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“より多くの人に使いやすいものづくり・
生活しやすい環境づくり”のために

トレインビジョン

標準形エレベーター“AXIEZ”
側面壁操作盤

UD－Checker

ユニ＆エコ事業戦略の製品事例

UD開発・評価システム

三菱電機グループでは，身近な家電製品から公共機器やプラント施設まで，様々な分野の開発を行っている。“より多くの人に使いやすいも
のづくり，生活しやすい環境づくり”のために，ユニバーサルデザイン（UD）に取り組んでいる。UD開発・評価システム“UD－Checker”とい
う独自のツールは2004年度から開発に導入し，多くの開発者が使う人をイメージしながらUD開発に取り組んでいる。

三菱電機グループのユニバーサルデザイン：公共機器から身近な家電製品まで
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要　旨

身近な家電製品からプラント施設まで広い分野の開発を

行う企業として，三菱電機グループはユニバーサルデザイ

ン（Universal Design：UD）への取り組みを環境への取り

組みと同様に企業の社会的責務の一つととらえ活動してい

る。日本はもとより，21世紀の世界で高齢化への対応は不

可欠である。すべての人に平等な機会を提供するUDの理

念を我々の開発の基本に据えて，社会のニーズにこたえる

製品やサービスを提供していくことが重要な役割になって

いる。

三菱電機のデザイン研究所では，UDをデザイン品質の

一基軸としてとらえ，製品の外観ばかりではなく，UDを

適用することによる製品力強化に取り組んでいる。UDは，

少しでも使いやすい製品やシステムを提供するための日々

のデザイン開発そのものであり，また，ユーザーへのメッ

セージである。

UDへの取り組みは，エレベーターやトレインビジョン

などの公共機器や身近な家電製品の分野からスタートした。

最近では熟練工減少など労働環境の変化を受けて，製造現

場で使用する産業機器分野や，住宅設備機器の据付けや保

守の分野にもUD技術を応用している。UD開発は社内に

確実に浸透してきている。今後，技術者・設計者と協力し

て設計基準に盛り込むことを目指し，基本設計に取り込む

仕組みを構築する一方，デザイナーと技術者の連携を深め，

画期的なUDを達成する新たなデザインにも取り組んでい

く。

三菱電機グループは今後もより多くのUD製品・システ

ムによって，できるだけ多くの人が使いやすいものづくり，

生活しやすい環境づくりの実現のためにUDを推進してい

く。UDの研究に携わる社員だけではなく，当社のすべて

のデザイナー，製品設計にかかわる一人ひとりのUD開発

能力を向上させ，より新しい発想のUD製品を創出してい

きたい。

Activities of Universal Design at Mitsubishi Electric Group
Masaki Hara, Eiko Sakayori
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1．ま え が き

今回初めてユニバーサルデザイン（Universal Design：

UD）の特集を組んだ。身近な家電製品からプラント施設

まで広い分野の開発を行う企業として，三菱電機グループ

はUDへの取り組みを環境への取り組みと同様に企業の社

会的責務の一つととらえ活動している。

国連が2002年に，“これまで先進国の問題であった高齢

化は，今後は全世界的な問題になっていく”と警告したよ

うに，21世紀の世界で高齢化への対応は不可欠である。す

べての人に平等な機会を提供するUDの理念を我々の開発

の基本に据えて，社会のニーズにこたえる製品やサービス

を提供していくことが重要な役割になっている。

デザイン研究所ではUDをデザイン品質の一基軸として

とらえ，製品の外観ばかりではなく，UDを適用すること

による製品力強化に取り組んでいる。また，製品開発への

適用のみならず，UD技術を磨く基礎研究や研修などを通

じた社内への普及活動などにも取り組んでいる。

本稿では三菱電機グループのUD開発全体を俯瞰（ふか

ん）し，最後にUD技術の将来展望について述べる。後続

の論文では公共機器や家電製品の最新の開発概要について

述べる。また，2004年度から開発に適用してきた当社独自

のUD開発・評価ツール“UD－Checker（UDチェッカー）”

とその発展形についても述べる。

2．ユニバーサルデザイン開発の経緯

デザイン研究所は，“より多くの人に使いやすいものづ

くり，生活しやすい環境づくり”を開発理念として掲げ，

“できるだけ多くの人にとって満足度の高い生活環境と共

用品の提供を目指す”ことを目標にUD開発を実践している。

UDへの取り組みは，エレベーターやトレインビジョン

などの公共機器や身近な家電製品への適用からスタートし

た。また，そのころ盛んになってきたWebサイトなどの

情報コミュニケーション分野へのバリアフリー化・UD化

にも一早く着手し，その後も継続的に取り組んできた。

2007年度，2008年度にデザイン専門誌が行った“企業の

UD取り組み度ランキング”では，10位という評価を受け

ている。

最近では，労働者の高齢化や製造現場への女性の進出，

外国人雇用などの労働環境の変化を受けて，産業機器分野

でもUDの視点が重要になってきている。未熟練工にとっ

ても使いやすいものであれば，熟練者にとっても使いやす

く，更に効率を上げることができるという視点から，より

幅広い分野にUD技術を応用している。

2. 1 黎明（れいめい）期

デザイン研究所は，1970年代には人間工学，1980年代に

ヒューマンインタフェース（HI）デザイン技術として，各

製品分野で“使いやすさを創（つく）り出す技術”に取り組ん

でいた。これらの技術は，1990年代にバリアフリーデザイ

ン・ UDという目標の元に結集されることになった。“使

いやすさ，わかりやすさ”を扱う専任の部門を作ったのも

このころである。

製品を使用する際，最も困難な状況にある障害者と高齢

者の身体機能について正しく理解し操作の困難さを把握す

ることで，共通の問題点や解決のヒントを得るというアプ

ローチを取ってきた。たとえその開発が高齢者や障害者を

ターゲットとするものでなくても，UDの視点は多くのユ

ーザーにとって使いやすい製品ができると考えているから

である。

総合電機メーカーの強みを発揮して，性能では定評のあっ

た三菱電機グループ製品に，使いやすさ，更にはUDとい

う付加価値を付けていく，それをできるだけ多くの分野に

展開していくという取り組みである。

2. 1. 1 先行してきたエレベーターのUD

2001年に発売した標準形エレベーター“ELEPAQ－i（エ

レパック・アイ）”で，いち早く凸文字とUDフォント（書

体）を採用した。1994年のハートビル法，2000年の交通バ

リアフリー法施行によって中・低層建築，公共建築物，駅

舎などへのエレベーター・エスカレーターの普及が加速し

ていたころである。

視覚障害者対応として，点字を付加する有償付加仕様

（オプション）があるが，圧倒的に人数が多い“後天的に視

覚を失った障害者”は点字を読めない場合が多い。そこで

触ってわかるように文字の形が凸状になっている“凸文字”

を，ボタンの階床表示の標準仕様とすることを検討した。

識別しやすい凸形状の評価を行った際，凸形状だけでなく

文字自体の形が重要であることがわかった。“１”と“７”，

“３”“６”“８”“９”などが識別しやすくなるよう，飾りがな

く空きの大きいGil Sans（ギルサンズ）というフォントを採

用した（図１）。

触ってわかりやすいことは視覚的にもわかりやすくなる

ということも再認識した。この書体の採用は，視覚障害者

だけでなく，遠くから見たときや加齢による見え方の変化

によってぼやけて見える場合にも，間違いを少なくするこ

とができた。
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図１．見ても触ってもわかりやすいフォント（書体）

改善前の書体（Helvetica）

触知で判断しやすいと思われる書体（Gill Sans Medium）
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2005年発売の標準形エレベーター“AXIES（アクシーズ）”

では，側面壁操作盤を乗用・住宅用・寝台用の全仕様で基

本仕様に位置付けた。車いす対応として側面壁に追加設置

する横型操作盤はオプションで用意していたが，AXIEZ

では基本仕様の操作盤を側面壁へ設置した。さらにボタン

を低い位置に集約し，背の低い人，車いす利用者やベビー

カーを押した母親への配慮を明確にした。同時にドア周り

の安全性を高めるセンサなどの最新の技術も盛り込み，基

本仕様で多くの人に快適に使えるようにした。

2. 1. 2 列車情報システム“トレインビジョン”の創出

トレインビジョンは列車のドア上部などに二つの液晶デ

ィスプレイを設置し，一方の画面には列車の行き先案内や

運行状況などを，もう一方の画面には広告，ニュース・天

気予報や短い番組など，タイムリーな情報を列車編成ごと

に表示する列車内情報サービスである（図２）。2002年４月

にJR東日本・山手線に本格導入され，現在ではJR西日本

をはじめ私鉄や公営交通など採用路線が拡大している。

トレインビジョンは，従来の音声アナウンスに加えて視

覚情報を提供することで，慣れない旅行客や外国人，“聞

こえ”に障害がある人だけでなく，騒音でアナウンスが聞

き取れなかったり，うっかり聞き逃したりという状況でも

必要な情報を即座に得ることができ，多くの乗客に役立っ

ている。交通事業者にとっても，乗客の安全・安心な移動

を支援するためのサービス向上につながるシステムとして

評価されている。

2. 1. 3 UD－Checkerの導入

2004年にデザイン研究所で，“UD－Checker”という独

自のUD開発・評価支援ツールを開発し，家電製品だけで

なく主要機種のデザイン開発への導入を開始した。

UD－Checkerは，開発者自身がこれからデザインする

製品や自分が開発した製品に対して，ユーザータイプ別に

問題がないかという視点からセルフチェックを行うための

ツールである。それまでUD配慮指針（チェックリスト）

として運用してきたものをベースに，目標を明確化し達成

度をチェックすることで，改善ポイントや競争力を把握で

きるツールとした。

このツールを開発に即導入したのは，設計者・デザイナー

自身が何にどう配慮すべきか，次第に頭に刷り込まれてい

くという教育的効果もねらっていた。次第に，設計者・デ

ザイナーの意識は大きく変化し，使う人を思い描きながら

UDを常に意識して開発を行うことができるようになって

きた。また，UDの達成度（UD度）を定量的に把握できる

ため，UD適用がどれだけ進歩したかなどを客観的に評価

でき，デザイナーや設計者の改善のモチベーション向上に

役立っている。すべての設計者に浸透するにはまだ時間が

必要だが，UD開発が確実に社内に定着してきたのはUD－

Checker導入の効果であったとも言える。

2. 1. 4 ユニ＆エコ事業戦略のはじまり

家電製品の分野では，2004年度から“人も地球も，気持

ちよく”をスローガンとした“ユニ＆エコ事業戦略”を展開

している。“より多くの人に使いやすいUD”と，“地球へ

の負担を少なくし，商品のライフエンドまで考える”環境

配慮型の製品開発に取り組んできた。

デザイナーは商品コンセプトや試作品でユーザー評価を

実施し，結果を企画や製品デザインにフィードバックする，

マーケティングをベースにした開発も実践している。UD

開発もまたユーザー評価を繰り返し開発にフィードバック

することで，年々製品のUD度を向上させてきた。このよ

うなボトムアップの活動は重要であるが，“ユニ＆エコ”

を事業戦略とするトップダウンでの決断も行われ，UDの

事業推進は加速した。

2. 1. 5 一歩ずつ進めたUDの取り組み

実際の開発で，フルモデルチェンジなどのタイミングに

合わせた新しい提案は，UD度を大きくステップアップす

るチャンスである。一方，文字の大きさやコントラストを

はじめ，工夫をこらしコストを抑えながらの改善も地道で

はあるが不可欠である。さらに，このような製品への適用

を効果的に進めるには，こつこつと基礎データを採ること

やUD適用の基礎研究も重要である。

ヒューマンインタフェースの３つの側面（図３）は，UD

でも全く同じ構造である。見やすい・押しやすい・持ちや

すいなどの“物理的な側面”，わかりやすい・直感的に理解

できるという“認知的な側面”，使って楽しい又はうまくで

きた喜び・気持ちよさという“感性的な側面”である。UD

開発の基盤整備として，物理的な側面については過去の知

見をまとめた各種データや参考資料，認知的な側面につい

てはユーザビリティ評価事例で得た指標などをイントラネ

ットで共有できるようにした。さらに，できるだけ多くの

人が使うことの喜びを享受できるような感性的知見の収集

にもチャレンジし始めた。
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図２．トレインビジョンの提案モデルと画面デザイン例 図３．ヒューマンインタフェースの３つの側面
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また基盤構築という意味では，デザイナー一人ひとりへ

の教育は重要であり，定期的な講習などで全体のボトムアッ

プを図る一方，キーマンを育成して適用製品を拡大してき

ている。

2. 2 UD普及期

2006年11月に“第二回国際ユニヴァーサルデザイン会議

2006in京都（UD2006）”が開催された。日本のUDへの取り

組みが，国政レベルから民間ボランティア，世界に名だた

る自動車や電機メーカーという様々な立場から紹介され，

世界のUD関係者から賞賛の声が上がり“日本はUD先進国”

と言われたという。

当社はこのとき初めてUD国際会議に参加した。それま

でにも一聴講者としては参加したことはあったが，

UD2006では社内横断プロジェクトを組み，併設展示会で

先に述べたエレベーター，トレインビジョン，ユニ＆エコ

などの製品とUD－Checkerの展示を行い（図４），UD先進

メーカーとしての評価を得た。

より多くの事業分野で，事業戦略の一環としてUDに本

格的に取り組む時期になったと手ごたえを感じた。UDを

製品の基本性能ととらえるように社内の意識が変化し，更

に高いUD技術レベルが求められ，製品分野ごとの固有の

課題もわかってきた。我々はUD－Checker をUD技術の高

度化の核と位置付け，UDの社内への浸透を推進するドラ

イバーとした。UD－Checkerを他のどの分野へどのように

応用展開していくかという検討も始めた。

2. 2. 1 トレインビジョンの進化

2006年12月に“バリアフリー新法（高齢者，障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律）”が施行され，鉄軌道

車両内の案内装置として従来の音声案内に加えて視覚情報

提供設備が義務化された。さらに，整備ガイドラインでは

トレインビジョンのような“見やすい表示”や“緊急時の表

示”が推奨されている（注1）。トレインビジョンの登場によっ

て，列車内での情報メディアとして，視覚情報の必要性が

広く社会的にも認知されたと言える。

当社のトレインビジョンも日々進化させてきた。2008年

導入の開発では，表示する情報の優先順位を整理し，重要

情報は文字高さをJIS S0032（注2）における“高齢者でも読み

やすい最小可読文字の計算式”を基に再調整した。配置の

統一，グラフィック表現の改良も実施した。カラーUDの

視点から，高齢者や色弱者にとっても見やすくわかりやす

い，色だけに頼らない画面デザインを適用した。2009年導

入のJR東日本・新型成田エクスプレスでは，４か国語表

示でのUDなどにも取り組んだ。詳細は後続の論文を参照

いただきたい。

2. 2. 2 全社への広がりがユニ＆エコの確実な歩みへ

“ユニ＆エコ事業戦略”は当社の家電事業戦略の基軸となっ

ており，毎年，特に配慮を行った製品について社内でユ

ニ＆エコ認定を行っている。

同時に，社内でのUDへの関心は日に日に高まってきた。

導入期には，事業責任を持つ工場を巡回してUD講習会を

実施した。その後は社内教育プログラムの中で，全社員を

対象としたイントラネット上のe－ラーニングのUD基礎講

座をはじめ，ユーザビリティ開発とUD開発の実践講座を

開講し，一人でも多く，技術・営業部門だけでなく広報な

どの間接部門の社員にもUDを理解してもらう活動を推進

している。

技術者に浸透してきたことをあらわす象徴的な事例につ

いて述べたい。液晶テレビの音声読み上げ機能“しゃべる

テレビ”の開発は，一人のテレビ設計者の思いからスター

トした。電子番組表と初期設定の音声ガイドの読み上げ機

能を2007年春発売モデルに搭載し，予約一覧，メニュー項

目，ボタン名称等の読み上げ機能を拡張してきた。また，

搭載機種を増やし，現在の当社の液晶テレビは１シリーズ

を除きすべてに搭載している（注3）。その他，オートターン，

家庭画質モード，ユニバーサルリモコンなど“かんたん操

作”対応で，更に気持ちよく操作できるなど，従来に比べ

て多くのUD配慮を行っている。

一方で，広くユーザーの要望にこたえていく中でUDに

つながった製品もある。蒸気レスIH（Induction Heating）

ジャー炊飯器は“炊飯時に蒸気を出さずに炊飯する”もの

で，2009年８月にキッズデザイン大賞（注4）を受賞した。製

品コンセプトをマーケティング調査にかける中で，ユーザ

ーから“蒸気が出ないので，子供に安全”という具体的な発

言があり開発を促進させたというエピソードがある。UD

チェックの中で，子供を持つ親の視点を重要な視点の一つ

にしていたことによる“気づき”もあった。
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図４．UD2006併設展　三菱電機ブースの様子

（注１） 通勤型（短距離）鉄道・地下鉄の案内表示（車内），“望ましい
内容”に記載されている。

（注２） JIS S 0032：2003，高齢者・障害者配慮設計指針－視覚表示
物－日本語文字の最小可読文字サイズ推定方法

（注３） 2008年10月現在
（注４） 第３回キッズデザイン賞，キッズデザイン協議会主催
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2. 2. 3 UD－Checkerの適用範囲の拡大

UD－Checkerを用いた開発は，特に家電製品のように短

期間でモデルチェンジする開発では成果が確実に確認でき

るようになった。開発者自身の理解度向上に伴い，UDが

特別な開発ではないことが浸透したという側面も大きい。

一方，高齢労働者や外国人・未熟練作業者の増加など労

働環境の変化を背景に，FA（Factory Automation）機器の

ような業務用・プロユースの機器でも，また施工や保守を

行う中間ユーザーに対しても，使いやすさとUDに配慮す

る設計を実施しつつある。

デザイン研究所は，FA機器やコントローラなどの産業

機器のデザインも行っている。2007年発売のレーザ加工機

“NXシリーズ”，2008年発売のワイヤ放電加工機“NAシリー

ズ”は共に機械工業デザイン賞（注5）を受賞したが，操作性に

ついても高い評価を得た。その産業機器を担当する当社の

名古屋製作所では，操作性の高い製品開発への取り組みを

拡大している。もはや，デザイナーだけの取り組みではな

くなってきた。

3．今後のユニバーサルデザイン製品開発技術

先にも述べたが，UD開発のアプローチは社内に確実に

浸透し，我々はより多くの事業領域でUD開発に取り組ん

でいる。単なる操作性の向上ではなく，ターゲットユーザー

を明確化し，ユーザーの対象を広げていくというUDの視

点は徐々に設計者・デザイナーに根付いてきた。今後はよ

り多くの技術者にUDの理念を理解してもらい，技術の視

点からUDを実現するアプローチが重要と考えている。

3. 1 設 計 基 準

現在，デザイナーは過去の知見やノウハウ，評価実験に

よって得られた結果をフィードバックしながら製品開発を

行っている。プロダクトデザイナーは“物理的側面”を中心

に，インタフェースデザイナーは“認知的側面”を中心に

UD技術の製品への適用と，技術の高度化に取り組んでい

る。過去のUDの知見やノウハウをデータ化して集積・共

有しているが，デザイナーだけでなく設計者一人ひとりが

迷わずにUDを適用できる環境を作っていくことが重要で

ある。操作の作法や手順のルールをまとめた分野別のガイ

ドライン化に取り組んでいるが，最終的には設計基準に盛

り込むことを目指し，基本設計に取り込む仕組みを構築す

ることが，UDの充実を加速すると考えている。

3. 2 UD技術の高度化

新しいインタフェースを創出するためには，音声認識，

音声合成などITの高度な技術との融合が必要であり，こ

れによって更に高度なUD開発が可能となる。こつこつと

積み上げていく操作性の改善は従来どおり重要ではあるが，

技術の進歩が画期的なUDを達成する可能性を秘めている。

デザイン研究所は“デザイナーと技術者のコラボレーショ

ン”を進めており，“蒸気レスIHジャー炊飯器”のような新

機能が創出されているが，技術者との連携がより高度な

UD技術を生み，デザインに新たな可能性を拓（ひら）いて

くれるのではないかと考えている。

4．む　す　び

三菱電機グループのUDの取り組みについて，過去から

現在の開発経緯と事例を俯瞰し，当社UD技術の今後の方

向性について述べた。それぞれの詳細や最新事例は後続の

特集論文，及び別号に掲載している各製品のUD開発に関

連する論文を参照いただきたい。

アジア各国を含む世界的な高齢化が進展し，国内製品だ

けでなく海外向け製品も対象としたUDへの取り組みが必

要である。そのためには今まで以上に，現地，現場を知る

必要があろうと考えている。三菱電機グループは今後もよ

り多くのUD製品・システムによって，できるだけ多くの

人が使いやすいものづくり，生活しやすい環境づくりの実

現のためにUDを推進していく。UDの研究に携わる社員

だけではなく，当社のすべてのデザイナー，製品設計にか

かわる一人ひとりのUD開発能力を向上させ，より新しい

発想のUD製品を創出していきたい。
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