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新総裁に瑶子女王殿下御就任
11 月開催の 10 周年記念イヴェントにご臨席
故寬仁親王殿下のご次女で日頃から社
会福祉にご関心のある瑶子女王殿下が、
8 月 29 日（木）付で正式に IAUD 新総
裁にご就任されました。
瑶子女王殿下には昨秋の「第 4 回国際
ユニヴァーサルデザイン会議 2012 in
福岡」の開会式にご臨席いただき、公
開シンポジウムと併設展示会もご観覧
いただきました。
ま た 、 11 月 21 日 （ 木 ） に 開 催 さ れ る
「IAUD 設立 10 周年記念イヴェント」にも
ご臨席いただき、おことばを頂戴する予定
第 4 回国際 UD 会議 2012 in 福岡の開会式にご臨席
です。

第 4 回国際 UD 会議 2012 in 福岡の公開シンポジウムと展覧会をご鑑賞なさる瑶子女王殿下
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IAUD の活動にご関心
特集：皇太子殿下が IASDR2013 IAUD ブースをご巡覧

IAUD ブースをご巡覧される皇太子殿下と説明をする川原久美子事務局長
皇太子殿下後方は杉山和雄 IASDR2013 組織委員会委員長

第 5 回国際デザイン学会連合国際会議(IASDR2013、主催:日本デザイン学会、日本感性工
学会、日本学術会議)が 8 月 26 日(月)から 30 日(金)まで芝浦工業大学豊洲キャンパス(東
京・豊洲)で開催され、皇太子殿下は 8 月 27 日(火)の開会式にご臨席されました。また、併設
の展示会場「Design of Excellence」にも立ち寄られ、IAUD ブースをご巡覧されました。皇太
子殿下は IAUD の活動に関心を寄せられたご様子で、会員企業の UD 製品を手に取って実際
にお試しになられました。
今号の Newsletter では IAUD ブースご巡覧の様子と IASDR2013 の概要をお伝えします。

IASDR2013 とは
国際デザイン学会連合（IASDR）は、世界の主
要なデザイン研究団体である日本デザイン学会
（JSSD）、韓国デザイン学会（KSDS）、台湾デザ
イン学会（CID）、デザイン研究学会（DRS:イギリ
ス）、設計工学会（DS:イギリス）を傘下に、2005
年に設立された研究団体連合です。
IASDR 国際会議は、これまで 2005 年に雲林（台
湾）、2007 年に香港（中国）、2009 年にソウル
（韓国）、2011 年にデルフト（オランダ）と 2 年ごと
に開催されており、日本では今回が初の開催とな
りました。
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IASDR2013 会場

IASDR2013 のメインテーマは「デザインにおける知の統合と革新」。会議は論文発表やテーマ
に基づく基調講演とシンポジウム、デザインにおける博士教育のワークショップや展示会など、
多様なプログラムが行われ、5 日間の開催中、41 の国・地域から研究者や教育者、デザイナー
など約 700 人が出席し、世界のデザイン研究の相互理解がなされました。

開会式でおことばを述べられる皇太子殿下

満員となった開会式会場

27 日に行われた開会式には皇太子殿下がご臨席され、「リサイクルしやすい製品のデザインや、
文化、言語、年齢、性別、障害や能力の如何（いかん）を問わず、全ての人にとって使いやすく
快適な施設、製品、情報のデザインが増えていくことなどを通じ、多様な人々の生活の質の向
上に皆さんが尽力しておられることに深く敬意を表します。（中略）世界が環境問題や高齢社会
などの複合的な課題を新たなサービスの創出と質の向上などを通じて克服していくために、デ
ザイン学の役割は今後より重要となります（日本語訳：主催者）」と、英語でおことばを述べられま
した。

関心を寄せられた IAUD ブース
皇太子殿下は開会式に続き、障害者や子
どもにも使いやすくデザインされた製品な
どを集めた展示会を御巡覧され、IAUD の
ブースもご覧になりました。IAUD ブースに
は IAUD の設立経緯や活動内容を紹介し
たコーナーの他、会員企業 7 社がそれぞ
れ UD の取り組みを説明したパネルや UD
製品等を展示しました。
皇太子殿下には川原久美子事務局長が
IAUD の設立経緯やこれまでの主な活動
について説明いたしました。

IAUD ブースでの皇太子殿下と川原事務局長
右側は NEC の新野隆副社長
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会員企業のコーナーでは、皇太子殿下は各
企業の UD に対する取り組みについての
説明をお聞きになり、また UD 製品を手
に取って実際にお試しになられました。
しゃべるロボットには、こんにちはと話し
かけられました。
また、UD の視点が取り入れられているコ
ピー機の説明をお聞きになられました。
展示していたイスには実際にお座りにな
られて、座面が前後にも動くと驚かれてお
られました。
IAUD アウォード 2012 の大賞を受賞した企業の説明には、お祝いのおことばをいただき
ました。
さらに、展示していた机の操作レバーを握
られ、実際に動かされていました。
また、印刷のフォントについて紹介したパ
ネルをご覧になられました。
最後に、スマートフォンの液晶画面を触ら
れて、感触を確認されていました。
皇太子殿下は他の展示ブースに移動された
後、再び IAUD のブース前を通過される時
に振り返られ、IAUD の活動に対して励ま
しのおことばを頂戴しました。
※皇太子殿下が IAUD のブースをご巡覧された様子は 8 月 27 日(火)付の朝日新聞、ロ
イター通信にも取り上げられました。詳しくは以下をご覧ください。
http://www.iaud.net/news-f/archives/1308/28-203000.php

IAUD ブースのご紹介
IAUD ブースには会員企業の日本電気㈱（NEC）、㈱リコー、㈱岡村製作所、積水ハウス
㈱、コクヨファニチャー㈱、㈱モリサワ、富士通㈱が出展参加し、それぞれ UD の取り
組みを紹介したパネルや UD 製品を展示しました。

会員企業 7 社が参加した IAUD ブース
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皇 太 子 殿 下 も ご覧 に なられ た 故 寬 仁 親 王 殿 下の
IAUD 設立時のおことば「100%の障害者はいない。
100%の健常者もいない。」

日本電気㈱

㈱リコー
㈱岡村製作所

積水ハウス㈱
コクヨファニチャー㈱
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㈱モリサワ

富士通㈱

また、展示会場には IASDR のブースやキッズデザイン協議会のブース、G マーク（グッドデザイ
ン賞）のブース、海外からの展示もありました。

キッズデザイン協議会

主催者の IASDR ブース

G マークのブース
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海外からの展示
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市民を対象に IAUD を紹介
28 日（水）には豊洲地区周辺の一般市民や学会参
加者を対象にした市民公開講座「デザインから考え
る暮らしの『安心・安全』」が行われ、川原啓嗣専務理
事が「安心・安全のための UD」について講演し、UD
の簡単な説明や IAUD の主な取り組みをわかりやす
く紹介しました。（了）
※IASDR2013 詳細は以下のサイトをご覧ください。
http://www.iasdr2013.jp/

講演する川原専務理事

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAUD 設立 10 周年記念イヴェント開催のお知らせ
UD 検定と IAUD アウォード 2013 表彰式も同時開催
IAUD は本年 11 月 28 日に設立から 10 年を迎えるにあたり、11 月 21 日（木）に富士ゼロック
ス R&D スクエア（横浜・みなとみらい）において、「IAUD 設立 10 周年記念イヴェント」を開催い
たします。
当日は IAUD 新総裁の瑶子女王殿下にご臨席いただきおことばを頂戴するほか、国土交通省
都市局長の石井喜三郎氏と岩手大学地域連携促進センター客員教授の渡邉政嘉氏による基
調講演や、「これまでの 10 年、これからの 10 年～クールジャパンと海外戦略における UD～」
をテーマにしたパネルディスカッションを予定しております。
さらには、「第 4 回 UD 検定・初級講習会＆検定試験」や「IAUD アウォード 2013 表彰式」も同
時開催いたします。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。詳細は以下をご覧ください。
http://www.iaud.net/event/archives/1309/16-000000.php
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IAUD 10 月の予定
月

火
1

水
2

木
3

金
4

土
5

日
6

11

12

13

19

20

26

27

13:30～
メディア UDPJ
電通ダイバーシテ
ィ・ラボ フォーラム
参加
@電通ホール

7

8

9

10

15：00
検定委員会
＠IAUD サロン

14 体育の日

21

15

22

28

29

16

17

18

10:30～
移動空間 PJ
渋谷駅調査＆意
見交換会
＠IAUD サロン

14:00～
衣の UDPJ
＠IAUD サロン

13:30～
余暇の UDPJ
手話通訳 SWG
＠IAUD サロン

23

24

25

15:00～
運営委員会
＠IAUD サロン

13:30～
標準化 WG
＠オートサロン・
アムラックス東京

30

31

15:00～
協同事業検討委
員会
＠IAUD サロン

Newsletter では、誌面を会員の皆さまの UD に関わる情報交換の場と位置づけています。
ぜひ、会員企業の UD 商品開発事例や PJ/WG の活動成果事例等の情報、国内外の UD
関連イヴェント、シンポジウム等の開催情報をお寄せ下さい。
-----------------------------------------------------------------------------次号は 10 月中旬発行予定
特集：特別ワークショップ「48 時間デザインマラソン in こうべ」開催報告（予定）
無断転載禁止
IAUD 情報交流センター（IAUD サロン）：
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-25-9 トヨタ八丁堀ビル 4 階
電話：03-5541-5846 FAX：03-5541-5847 e-mail：salon@iaud.net
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