
ユニバーサルデザイン
なるほどぶっく



「ユニバーサルデザイン」という言葉は米国ノース
カロライナ州立大学の教授であったロナルド・メイ
ス氏によって提唱された

＜すべての人々のためのものづくり＞



すべての人々のためのものづくり

ユニバーサルデザインとは年齢・性別・体格・国籍・言葉の違いや障
害を越えて可能な限り多くの人々に対して、公平で安全・快適な物
や環境・システムをつくる事及び考え方をさしています。



人はみんな同じではない
さまざまな人々、加齢とは、障害とは

つまでも
若くありません

でも障害を持つ
ようになります

会の役割

さ まざまな人々 誰

い 社
我が国の障がい者認定（要約）

●総理府「障害者白書」（２０００）より



これからの世の中
高　齢　化　社　会

私たちは、いじめや環境破壊などにみられるように、人や物を大切に

する心や、自然や伝統の良さを見過ごしてきました



●１９７０年・・・HWO障害ある人の調査

調査報告を世界の学識者に依頼、
その中の一人がロナルド・メイス
だった

●１９７４年・・・HWOバリアフリー
　　　　 デザイン報告書

ユニバーサルデザイン
（UD）の言葉が始めて登場
する

●１９９８年・・・リハビリテーション
法                          
 　　　　５０８条

アメリカ連邦政府がIT関係の
機器やサービスを調達する場
合に、障害をもつ人のアクセ
スを保証したもののみ購入の
義務化

・第１回ユニバーサルデザイ
ン学会開催、ロナルド・メイ
ス　　ユニバーサルデザイン
提唱　　者が講演

・ロナルド・メイス他界（第
一回　ユニバーサルデザイン
学会講習から１週間後）

●１９９０年・・・ADA障害をもつ
　　　　 アメリカ人法成立

雇用、公共、施設、交通、通信
の４分野における差別の禁止



● 1941年、米国ニュージャージー州生まれ

●ノースカロライナ大学デザイン学科教授

●同大学ユニバーサルデザインセンター所長

自ら障害を持つ者として、アクセス権獲得

運動で活躍。ADA法（障害をもつ米国民

法）の制定にも参加し、米国大統領殊勲

賞ほか、建築、工業分野の受賞多数

ロナルド・メイス[プロフィール]



自動ドア スロー プ

公平な実用性
（役に立ち、市場性がある）
１原則

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ①　Ｅquitable　Uｓｅ

a．すべてのユーザーが同じ手段・手法で利用できる

b．どのようなユーザーをも分け隔てしたり、特別扱いをしない



右きき･左きき用のはさみ（両用） 高さのちがう公衆電話

柔軟性
（個人の好みや能力に対応している）
２原則

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ②　Ｆｌｅｘｉｂｌｉｔｙ　Uｓｅ

a．使い方を調べる

b．右手でも左手でも使える

c.ユーザーが正確・精密に使える



テレビやビデオのプラグ ピクトグラム（絵文字）

３
Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ③　Ｓｉｍｐｌｅ　ａｎｄ　intuitive　Uｓｅ

簡単でカンだけで使える
（経験、知識、言語知識、集中力等
　に無関係に使える）

a．複雑さがない

b．カンや予想を頼りに使える

原
則



シャンプー容器のギザギ 自動水栓（センサー付）

感覚でわかる情報
（ユーザーの知識や環境条件に関
わりなく効率的に情報を提供する）
４原則

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ④　Ｐｅｒｃｅｐｔｉｂｌｅ　ｌｍｆｏｒｍａｔｉｏｎ

a．視覚、聴覚、触覚に対してさまざまな

　　伝達方法で重要な情報を伝える



誰にも安心・安全ハサミ 安全ピン

エラー対応
（事故や間違いで生じる危険を最小限に
する）
５原則

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ⑤　Ｔｏｌｅｒａｎｃｅ　Ｆｏｒ　Ｅｒｒｏｒ

a．危険やミスを最小限にするように要素をまとめる。もっと
も使用頻度の高い要素をもっと使いやすくし、危険な要素は
なくすか切り離す。あるいは何らかの防護装置を施す



レバー式の水栓 ワンタッチ式ライト

労力が少なくてすむ
（肉体的労働を最小限におさえられる）６原則

Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ⑥　Ｌｏｗ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｅｆｆｏｒｔ

a．ユーザーが、無理のない姿勢を維持できる

b．無理のない力で操作できる

c.繰り返し動作を最小限にする



ノンステップバス みんなのトイレ

７原則
Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ⑦　Ｓｉｚｅ　ａｎｄ　Ｓpace　ｆｏｒ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　ａｎｄ　Ｕｓｅ

利用しやすい大きさと空間
（体格、姿勢、可動性に無関係に
　利用できる）

a．どのような立位、座位の人に対しても重要な要素が目につく
　　ようにする



ユニバーサルデザインの相違

バリアフリー



ステープラー
＜ラッチキ＞
367円から

●UD企業の取組み
コクヨ

KOKUYO   S＆T   Co.,LTD.



電子血圧計CH-671F
１５，７５０円(税込）

シチズン・システムズ株式

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD.

●UD企業の取組み



フローピア魔法びん
浴槽シリーズ
手すり一体タイプ
タッチ水栓
143万8500円から

TOTO　
TOTO　LTD.

●UD企業の取組み



ラウム
146万7000円
～19６万1000円

トヨタ自動車　

TOYOTA   MOTOR   CORPORATION

●UD企業の取組み



UD先進地事例

静　岡　県

「福祉のまちづくり」をいかにして広げていくかを模索して
いたときに出会った言葉が「ユニバーサルデザイン」。

《石川知事とUDとの出会い》

●福祉行政に関して今までは、障害ある人を特別視し

て庇護や保護の対象とみなす考えが根底にあることを

指摘しています。『障害を抱えていても、自立した生活

を志向する人たちは多いし、増えています』。と言われ

て、慈悲の心や憐憫の情だけで対応は難しく、受け入

れ側への気持ちへの考慮を重視している



■主体的運営参加

『ハードの整備に加えて、住民参加によ
る施設の維持管理や情報交流など、ま
ちの運営に住民や事業者がかかわって
いくことにより、すべての人が生き生きと
暮らすことが出来るまちづくりが進むも
のと認識しています。』

■参加型デザイン

『ユニバーサルデザインは参加を基本と
したデザインです。まちづくりにしても、
そこで暮らす住民の方々や、企業や商
店など事業者の方々の意見を聞くこと
からはじまります。』

UD先進地事例

静　岡　県



浜　松　市
《整備の一例》

ハ
ー
ド

ソ
　
フ
　
ト

●音声誘導システム

●浜松市循環バス「く・る・る」

●低床オムニバス

●ユニバーサルデザインの条例（仮例)の制定

●ユニバーサルデザインについての出前講座

●ユニバーサルデザイン講習会など

●「みんなでユニバーサルデザイン」というパンフレットをつくり、
　　市内の小学校４年生の児童全員に配布。子どもの心の中に
　　ユニバーサルデザインという種をまくことも行われています。

UD先進地事例



● こころ優しいひとづくり

● 市民が自立できる社会づくり

● 歩きたくなる安心、安全のまちづくり

● 利用してみたくなる施設づくり

● 使ってみたくなるモノづくり

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



社会参加は公共交通から 手を取り合う社会

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



皆に利用しやすい電話ボックス 多くの人に分かりやすく

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



がい者、お年寄り用カウンター 街は人が楽しむ空間

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



安心な多目的トイレ 誰もが利用しやすい

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



雨や風の日も快適 小回わり良い低床ミニバス

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



人に優しい段差・ステップ 多くの人に配慮した階段施設

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



分かりやすいエレベーターハウス 歩きやすく安全な歩道

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



子供も安心シースルーエレベーター 民間（民地）の協力も大切です

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



触地看板や音声ガイドも 特に大切な公共施設サイン

ユニバーサルデザイン市民アンケートから

浜　松　市



UD先進地事例

鷹　巣　町

デンマークに最も近い福祉の町
秋田県 鷹巣町

人口／２．２万人　高齢化率／２６．５　面積／３２５k㎡



■秋田県の小さな町に、「住民と行政が一体となって
つくりあげた、ユニバーサル｣デザインの施設がある

■デンマークをお手本にして、すべての人が住みや
すい町をめざす町シンボル「ケアタウンたかのす」

《岩川氏の持論》

『福祉は恵むものでも恵まれるものでもない。自分たち
がどうどうと主張してつくりあげて行くもの。そう考えるよ
うになって、はじめて住民が住民として成長するもの』

UD先進地事例

鷹　巣　町



平屋造りで車寄せから居室まで完
全なバリアフリー

ワーキンググループの声に応え
て設けた畳コーナー

ケアタウンたかのす

UD先進地事例

鷹　巣　町



「サテライト計画」の2号施設。健康づくりの拠点「健康センター」
や後出の「ウェルフェアテクノハウス」と同じ敷地

UD先進地事例

鷹　巣　町

鷹巣町地域福祉センター



中心街の空店舗を利用した世代交流の場であり、生きがい活動支援の場

UD先進地事例

鷹　巣　町

げんきワールド



機器の貸し出しや住宅改修のシュミレーションなどを行う施設

UD先進地事例

鷹　巣　町

助器具センターたかのす



高齢化に対応した21世紀型の研究をするための研究用施設

UD先進地事例

鷹　巣　町

ウエルフェアテクノハウス



 人　　口／67,624人（H15.6.1現在）　高齢化率／21.1％　（H15.4）

  面　　積／139.5k㎡　観光客入込数／約318万人

伝統の和風建築が残る町並み

UD先進地事例

高　山　市



バリアフリー観光情報端末の整備

・音声ガイダンスの活用　・手話アニメーションの採用

・タッチパネルの採用　 ・漢字ルビの採用　 ・外国語への対応

・視力に障害のある方にも見やすい画面（文字サイズ・コントラスト・色彩の工夫）

UD先進地事例

高　山　市
福祉観光都市づくりのヒント①



道路のバリアフリー整備

・マウントアップ歩道

・カラー舗装、車道とフラットな

　歩行者ゾーン

・歩車共存型の道路にする

「多目的トイレ」の整備

・約120ヶ所の多目的トイレ

・男性用トイレにベビーシート

UD先進地事例

高　山　市

福祉観光都市づくりのヒント② 福祉観光都市づくりのヒント③



市民と観光客がふれあえる拠点 福祉メディアショップや、雑貨店

「人にやさしいホテル」を見てみよう

〔高山グリーンホテルのユニバーサルルーム事例紹介〕

UD先進地事例

高　山　市

［空き店舗の活用１］ ［空き店舗の活用2］



手すりや補助イスなど、安全に入浴でき
る工夫

昇降式便座や手すりなど使いやすい
トイレ

「人にやさしいホテル」を見てみよう

〔高山グリーンホテルのユニバーサルルーム事例紹介〕

UD先進地事例

高　山　市

風　呂 トイレ



車イスが動きやすいスペースを確保
している

起きあがりを補助するベッド、枕元
には介護補助用品

「人にやさしいホテル」を見てみよう

〔高山グリーンホテルのユニバーサルルーム事例紹介〕

UD先進地事例

高　山　市

洗面所 ベッド



ユニバーサルデザイン研究会
会議風景

提言書の提出
（鈴木会長から佐藤知事へ）

提言書

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ A



基本的な１０の視点を設定

１．「いのち・人権・人格の尊重」の視点

２．「共生」の視点

３．「安全・安心と生命（いのち）の大切
さ」の視点

５．「倫理観の尊重」の視点

４．「未来の世代からの信託」の視点

６．「男女共同参画」の視点

７．「高齢化への対応」の視点

８．「国際化への対応」の視点

９．「地域経済・産業の活性化」の視点

１０．「気づき」の視点

《積極的に推進する能動的なスタイルへ》

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｃ



一つの方法でいろいろなニーズを満たすデザイン

５つの実現手法

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｄ



利用者のニーズに合わせてオプションの追加や改造を
容易に行なえるデザイン

５つの実現手法

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｄ



利用者の体力等に応じた複数の選択肢を用意するデザイン

５つの実現手法

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｄ



①ユニバーサルデザインの意識づくり

だれもがユニバーサルデザインチェックを簡単に行える「みんなのものさし」の作成等の
　普及啓発
推進の核となる人材組織づくり　 ユニバーサルデザインに関する教育の推進

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｄ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



②こころのユニバーサルデザイン

障害のある子供とない子供が共に学ぶ教育の推進　 世代、国籍、障害の有無等の
違いを超えたすべての人の交流の推進

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｄ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



住　宅

③暮らしのユニバーサルデザイン

ADA法（障害をもつアメリカ人法）を参考にした障がい者差別禁止方策の検討

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｅ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



交　通

③暮らしのユニバーサルデザイン

DV（ドメスティックバイオレンス）、虐待、障がい者差別等に対するセーフティー
ネットの構築

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｅ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



公　園

③暮らしのユニバーサルデザイン

だれもが働きやすく、社会参加しやすい環境づくり

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｅ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



公　園（公共・公益施設）

④まちづくりのユニバーサルデザイン

文字の大きさ、色彩、配置等を総合的に考えたサイン計画 NPOと連携したまちなかの
利便性のチェックや、「障がい者マーク」等の表示内容・場所の適性化

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｅ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



（ものづくり）

⑤ものづくりのユニバーサルデザイン

ユニバーサルデザインの製品開発の支援　 県によるユニバーサルデザイン製品の積極的
な調達等、ユニバーサルデザイン製品の利用促進

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｅ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



（サービス・情報）

⑥サービス・情報のユニバーサルデザイン

旅館・ホテルやレストランでの接客等、民間サービスの向上　 複数の手段による
、複数の知覚に訴えた、わかりやすい行政情報の提供

福島県の
ユニバーサルデザインの取組み・ Ｅ

ユニバーサルデザイン分野別の取組み



●主催／ふくしまユニバーサルデザインフェア実行委員会
　　　　　　福島県デザイン振興会・NPO法人ふくしまユニバーサルデザイン



■第１回1999年 出展数67件、 入場者数 8,300人　

　　・最優秀賞／㈱坂本乙造商店 〒965-0042 福島県会津若松市大町1丁目4-51

■第２回2000年 出展数74件、 入場者数 7,500人　

　　・最優秀賞／二本松工業高等学校〒964-00937 福島県二本松市榎戸1-58-2

■第３回2001年 出展数80件、 入場者数 4,000人

　　・最優秀賞／㈱ウインウッド〒964-0029 福島県二本松市永田5-20

■第４回2002年 出展数72件、 入場者数 7,000人　

　　・最優秀賞／福島山の木で家を作る会〒963-8852 福島県郡山市台新2-31-10

樽川技建㈱内 山田担当

■第５回2003年 出展数95件、 入場者数 9,100人　

　　・最優秀賞／福島森の遊学会 〒963-8852 福島県郡山市台新2-31-10

樽川技建㈱内 山田担当

■第６回2004年 出展数92件、 入場者数 10,250人

　　・最優秀賞／エコリビングパークしらかわ㈱クニヒロホームテック

〒961-0102 福島県西白河郡中島村大字滑津字平各塚2

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成12年度 テープカット ■平成12年度 最優秀賞二本松工業高校

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成12年度 県知事と関係者の談笑 ■平成14年度 最優秀賞表彰風景

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成14年度 最優秀賞 福島山ノ木で家を作
る会

■平成14年度 県知事来場風景

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成16年度ユニバーサル・ファッションショー ■平成16年度各種ユニバーサル商品

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成16年度外イベント・ゴスペルソング ■平成16年度NPO 福島県緑の協力隊

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成16年度柏屋の店舗作りにおけるUD ■平成16年度UD推薦商品に認定された

　　ファンタジー着物・帯

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績



■平成16年度東北販売福島㈱コクヨUD商品 ■平成16年度あさかホスピタル病院関連

　スペシャルオリンピック

ふくしまユニバーサルデザインフェア実績




