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アウォード事業を海外に発信
「IAUD アウォード 2017 発表会＆シンポジウム in ミュンヘン」
開催のご案内
国内外より多数の応募がありました「IAUD アウォ
ード 2017」の発表会及びプレゼンテーションを、3 月
9 日（金）にドイツ・ミュンヘンで開催いたします。
今回で 7 年目となる IAUD アウォード事業を今後
より海外へ発信するためにも、初めて海外でイヴェ
ントを実施することになりました。
当日は「IAUD アウォード 2017」の結果発表、大
賞・金賞受賞者によるプレゼンテーションのほか、
UD 有識者をお招きしてのシンポジウムも行いま
す。
皆様のご参加、またご周知をどうぞよろしくお願
いいたします。

「IAUD アウォード 2016」表彰式の様子
（2016 年 12 月、名古屋）

開催日程：3 月 9 日（金）11：00～17：00（現地時間）
会場：オスカー・フォン・ミラー・フォーラム（ドイツ・ミュンヘン）
https://www.oskarvonmillerforum.de/en/home.html
共催：ドイツユニヴァーサルデザイン研究所
プログラム：開会式
審査結果発表・表彰式
大賞・金賞受賞者のプレゼンテーション
IAUD アウォード・レセプション
発表会会場
UD シンポジウム
------------------------------------------------------------------------------
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誰もが着る喜びを実感できる社会づくりを目指して
衣の UD プロジェクト 活動報告
高齢者や被介護者向けの衣料研究
衣の UD プロジェクトは、時代にあった、人と衣服の新しい関係を見つめなおし、年齢、身体
機能、性別、文化などに関わらず、着やすさ、ファッション性、安全性などを兼ね備えた衣服の
研究を行っています。
とくに近年の介護や医療のニーズの高まりを受けて、高齢者や被介護者向けの衣料やウエ
アラブルな素材や商品に強い関心を持って情報収集を行っています。
このような活動を通して、私達は、誰もが着る喜び、生きる歓びを実感できる社会づくりの努
力を続けています。
今号の Newsletter では、最近の衣の UDPJ の活動内容を森秀男と替地あや子の両メンバー
が報告します。
「衣・着る」～心豊かに～
2017 年 11 月 20 日（月）に「シルバーEXPO2017」で IAUD が開催した「UD ステージ」では、
衣の UDPJ は「『衣・着る』～心豊かに～」をテーマに、これまでの活動報告を行いました。
衣服における UD の構築、産学民共同による UD 衣服の研究・開発・普及について解説し、
衣の UDPJ の具体的な活動を以下の 3 領域にわたって発表しました。
➀見学会・研修会の企画実施
・「第 5 回国際 UD 会議 2014 in 福島＆東京」で東京ワークショップ「災害時に必要な衣の要素
の抽出」開催
・湘南ロボケアセンター(HAL)における歩行アシスト体験
・信州大学の歩行ロボット「Curara」のセミナー実施
・信州大学繊維学部の研修と見学

（左より）東京ワークショップ、信州大学繊維学部の研修、歩行ロボット「Curara」のセミナーの様子
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・東日本大震災の被災地である宮城県女川町での研修会
・東北福祉大学で災害用の UD 衣服についての研修会

東北福祉大学での研修会の様子

・「第 4 回国際 UD 会議 2012 in 福岡」での発表
➁UD 衣服の開発
・身体の構造と機能性について専門書の活用（『基礎被服衛生学』）
・災害にも役立つ UD ジャケットの開発

➂冊子「衣・着る」
・衣服と人間の関係性を、こころとからだ、文化や社会生活などについて説明
・誰にでも分かるように平易な表現の和文と英文で作成
・vol.1 と vol.2 を作成し、vol.3 を編集中

冊子「衣・着る」
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先端テクノロジーの動きにも注視
衣の UDPJ はこれまで、「人間と衣服、技術、生活、社会環境」などの関係における UD を継
続的に研究してきました。
2018 年度は、以下の 3 点を予定しています。
・冊子「衣・着る vol.3」（テーマ「衣 to イノベーション」）の編集・発行
・信州大学と共催でセミナー開催
・UD ジャケットの取り扱い説明書作成（実証テスト込み）
さらに、「コトの UD」を視野に入れ、AI やセンサーなどの先端テクノロジーの動きを注視して、
新しい時代の衣の UDPJ の在り方や、他のプロジェクトとのコラボレーションの可能性も探って
行きたいと考えています。（了）
------------------------------------------------------------------------------

「48 時間デザインマラソン」紹介
「HCJ2018」 UD に関するセミナー開催
2 月 20 日から 23 日まで東京ビッグサイト(東京・有明)にて開催される「HCJ2018（第 46 回国
際ホテル・レストラン・ショー／第 39 回フード・ケータリングショー／第 18 回厨房設備機器展）」
で、IAUD は UD に関するセミナーを 2 月 22 日（木）14 時より開催します。
このセミナーは、「『ユニヴァーサルデザイン・スタディ』観察から見える気づきのデザイン～
観光・ホテル・レストラン編～」と題し、ワークショップ委員会の藤木武史委員長と木暮毅夫副委
員長が登壇します。
今後益々少子高齢化が進む日本において、高齢者や障害者にとっても優しい街づくりが求
められています。
また、「東京 2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会」に訪れる外国人観光客にとっても
わかりやすさ、使いやすさは重要になります。
そこで、このセミナーでは IAUD が毎年開催している特別ワークショップ「48 時間デザインマラ
ソン」を紹介し、これまでの提案から出された解決すべき課題とデザインについて解説します。
そして、「楽しく」「利用しやすく」「様々な人が集い文化交流が行えるコミュニケーションの場」
を提案します。
また、今回 HCJ2018 で初めて設置される UD ゾーンには、ホテル、レストラン、レジャー施設、
観光施設の最新の UD に関する展示も行われます。
ご来場をお待ちしております。
※詳細は以下のサイトをご覧ください。（事前登録者は入場無料）
https://www.jma.or.jp/hcj/index.html
------------------------------------------------------------------------------
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これからの日本の住宅を考えよう
住空間プロジェクト IAUD 住宅学生コンペ 「UD プラスの家～
『ゼロからつくる日本の住まい』を考える～」表彰式開催
住空間プロジェクトが 2017 年度活動として行った、「UD プラスの家～『ゼロからつくる日本の
住まい』を考える～」の表彰式を、2 月 28 日（水）15 時より、凸版印刷の共創空間“L・IF・E”（東
京・秋葉原 http://www.toppan.co.jp/showroom/life.html）にて開催します。
表彰式では、「入賞」と「佳作」を受賞した学生から、作品についてのプレゼンテーションをし
ていただきます。
また、フェーズフリー建築協会副理事長の佐藤唯行様をお迎えし、平常時・災害時の 2 つの
フェーズに関わらず、常に適切な生活の質を確保しようとする新しい考え方「フェーズフリー」に
ついての講演会も実施します。
皆様のご参加をお待ちしております。
※参加希望の方は以下の登録ページより、2 月 15 日（木）までに参加登録をお願いします。（ご
不明な点は IAUD 事務局までお問合せください）
http://shuketsu.com/app/disp?eid=JKH4m1AZ28I07euLBZLZ
※学生コンペの結果を掲載した Newsletter vol.10 第 9 号（2017 年 12 月号）はこちらをご覧く
ださい。
https://www.iaud.net/newsletter/9424/
------------------------------------------------------------------------------

UD へのより深い理解のために
研究部会 UD フォント・カラーUD セミナー開催
研究部会は 2 月 22 日（木）15 時より、（株）モリサワ東京本社セミナー・ルーム（東京・飯田橋）
において、「誰もが使える UD フォント、公共表示・サインにおけるカラーUD セミナー」を開催しま
す。
第１部「誰もが使える UD フォント『MORISAWA BIZ+』」では、あらゆる人が「見やすい」「読み
やすい」「間違えにくい」文書の効果を受けられることを目指したサーヴィス「MORISAWA BIZ+」
について、特長や使用事例を紹介しながら利用方法を分かりやすく解説します。
第 2 部「公共表示・サインにおけるカラーUD」では、色弱の人や高齢者などより多くの人に
「わかりやすい色」「見分けやすい色」を使う配色デザインであるカラーUD を紹介し、各種のア
プリケーションや公開情報を使用して配色を考える方法を説明します。
是非皆さまのご参加をお待ちしております。
※参加ご希望の方は 2 月 20 日（火）までに下記サイトよりお申込みください。
https://morisawa.eventcreate.net/event/2180
------------------------------------------------------------------------------
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2018 年 2 月の予定
月

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

9
15：00～
ワークスタイル PJ
東京都産業労働
局ヒアリング
＠東京都庁
16

10

11

17

18

23

24

25

2

3

4

5

6

7

8
16：00～
情報交流センター
＠IAUD サロン

12
振替休日

13

14

19

20

21
13：00～
衣の UDPJ
＠IAUD サロン

26

27

28
15:00～
住空間 PJ
学生コンペ表彰
式&フェーズフリ
ー建築協会講演
＠凸版印刷“L・
IF・E”

15
13:00～
余暇の UDPJ
NHK 技研字幕制作
現場視察＠NHK
15：00～
研究部会
＠IAUD サロン
22
13：00～
移動空間 PJ
15：00～
UD フォント・カラー
UD セミナー＠モリ
サワ東京本社
14：00～
「HCJ2018」UD セミ
ナー＠東京ビッグ
サイト
3/1
13：30～
標準化研究 WG
＠IAUD サロン

13：00～
手話用語 SWG
＠IAUD サロン

次号は 2018 年 3 月発行予定
特集： IAUD アウォード 2017 結果発表、HCJ2018 セミナー開催報告 他
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：info@iaud.net

IAUD Newsletter vol.10 No.11 2018.2

6

