必要性の研究

A5-06

内装材テクスチャの視覚評価因子とそれに関与する物理特性の考察

影山 友章（株式会社 ND デザイン）
松岡 慧 *, 前泊 秀徳 **, 佐藤 浩一郎 ***, 寺内 文雄 ***（千葉大学大学院 *, 南条装備工業 ( 株 )**, 千葉大学 ***）

12:50-14:50
B5-01

デザイン方法論、タイポグラフィ

ワークショップにおけるオーガナイザーの振る舞いパターン分析
久富 望*, 坂口 智洋*, 北 雄介**（京都大学大学院情報学研究科*, 京都大学学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット**）

B5-02

体験デザインにおける制約、及び障壁が与える効果・影響について

B5-03

人体器官に対応する漢方薬のイラスト表現の研究

佐藤 壮一郎 *, 小縣 慎太郎 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）
楊 玄叡 *, 韋 銘兒 **（台湾芸術大学大学院 *, 台湾芸術大学図文伝達芸術大学 **）

B5-04

パッケージ上のキャラクターのジェスチャーが製品及びキャラクターの印象に及ぼす影響の研究
治部 晶子 *, ディロクワタナクウン カモンパン *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

B5-05 「物語を可視化し共有するデザイン」方法開発のための基礎リサーチ
宮田 雅子 *, 水内 智英 **, 南部 隆一 ***（愛知淑徳大学 *, 名古屋芸術大学 **, 株式会社 ACTANT***）

B5-06

フォントの持つシズル感のデザイン化手法の検討
笠井 ゆきひ *, 佐藤 弘喜 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C5-01

感性工学、色彩計画

触覚フィードバックに対するユーザ印象評価とニュアンスの伝わり方の研究
若杉 慈円 , 久保 雅義（京都工芸繊維大学）

C5-02

曲面形状における「複雑さ」の指標
松本 大志 *, 加藤 健郎 **, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学大学院 *, 慶應義塾大学 **）

C5-03

元気な高齢者の生活意識に関する基礎的研究２
田村 良一 *, 古屋 繁 **, 都甲 康至 *（九州大学 *, 芝浦工業大学 **）

C5-04

倦怠感レベル評価ツール

C5-05

リハビリテーション動作の達成度をフィードバックするアートプログラムの開発（２）

澤田 亮三 *, 岡崎 章 **（拓殖大学 大学院 *, 拓殖大学 **）
吉岡 聖美（明星大学）

C5-06

配色における透明視の発現要因
三輪 明日希 *, 滝沢 正仁 **, 木嶋 彰 **, 大網 誉久 ***（拓殖大学 大学院 *, 拓殖大学 **, 拓殖大学 卒業 ***）

12:50-14:10
D5-01

デザイン評価

タッチパネル式複合機の画面応答時間の評価
三木 清史 , 江川 聡 , 友成 泰士 , 磐井 征博 , 神成 知実（富士ゼロックス株式会社 ヒューマンインターフェイスデザイン開発部）

D5-02

ラフ集合を用いた女性用通勤鞄デザインの経験価値の分析
杉山 裕香 , 井上 勝雄（広島国際大学）

D5-03

CS 分析を用いた女性用通勤鞄デザインの経験価値の分析
井上 勝雄 , 杉山 裕香（広島国際大学）
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口頭発表

口頭 6 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00

E館 E608

テーマセッション - デザイン理論・方法論研究部会：
「デザイン理論・方法論」

A6-01

新規ビジネス機会発見におけるサービスデザイン活用に関する研究

A6-02

感性工学デザイン論 - 序説

森下 晶代 , 坂口 和敏（富士通デザイン株式会社）
和田 功（信州大学）

A6-03

学生参加の地域ブランド商品企画・デザインアプローチに関する課題
都甲 康至（九州大学大学院芸術工学研究院）

A6-04

多空間デザインモデルに基づく座り心地研究の知識体系化
平尾 章成 *, 有田 実花子 *, 金 侖慧 **, 加藤 健郎 **, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学 大学院 *, 慶應義塾大学 **）

A6-05

多空間デザインモデルに基づく M メソッドシステムの提案

A6-06

塩化ビニル樹脂を型素材とした乾漆造形手法の研究

井関 大介 *, 安本 雄貴 *, 余部 昇太 *, 加藤 健郎 **, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学大学院 *, 慶應義塾大学 **）
土岐 謙次（宮城大学）

12:50-14:50
B6-01

テーマセッション - デザイン理論・方法論研究部会：
「デザイン理論・方法論」

公理的方法と適応的方法の融合による創発デザイン法２
宮田 悟志 *, 登坂 宣好 **（ダッソー・システムズ 株式会社 *, 東京電機大学 **）

B6-02

デジタルビジネスにおけるエクスペリエンス設計に関する研究
坂口 和敏 *,**, 白坂 成功 **（富士通デザイン株式会社 *, 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 **）

B6-03

デザイン領域と工学設計領域における研究対象の比較分析
向井 翔太 *, 榮 佑馬 *, 佐藤 浩一郎 **, 加藤 健郎 ***, 松岡 由幸 ***（慶應義塾大学大学院 *, 千葉大学大学院 **, 慶應義塾大学 ***）

B6-04

デザイン教育におけるデッサンとスケッチの描画過程に関する研究

B6-05

デザインはランダムプロセスか

伊豆 裕一 *, 加藤 健郎 **, 佐藤 浩一郎 ***, 松岡 由幸 **（静岡文化芸術大学 *, 慶應義塾大学 **, 千葉大学 ***）
松井 実 , 竹内 崇馬 , 小野 健太 , 渡邉 誠（千葉大学）

B6-06

クリティカルデザインの実践と考察
本田 敬（愛知県立芸術大学）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C6-01

テーマセッション - タイムアクシスデザイン研究部会:「タイムアクシスデザイン」
テーマセッション - デザイン理論・方法論研究部会:「デザイン理論・方法論」

タイムアクシスデザインに向けた価値成長要因とモデルの考察
小鯖 智之 *, 畑 政貴 *, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学大学院 *, 慶應義塾大学 **）

C6-02

オフィス環境における顔認識機能の精度評価手法の構築
片山 茂樹（富士ゼロックス株式会社 オフィス事業統括部 ヒューマンインターフェイスデザイン開発部）

C6-03

アルゴリズミックデザインを導入した漆芸作品の制作プロセス

C6-04

SNS における「いいね」がユーザーに与える心理的影響とその表示方法に関する研究

宮原 俊介 *, 室瀬 智弥 **, 室瀬 祐 **, 島田 英里子 ***, 三井 和男 *（日本大学 *, 目白漆芸文化財研究所 **, 日本大学大学院 ***）
川端 久美子 *, 中田 悠理 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

C6-05

産学共創プロジェクトによるこれからの自動車内外装備の研究
酒井 聡 *, 堀尾 航 **, 鈴木 康友 **, 石丸 晋也 **, 久世 祥三 ***, 長崎 智宏 ****
（東北芸術工科大学 *, 株式会社東海理化 **, 合同会社マスラックス ***, ワウ株式会社 ****）

12:50-14:10
D6-01

デザイン論、デザイン計画

参加型デザインの実践による当事者とのアイデア共創
中野 颯 *, 岡本 岡誠 **, 福田 大年 ***（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **, 札幌市立大学 ***）

D6-02

ワークショップのプロセスの複合的・構造的記述

D6-03

若者世代の価値観を把握するための行動ビジュアライゼーション

北 雄介 *, 坂口 智洋 **, 久富 望 **（京都大学 学際融合教育研究推進センターデザイン学ユニット *, 京都大学大学院 情報学研究科 **）
秋山 福生 *, 中西 菜穂子 *, 弓場 大夢 *, 松井 咲樹 *, 湯浅 美里 **, 曽我 佑 ***, 土肥 真梨子 ***, 峯元 長 ***, 小野 健太 *
（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **, 株式会社日立製作所 ***）

D6-04

価値観分析に基づいた若者世代のためのサービス創造
松井 咲樹 *, 秋山 福生 *, 中西 菜穂子 *, 弓場 大夢 *, 湯浅 美里 **, 曽我 佑 ***, 土肥 真梨子 ***, 峯元 長 ***, 小野 健太 *
（千葉大学院 *, 千葉大学 **, 株式会社日立製作所 ***）
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口頭発表

口頭 7 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00

E館 E706

デザインシステム、デザインマネージメント

A7-01

新時代のセキュリティ・デザイン・コンセプトの研究

A7-02

B to B 提案におけるサービスデザイン体系化研究

木内 正人 *, 高橋 寛行 *, 大嶋 一矢 **, 佐藤 加代子 **（独立行政法人国立印刷局研究所 *, 独立行政法人国立印刷局銀行券部 **）
米沢 みどり（三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社）

A7-03

目的が決まった公共運動施設における CSI( 顧客満足度指数 )
小畑 慧 *, 堀口 真央 *, 古屋 繁 **, 武藤 由華 ***（芝浦工業大学理工学研究科 *, 芝浦工業大学 **, 株式会社オリエンタルコンサルタンツ ***）

A7-04

デザインマネジメント活動を捉える視点
及川 雅稔（地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 産業技術研究本部）

A7-05

サービスにおけるプラットフォームデザイン

A7-06

Design Led Innovation におけるスタジオプロジェクト事例研究

宮﨑 御夫 *, 大石 遊 *, 小畑 慧 *, 古屋 繁 **（芝浦工業大学大学院 *, 芝浦工業大学 **）
淺田 史音 *, 野城 智也 **（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 *, 東京大学生産技術研究所 **）

12:50-14:50
B7-01

その他

触れることを促す段ボールを用いた造形物の制作研究
吉田 傑 *, 細谷 多聞 **（札幌市立大学大学院 *, 札幌市立大学 **）

B7-02

要介護高齢者等の介助用装着型補助具の研究
田代 雄大 *, 青木 幹太 **, 李 湧権 **, 榊 泰輔 **, 南 幸気 ***（九州産業大学大学院 *, 九州産業大学 **, 九州産業大学芸術学部 ***）

B7-03

現代のあかりづくりの在り方
山越 双葉 , 安齋 利典 （札幌市立大学）

B7-04

クラシックデザインの分析と活用に関する研究

B7-05

○○女子という表現の成立過程に関する研究

堀田 蕗敏 *, 安齋 利典 **（クリナップ株式会社 *, 札幌市立大学 **）
小澤 直明 *, 八馬 智 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

B7-06

Sa-biang O-Sod: Ceramics tools and Manual for Thai Medical.
スタッス ポンパン（福井工業大学大学院）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C7-01

環境デザイン、景観デザイン

走行速度を抑制する路面デザイン
尾﨑 拓磨 *, 山本 早里 **, 伊藤 誠 ***, 川本 雅之 ****
（筑波大学大学院 人間総合科学研究科 *, 筑波大学 芸術系 **, 筑波大学 システム情報系 ***, 筑波大学 国際産学連携本部 ****）

C7-02

景観に関する考察からエネルギーを軸にした環境デザインに向けて
山内 貴博（秋田公立美術大学）

C7-03

ごみ行政におけるコミュニケーションデザインの可能性
菊竹 雪（首都大学東京）

C7-04

かいわいとサウンドスケープに関する基礎研究
池田 岳史 *, 川合 康央 **, 益岡 了 ***（福井工業大学 *, 文教大学 **, 岡山県立大学 ***）

C7-05

パーキングエリア流入部への視覚的誤進入対策

C7-06

ゲームエンジンを用いた歴史的文化景観シミュレーションシステム

鈴木 晴子 *, 永見 豊 **, 鈴木 淳一 ***, 滝沢 正仁 **（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学 **, 川越工業高校 ***）
川合 康央 *, 池田 岳史 **, 益岡 了 ***（文教大学 *, 福井工業大学 **, 岡山県立大学 ***）

12:50-14:10
D7-01

家具、木工、建築、インテリア

東京高等工芸学校の木材工芸科・木材工芸別科の教育内容の一端と相違
新井 竜治（芝浦工業大学）

D7-02

若年層独居者のための安定感のある個人空間を作る方法に関する研究
葛 斯佳 , 杉下 哲（東京工芸大学）

D7-03

建築デザインを学ぶ学生に普遍的な工学原理を教える方法
岩崎 敏之（静岡文化芸術大学）

D7-04

古民家再生における建築のデザイン創造に関する研究
由田 徹 , 永井 由佳里（北陸先端科学技術大学院大学）
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口頭発表

口頭 8 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00
A8-01

E館 E709

地域振興、地域研究

防災訓練とレジリエンス向上のための自転車レース Desaster Relief Trials
原 忠信（筑波大学）

A8-02

郷土愛を育むデザイン教育の試み（その４）

A8-03

近代唐津における観光振興史と印刷メディアに関する考察

禹 在勇 , 遠藤 忠 , 池田 諸苗 , 山浦 和彦 , 中村 英三（長野大学）
世利 幸代（九州産業大学造形短期大学部）

A8-04

発信型ワークショップの実践研究
植松 陽一（宝塚大学）

A8-05

産学官連携による地域企業へのデザイン支援の取り組み
楠本 幸裕 *, 青木 幹太 **, 石川 弘之 *, 西村 博之 *, 佐藤 佳代 **（福岡県工業技術センターインテリア研究所 *, 九州産業大学 **）

A8-06

犬山観光情報のクロスメディアデザイン
石井 晴雄（愛知県立芸術大学）

12:50-14:50
B8-01

地域振興、地域研究

消費者属性と購買活動の違いから見る地域産品ブランドに関する研究
橋本 真実 , 久保 雅義（京都工芸繊維大学）

B8-02

持続可能な社会形成のためのデザイナーの役割
鈴木 美和子（大阪市立大学 都市研究プラザ 特別研究員）

B8-03

拡張キャンパス型地域創生デザインの概念
酒井 正幸 *, 柿山 浩一郎 *, 金 秀敬 *, 矢久保 空遙 *, 上田 裕文 **, 片山 めぐみ *, 蓮見 孝 *（札幌市立大学 *, 北海道大学 **）

B8-04

少数民族地域における文化的観光デザインの考察

B8-05

奥会津・只見線沿線の地域活性化デザイン

趙 麗華 *, 五十嵐 浩也 **（筑波大学大学院 *, 筑波大学 **）
高橋 延昌 *, 小出 昌二 **, 塙 武郎 ***, 大島 直樹 **, 皆川 全弘 **, 藤井 靖史 ****
（会津大学短期大学部 *, 拓殖大学 **, 大月短期大学・東京大学 ***, 会津大学 ****）

B8-06

地域連携における HCD プロセス活用の可能性
板垣 順平（神戸大学農学研究科）

７／２（日） 9:00 〜 11:00
C8-01

地域振興、地域研究

地域活性化におけるデジタルサイネージの活用
佐藤 慈 , 青木 幹太 , 井上 友子 , 佐藤 佳代 , 荒巻 大樹 , 星野 浩司（九州産業大学芸術学部）

C8-02

公設試験研究機関におけるモノづくり中小企業の商品開発を目的とした商品企画支援ツールの開発研究

C8-03

ツーリズムにおける主体性と地域理解の関係に関する研究

工藤 洋司（地方独立行政法人青森県産業技術センター 弘前地域研究所）
加藤 駿 *, 八馬 智 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

C8-04 「龍門司焼」における「ものはら」の端材を利活用したアクセサリーづくりワークショップ
王 甯 *, 張 夏 *, 孟 晗 *, 陳 雨璇 *, 張 芊慧 **, 松崎 さおり **, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

C8-05

The Design and Application of “Patas Dqras” Pattern of Truku
TSAI CHUN HSIUNG*, LO TSAI YUN**（大同大学大学院 *, 大同大学 **）

12:50-14:10

ユニバーサルデザイン

D8-01

特別支援学校におけるサイン計画に関する研究

D8-02

片麻痺者のための自助具包丁・まな板セットの研究

工藤 真生（筑波大学附属大塚特別支援学校）
チャン マイリン , 滝本 成人（椙山女学園大学）

D8-03

ｙ字型ハンドルを用いた歩行実験
井上 泰孝 *, 白髪 誠一 **, 赤井 愛 **, 田上 貴久美 ***（大阪工業大学大学院 *, 大阪工業大学 **, 社会福祉法人

D8-04

HCD に基づいたバリアフリー情報案内アプリの提案
姚 李蒞 *, 安齋 利典 **（札幌市立大学大学院 *, 札幌市立大学 **）
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兵庫盲導犬協会 ***）

口頭発表

口頭 9 会場

７／１（土） 9:00 〜 11:00
A9-01

E館 E809

テーマセッション - 子どものためのデザイン部会：
「子どもたちのためのデザイン」

視覚障がい児の生活動作の習得難易度に関する調査
倉田 晃希 *, 赤井 愛 **, 古川 千鶴 ***, 谷本 尚子 ****
（大阪工業大学大学院 *, 大阪工業大学 **, 社会福祉法人京都ライトハウス ***, 京都市立芸術大学 ****）

A9-02

視覚障がい児の概念形成と造形活動
谷本 尚子 *, 赤井 愛 **（京都市立芸術大学 *, 大阪工業大学 **）

A9-03

展示施設の観覧ルートに沿った主観的評価マップ -「わくわく動物園マップ」の試み 政倉 祐子 *, 若林 尚樹 **, 田邉 里奈 ***（愛知淑徳大学 *, 札幌市立大学 **, 千葉工業大学 ***）

A9-04

子どもを対象としたセルフワークショップにおける印象評価の実践 3

A9-05

共育ステーションを公園に存在させるデザイン実践から

赤井 愛 *, 若林 尚樹 **, 政倉 祐子 ***（大阪工業大学 *, 札幌市立大学 **, 愛知淑徳大学 ***）
鉄矢 悦朗（東京学芸大学）

12:50-14:50
B9-01

テーマセッション - 子どものためのデザイン部会：
「子どもたちのためのデザイン」

中学生の探究型学習を支援する教育プログラムの開発
柚木 泰彦 *, 三橋 幸次 *, 早野 由美恵 *, 渡部 桂 *, 安達 納 **（東北芸術工科大学 *, 東桜学館中学校・高等学校 **）

B9-02

ダムに関する気づきを促す学校教材のデザイン
本間 由佳 *, 吉冨 友恭 **（鶴川女子短期大学 *, 東京学芸大学 **）

B9-03

触覚感から誘発される遊びにおける親子の行動観察調査カテゴリー表の検討
塚本 千晶 *, 佐藤 公信 **（相模女子大学 *, 千葉大学 **）

B9-04 「落書きグラフィック」による体験の共有の分析
若林 尚樹 *, 政倉 祐子 **, 高橋 直也 ***, 田邉 里奈 ****, 鈴木 仁 ***（札幌市立大学 *, 愛知淑徳大学 **, 恩賜上野動物園 ***, 千葉工業大学 ****）
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ポスター発表
７／１（土） 11:00 〜 12：00

ポスター A 会場

E館 E901.E902.E903

ポスターセッション Ａ

PA-01

地域産業に基づく商品設計研究

PA-02

デザインの実践活動でのグループ教育の試み (2)

張 英裕 , 洪 薏涵 , 夏 楚涵 , 陳 柔岑（台湾台中教育大学）
伊藤 真市（宮城大学）

PA-03

芸術教育における想像力を訓練するテーブルゲームの研究
楊 玄叡 *, 黄 文君 **（台湾芸術大学 *, 台湾芸術大学大学院 **）

PA-04

Research on the Teaching Model of Industrial Design-Based Interaction Design
Li Yuzhen, Zhang Lu, Xu Wei（Dalian University of Technology）

PA-05

家族の平和から考察したコミュニケーションツールの提案
藤本 大城 *, 佐藤 里穂 *, 岡崎 皓美 **, 田中 暁斗 ***, 和田 功 ****
（信州大学総合理工学研究科 先進繊維・感性工学専攻 感性工学ユニット *, 株式会社 ENJIN**, 株式会社クリエイティブヨーコ ***, 信州大学 ****）

PA-06

マンガキャラクターによる商品擬人化とメディア展開
和田 歩美 *, 島田 文美 **, 渡邉 哲意 ***（宝塚大学大学院 *, 株式会社水鳥工業 **, 宝塚大学 ***）

PA-07

A Study of Brand Building for Local Industries in Taiwan
WU HUI YUN, LO TSAI YUN（Taiwan, Tatung University）

PA-08

表現ワークショップによる仕事のＲｅ -D ｅｓｉｇｎ
平野 友規 *,*****, 丸山 素直 **, 小早川 真衣子 ***, 山田 クリス孝介 ****, 須永 剛司 **
（東京藝術大学大学院美術研究科 *, 東京藝術大学 **, 愛知淑徳大学 ***, 佐賀大学 ****, 株式会社トライアンド *****）

PA-09

美大生と工大生チームを事例としたデザイン方法に関する考察
王 怡文 *, 須永 剛司 **（東京藝術大学大学院 *, 東京藝術大学 **）

PA-10

紙を使用した立体物造形手法の研究
本山 真帆 *, 菊竹 雪 **（首都大学東京大学院 *, 首都大学東京 **）

PA-11

研究者の研究内容の視覚化における当事者デザイン支援の研究
富田 誠 *, 有賀 雅奈 **, 田中 香津生 ***, 高柳 航 ****, 工藤 拓也 *****, 植田 育代 *（東海大学 *, 東北大学研究推進・支援機構 URA センター **,
東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター ***, 国立環境研究所 ****, sponge*****）

PA-12

動詞による造形発想法
浜松 伸弥 *, 大村 龍也 **（芝浦工業大学大学院 *, クラリオン株式会社 **）

PA-13

人々の記憶を尊重するデザインアプローチへの取り組み
小玉 一徳 *, 桑原 宏明 **（大阪産業大学 *, 株式会社

PA-14

空間デザイン **）

デザイン方法への意識変化を生み出すデザインリフレクション
瀧 知惠美 *,**, 須永 剛司 ***（ヤフー株式会社 *, 東京芸術大学大学院 美術研究科 **, 東京芸術大学 ***）

PA-15 「かえす」仕組みが繋がりをつくる
鈴木 英怜那 *, 須永 剛司 **（東京藝術大学大学院 *, 東京藝術大学 **）

PA-16

製品デザイン史における Sci-Fi と「大衆未来観」の関係
吉田 健人 *, 中部 主貴 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

PA-17

非日常を感じるメディアアートの提案
小笠原 直人 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

PA-18

電車での移動を楽しくするためのデザインの提案

PA-19

金融機関と若者との接点の調査と欲求の可視化

飛塚 慎太郎 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）
小野寺 夏海 , 福士 夏季 , 安武 伸朗（常葉大学）

PA-20

連続したステージのデジタル絵本の製作
益岡 了 *, 仙波 大明 **, 谷本 尚子 ***, 尾崎 洋 *, 川合 康央 ****, 池田 岳史 *****
（岡山県立大学 *, 日本タイガー電気株式会社 **, 京都市立芸術大学 ***, 文教大学 ****, 福井工業大学 *****）

PA-21

身近な恐怖心を楽しむためのデザイン体験の提案

PA-22

観光地図のクロスメディア化に向けたメディア特性の考察

川島 大輝 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）
横山 翔栄（公立はこだて未来大学）

PA-23

看護体験を表現する作文・新聞ワークショップの検証
宮之下 さとみ *, 藤満 幸子 *, 原田 由美子 *, 山口 真由美 *, 椛島 久美子 *, 山田 クリス孝介 **, 須永 剛司 ***, 小早川 真衣子 ****, 丸山 素直 ***
（佐賀大学医学部附属病院 看護部 *, 佐賀大学医学部附属病院 **, 東京藝術大学 ***, 愛知淑徳大学 ****）

PA-24

奥入瀬渓流のネイチャーツアーにおける振り返り手法の研究

PA-25

地域の魅力再発見活動による、地域再生デザイン

冨田 奈都美 , 横溝 賢 *（八戸工業大学 *）
李 殷貞 *, 渡 和由 **（
（株）一円 *, 筑波大学 **）
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PA-26

共創デザインの教育プログラム２
井上 順子 *, 小山内 靖美 *, 仲田 英起 *, 安中 悟 *, 齋藤 善寛 **, 横須賀 ヨシユキ ***
（日本電子専門学校 *, 株式会社セカンドファクトリー **, 横須賀デザイン研究室 ***）

PA-27

付箋紙を用いた主観的印象カラー濃度マップでの分析提案
田邉 里奈 *, 若林 尚樹 **, 政倉 祐子 ***（千葉工業大学 *, 札幌市立大学 **, 愛知淑徳大学 ***）

PA-28

ハンズ・オン展示と資料陳列型展示の組合せが与える影響について
奥村 美奈代 , 木村 健一（公立はこだて未来大学）

PA-29

デザイン実験の場を構想するためのダイアログゲームの試作
上平 崇仁 *, 大岡 美早紀 *, 安岡 美佳 **（専修大学 ネットワーク情報学部 *, コペンハーゲン IT 大学 **）

PA-30 「ミーティング」を建設的に行う場づくりのデザイン
安村 透 *, 矢野 英樹 **（多摩美術大学美術研究科 *, 多摩美術大学 **）

PA-31

阿波人形浄瑠璃の活性化に関する政策提言
池上 夏未 *, 矢ケ崎 紀子 **, 菊竹 雪 ***（首都大学東京大学院 *, 東洋大学 **, 首都大学東京 ***）

PA-32

観光サービスの可能性と課題を明らかにするフィールドワーク
萩原 園華 , 前嶋 なつ実 , 川口 彩花 , 濱西 冴月 , 安武 伸朗（常葉大学）

PA-33

行政の課題解決をワークショップで考える -1

PA-34

行政の課題解決をワークショップで考える -2

森本 涼子 , 藤田 真実保 , 渡邊 菜摘 , 安武 伸朗（常葉大学）
藤田 真実保 , 森本 涼子 , 渡邊 菜摘 , 安武 伸郎（常葉大学）

PA-35

産学連携によるメガネデザインプログラム
森 優子 *, 小林 政司 *, 小永 組雄 **, 小永 真也 **（大阪樟蔭女子大学 *, 株式会社オニメガネ **）

PA-36

地域間のコミュニケーションを利用したプロモーションの提案
倉持 歩 *, 安齋 利典 **（札幌市立大学大学院デザイン研究科 *, 札幌市立大学大学院 **）

PA-37

地域資源としてのジオウを用いた商品開発 ( その 2)

PA-38

地域資源としての「棚田」を活かすデザイン活動

土田 ひかり , 遠藤 忠 , 禹 在勇（長野大学）
高橋 真央 , 禹 在勇（長野大学）

PA-39

地域の造形資源への興味・関心を高めるための三次元データの利活用
岸本 大輝 *, 植田 憲 **（千葉大学工学部 *, 千葉大学 **）

PA-40

地域・風土性を生かしたデザイン・アート展覧会の現状把握とその体系化の研究
藤澤 忠盛（昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科）

PA-41

千葉市都市農業交流センターのロゴマークおよび愛称の提案

PA-42

中国湖南省隆回県における花瑶族の伝統的な葬儀にみられる服飾

宮田 佳美 , 郭 庚熙 , 高木 友貴 , 松崎 さおり , 植田 憲（千葉大学大学院）
阮 将軍 *, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PA-43

中国・江南地域における伝統的生活工芸「梳箆」の継承
陳 雨璇 , 夏 彬 , 植田 憲（千葉大学）

PA-44

ソーシャルロボットのデザイン
岩崎 奨吾 , 工藤 赳夫 , 齋藤 歩美 , 小池 星多（東京都市大学）

PA-45

3D 造形技術に基づく歴史的造形物を活用した製品提案

PA-46

３D 技術を用いた歴史的造形資源の共有化

高木 友貴 * 青木 宏展 * 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）
青木 宏展 *, 大海 知広 **, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PA-47 「万祝」の図柄を用いた製品提案
郭 庚熙 *, 青木 宏展 *, 高木 友貴 *, 宮田 佳美 *, 岸本 大輝 **, 松崎 さおり **, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PA-48

JR 成東駅北側休耕地の利活用の実践と展望
孟 晗 *, 鋤田 光彦 *, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）
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ポスター発表
７／２（日） 11:00 〜 12：00

ポスター B 会場

E館 E901.E902.E903

ポスターセッション B

PB-01

音階・音圧を色相・線幅に対応させたお絵かきアプリケーション開発

PB-02

電子書籍のモーショングラフィックスの有無による印象の違い

鶴岡 将大 , 吉田 周生 , 轟 翔貴 , 角田 真和 , 佐野 昌己 , 川合 康央（文教大学情報学部情報システム学科）
松尾 俊基 *, 松岡 苑子 **, 梁 元碩 **, 柴田 直也 *（芝浦工業大学大学院理工学研究科 *, 芝浦工業大学デザイン工学部 **）

PB-03

情報認識配分の変化を利用したインターフェイスの提案
毛 暁辰 , 水谷 元 *（東京工芸大学 *）

PB-04

視線操作を用いて物理的な形状変化を起こすインタラクティブアートの制作
高橋 香輝 *, 小野 建太 **, 渡邉 誠 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PB-05

脳卒中患者の回復モチベーション持続を支援するウェアラブルロボット

PB-06

締めつけ刺激を用いたゲーム用インタフェースの提案

宮本 賢太 *, 西尾 浩一 **（福井工業大学工学研究科社会システム学専攻デザイン学コース *, 福井工業大学環境情報学部デザイン学科 **）
渡辺 弘樹 *, 佐藤 浩一郎 **, 上田 エジウソン **, 寺内 文雄 **（千葉大学院 *, 千葉大学 **）

PB-07

急速充電スタンドにおける操作方法に関する研究
柴田 直也 *, 廣橋 孝紀 **, 梁 元碩 **, 松尾 俊基 *（芝浦工業大学大学院理工学研究科 *, 芝浦工業大学デザイン工学部 **）

PB-08

光センサーとタブレット PC を用いた医薬品情報提供装置の開発
石原 聖也 *, 小山 慎一 *,**, 古野 真菜実 *, 泉澤 恵 ***（千葉大学大学院融合理工学府 *, 筑波大学芸術系 **, 日本大学薬学部 ***）

PB-09

ショッピングセンターにおけるフロアナビゲーションに関する研究

PB-10

歩道において歩行者を誘導する投影映像の制作

伊藤 圭祐 *, 渡邉 慎二 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）
長田 直 *, 小野 健太 **, 渡邉 誠 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PB-11

小児がんの治療説明におけるヒーローの視覚的活用プロセス
岩藤 百香 *, 松本 正富 **（川崎医療福祉大学 *, 京都橘大学 **）

PB-12

商品印象につながるパッケージ構成要素の重要度の研究
小田 彩花 *, 赤澤 智津子 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

PB-13

視覚による行為の知覚と形状の関係

PB-14

漆の魅力を再発見するための製作

加藤 健大（芝浦工業大学大学院）
堀場 建太 *, 西尾 浩一 **（福井工業大学大学院 *, 福井工業大学 **）

PB-15

段ボールの特性を活用した折りたたみ椅子の制作研究
吉田 傑 *, 細谷 多聞 **（札幌市立大学大学院 *, 札幌市立大学 **）

PB-16

昆虫料理デザインのこれから - 美味しさの追求からみえる可能性 高橋 祐亮 *, 須永 剛司 **（東京芸術大学大学院

PB-17

子どもと自然をつなぐ体験型学習装置

PB-18

大学におけるチャイムシステムの提案

美術研究科 *, 東京芸術大学 **）

妹尾 涼 *, 白石 照美 **（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学 **）
鈴木 晴子 *, 高浜 想太 **, 永見 豊 ***（拓殖大学大学院 *, 株式会社アトラス **, 拓殖大学 ***）

PB-19

使用者が癒しを感じる布製製品の特徴分析
髙橋 めぐみ *, 佐藤 浩一郎 **, 上田 エジウソン **, 寺内 文雄 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PB-20

クリエイター向け片手デバイスの提案
内堀 裕一朗（千葉工業大学大学院）

PB-21

OTC 医薬品の陳列方法が消費者の情報探索行動に与える影響

PB-22

スマートフォンのためのフォント・デザイン

小山 慎一 *, 秋山 佳菜 **, 中村 早希 **, 立野 光梨 **, 神藤 真優 **, 石原 誠也 **, 林 彩夏 **, 泉澤 恵 ***（筑波大学 *, 千葉大学 **, 日本大学 ***）
顧 倩菁 *, 後藤 吉郎 **（武蔵野美術大学 大学院 *, 武蔵野美術大学 **）

PB-23

オノマトペを利用した視覚表現についての研究
森本 早智（岡山県立大学 大学院）

PB-24

冬の海におけるサーフィン対象者から見たウェットスーツ脱衣時における環境改善製品の提案
萩原 志周 *, 小野 健太 **, 渡邉 誠 **（千葉大学院 *, 千葉大学 **）

PB-25

プロダクトアウトによる教育サービスの企画プロセス

PB-26

視覚に障がいを持つ子どものための食器セットの提案

濱西 冴月 , 広沢 晴菜 , 北島 彩香 , 前嶋 なつ実 , 安武 伸朗（常葉大学）
宮前 貴行 *, 赤井 愛 **, 古川 千鶴 ***（大阪工業大学大学院 *, 大阪工業大学 **, 社会福祉法人京都ライトハウス あいあい教室 ***）

PB-27

広域災害における LED 照明を用いた避難誘導方法の研究
永山 雅大 *, 原田 一 **, 永山 広樹 ***（東北工業大学大学院 ライフデザイン学研究科 *, 東北工業大学 **, 静岡文化芸術大学 ***）
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PB-28

工場で働く女性の身体的負担を軽減する台車の提案

PB-29

宅配企業の配達員に向けた階段昇降台車の提案

赤井 愛 *, 平田 瑞樹 **（大阪工業大学 *, 御杖村役場 **）
福山 雅人 *, 渡邉 慎二 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PB-30

下肢不自由者のための雪道移動ツールの提案と検証２
安田 創 *, 柿山 浩一郎 **（札幌市立大学 大学院 *, 札幌市立大学 **）

PB-31

UD 視点による呼吸器プロダクトの可能性についてー３
肥田 不二夫 *, 孫 澤 *, 細谷 誠 **, 権 寧博 ***, 伊藤 玲子 ***, 戸田 健 ****, 滝畑 翔太 ****, 中川 一人 *****
（日本大学大学院芸術学研究科 *, 日本大学芸術学部 **, 日本大学医学部 ***, 日本大学理工学部 ****, 日本大学生産工学部 *****）

PB-32

突き板の塗装加工による物理的・感覚的特性の変化
千田 真司 *, 白石 照美 **（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学 **）

PB-33

弾性スギ圧縮木材によるフレーム部材の強度検討
高木 拓哉 *, 阿部 眞理 **, 白石 照美 **, 小幡谷 英一 ***, 足立 幸司 ****
（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学工学部 **, 筑波大学大学院生命環境科学研究科 ***, 秋田県立大学木材高度加工研究所 ****）

PB-34

スギ LVL と紙材を組み合わせた材料による家具部材の作製

PB-35

顔アイコンの鑑賞・配置・描画に対する生理心理評価と同調的反応

沢田 信哉 *, 阿部 眞理 **（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学工学部 **）
吉岡 聖美（明星大学）

PB-36

製品デザインにおけるノスタルジア感情の生起要因
加藤 幸佳 *, 塚本 カイノ *, 木谷 庸二 **(京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **)

PB-37

脈拍数に応じて演出が変化するホラーゲームデザイン
川合 康央 , 荒木 勇人 , 池田 太一 , 落合 優介 , 阿部 将之 , 小澤 拓海 , 一瀬 啓太 , 佐久間 拓也（文教大学）

PB-38

器を手に持ったコンビニ弁当食事スタイルの提案

PB-39

商品陳列用台車兼用什器の提案

若尾 健太郎 *, 和田 功 **（信州大学院 *, 信州大学 **）
木村 光 , 植村 保志人（愛知産業大学）

PB-40

日本と中国における沿岸都市観光案内サインに関するデザイン提案
張 路 , 李 禹臻 , 徐 威（中国大連理工大学）

PB-41

中国人を対象とした敷物に対する感覚評価
姜 超 *, 阿部 眞理 **（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学 **）

PB-42

編むことによる木材利用の可能性拡大

PB-43

竹材における染色部位と色が及ぼす印象への影響

芦田 ひかり *, 佐藤 浩一郎 **, 上田 エジウソン **, 寺内 文雄 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）
沈 得正 *, 佐藤 浩一郎 **, 寺内 文雄 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PB-44

染色竹材を用いた自動車内装材の提案
菅 匠 *, 沈 得正 *, 上田 エジウソン **, 佐藤 浩一郎 **, 寺内 文雄 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PB-45

思いやりの気持ちを育む遊び「たいようキラキラ花さかキッズ」の活動報告
小宮 加容子 , 佐竹 希里 , 宮浦 志穂（札幌市立大学）

PB-46

色と形から想像し発展させる構成遊び「イロイロカタチ」の活動報告
籔谷 祐介 , 小宮 加容子 , 佐々木 のぞみ , 高橋 真由（札幌市立大学）

※本発表プログラムはあくまでも予定であり、発表の有無・時間・順序等は、発表者あるいは運営者の都合により、取消・変更されることがあります。
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