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調査研究活動の詳細



各組織・企業等と連携しながら、子どもの身体測定に
関わる新たなノウハウ、測定技術、計測データ蓄積の
方向性などを研究・開発し、その活用の可能性を探り
ます。
●第1回研究会実施：10月24日（火）
（後半期で6回の研究会実施を予定）

日常の子どもの安全に向けた社会基盤、技術の
情報収集とその提供を行い、製品・サービス開発
に活用します。
技術範囲にとらわれない、社会的な取り組みなど
の広い視野をもち、研究を進めます。
●第1回研究会実施：10月24日（月）
（後半期で6回の研究会実施を予定）

子どもの事故情報の収集とその提供を行い、キッズ
デザイン協議会としてその活用を考えます。
相互理解、事例探求などを目的として、施設/地域

の見学・視察を積極的に行います。
第1回研究会：10月中～下旬実施予定
（後半期で4～6回の研究会実施を予定）

子子子子どもどもどもども事故事故事故事故サーベイランスサーベイランスサーベイランスサーベイランス

キッズデザイン協議会の事業の柱である「調査研究事業」。いよいよ10月よりスタートいたします！

本年度は各幹事企業・団体が中心となり、主にセミナー・ワーキングの形式にて実施して参ります。メーリングリストや
掲示板などの整備を行い、闊達な情報発信や意見交換を行っていきます。まだ各研究会にエントリーいただいていな
い方でも、随時お受けいたします。ご興味のある研究会には皆さまふるってご参加下さい！

研 究活動、いよいよ本格始動！

幹事：鹿島建設／産業技術総合研究所デジタルヒューマンセンター

子子子子どもどもどもども身体特性計測身体特性計測身体特性計測身体特性計測

子子子子どもどもどもども見守見守見守見守りりりり技術技術技術技術（（（（人間生活技術人間生活技術人間生活技術人間生活技術））））

幹事：セコム／産業技術総合研究所デジタルヒューマンセンター

企業、または産官学民などの連携によるプログラム
や、公共施設を拠点としたプログラムなど、
様々な切り口から次世代育成支援プログラムの研究、
開発を行います。
現在各社・団体の保有するプログラムへの相互理解
をはじめ、次年度以降の推進の方向性などを策定・
確立します。
●第1回研究会実施：10月2日（月）
※第2回は11月上旬実施予定

（後半期で6回以上の研究会実施を予定）

※京都大川センター（ＣＳＫ）など、東京以外での研究会

実施も予定しています。）

次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援次世代育成支援プログラムプログラムプログラムプログラム研究会研究会研究会研究会

幹事：ＣＳＫホールディングス／凸版印刷

子子子子どもどもどもども住空間研究会住空間研究会住空間研究会住空間研究会

幹事：積水ハウス／ユニバーサルデザイン総合研究所

幹事：ジャクエツ／人間生活工学研究センター

参加会員：INAX、日本自動ドア、フレーベル館、松下電器産業、
松下電工、HQL、NITE

参加会員：ＮＴＴドコモ、コンビ、積水ハウス、凸版印刷、GIS総合
研究所、HQL、NITE、下関市

参加会員：アシックス、INAX、ＮＴＴドコモ、コンビ、東京電力、
フレーベル館、松下電器産業、松下電工、NITE、下関市

参加会員：アサツーDK、アシックス、エプソン販売、芸術造形

研究所、コクヨ、サン・アート、サントリー、東京ガス、トータル
メディア開発研究所、フレーベル館、明光ネットワークジャパン、
ワールド・ファミリー、GIS総合研究所、下関市

参加会員：安藤建設、東急建設、東京ガス、東京電力、凸版印刷、
トータルメディア開発研究所、日本自動ドア、日立製作所、フレー
ベル館、松下電工、明光ネットワークジャパン、GIS総合研究所、HQL

子どもの健全な成育を支援する環境、空間に関する
情報の収集とその提供を行い、製品・サービス開発に
役立てます。子どもを取り巻く環境・空間を総合的に
捉えて研究を推進し、また、事業化や会員間コラボ
レーションも視野に入れます。
●第1回研究会実施：11月7日（火）
（後半期で4回の研究会実施を予定）

※福井県のジャクエツモニター園での視察など、東京以外

での研究会実施も予定しています。）

※子ども住空間研究会は、快適空間環境研究会から
名称を変更して実施します。



夏 休み親子イベント、開催しました。（8月19日）

株式会社東京ガス（キッズデザイン協議会会員企業）の子ども向け施設「がすてなーに」ガスの科学館にて、
協議会主催の親子イベントを開催しました！親子で気軽に参加できる体験型ワークショッププログラム。
初の試みだけにいったいどれくらいの方がいらっしゃるのか予想がつきませんでしたが、好立地、夏休み期間、
そして好天にも恵まれ、各ワークショップ満員御礼の大盛況となりました！！NHKなど報道も入り、当協議会
における「子ども目線」「子ども基準」のものづ
くりのコンセプトを楽しく、そして広くアピール
できました！

◆日時 2006年8月19日（土） 10:00～16:00

◆場所 東京ガス「がすてなーに」ガスの科学館
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にぎわう会場内

食べた後は、マシュマロの
味がどう変わったか？
を書いてもらいました。

マシュマロを遠火であぶると、

味や食感が変わるよ！ちょっと

怖いけど、センセイがいるから

ダイジョウブ？

●●●●はかってはかってはかってはかってはかってはかってはかってはかって！！！！！！！！
37項目ものお子さんのからだを、

「計測のプロ」が測らせていただ

きました。普段は気にかけない我

が子の細かいからだをはかっても

らえることもあって、順番待ちの

大人気メニューとなりました！1日

で約50件の子どもの身体データが

取れました！

●●●●流木流木流木流木でででで鳥鳥鳥鳥をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！！！！
海辺や川辺に落ちている本当の流木を使って、
世界にひとつだけの鳥のオブジェを作りました！

●●●●「「「「あぶないあぶないあぶないあぶない！！」！！」！！」！！」のかがくのかがくのかがくのかがく
デモ映像展示やアンケートを

実施しました！

●●●●「「「「五感五感五感五感」」」」をつかってをつかってをつかってをつかって絵絵絵絵をかこうをかこうをかこうをかこう！！！！
「見る」だけじゃなく、「触る」「食べる」「嗅ぐ」など

あらゆる感覚を使って、りんごを表現しました！

●●●●炎炎炎炎でででで調理体験調理体験調理体験調理体験！！！！
～～～～マシュマロサンドマシュマロサンドマシュマロサンドマシュマロサンドをつくってみようをつくってみようをつくってみようをつくってみよう！！！！



キ ッズデザイン展2006（グッドデザインプレゼンテーション2006に出展）

50周年を迎えた「グッドデザイン賞」の第二次審査会を兼ねた「グッドデザインプレゼンテーション」

（東京ビッグサイト）にキッズデザイン展2006としてブース出展しました！

グッドデザインプレゼンテーショ

ンは4日間で4万人（過去最大）を

集める一大イベントとなりました。

←キッズデザインワーク

ショップイベントにも協

議会として協力出展しま

した！

お子さまの来場も

多数ありました！

会員企業会員企業会員企業会員企業・・・・アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー候補候補候補候補などよりなどよりなどよりなどより募募募募ったったったった““““キッズデザインモデルキッズデザインモデルキッズデザインモデルキッズデザインモデル案件案件案件案件””””をををを展示展示展示展示しましたしましたしましたしました。。。。
◆会員企業

◆アドバイザー候補

ご出展いただきまし

た皆さまには、御礼

申し上げます！

ご協力ありがとうご

ざいました。

矢野TEA Ｆｏｒｅｓｔ　Ｆａｒｍ　自然環境プログラム
〃 安全素材の新しい置き畳  ｔａ・ｔｕｍ

大月ヒロ子
福音館書店　月刊たくさんのふしぎシ
リーズと月刊かがくのともシリーズ

益田文和 ライト　チャイルドカトラリー
〃 福祉用カトラリー　ウィル・スリー
〃 パーティーカトラリー　tempo mini
〃 土佐和紙の常夜灯 kid’s CARTA
ひびのこづえ おひなさま
〃 ハンカチ
〃 Rookie（木馬）
山中俊治  トライプラスの取り組み
ジョン・ギャスライト 子ども用の糖尿病インシュリンパイプ
〃 ツリークライミング・フィジカルチャレンジ
竹村真一 触れる地球

ＡＤＫ クレヨンしんちゃん　元気！　大作戦
アシックス 歩き始めの赤ちゃんのためのファーストシューズ
ＮＴＴドコモ キッズケータイ「ＦＯＭＡ　ＳＡ800i」

株式会社芸術造形研究所
アートでおじいちゃん・おばあちゃんと仲良くなろう！
「小学生臨床美術サポーター育成プログラム」

コクヨ Ａｎノートシリーズ「Nowhere to be found」
〃 ひらめきッズ　スタジオ
コンビ ベビーレーベルシリーズ
〃 チャイルドシート（プリムベビー）
ＣＳＫ ＣＡＭＰクリケットワークショップ
ジャクエツ 建築説明パネル（Ａ１、壁面用）
〃 トイレ「チャームクローゼット」
〃 園庭プロジェクト「かえよう！園庭」
〃 洗面台「クリアカウンター」
〃 平均台「くねくね平均台」
セガトイズ アドバンス・ピコ　ビーナ
積水ハウス 「子育て支援インフィル」「子育てキッチン」コンセプト
セコム ココセコム
〃 親子で学ぶ防犯絵本「白いおばけのスー」
〃 防犯アニメーション「Kin-QキッズおたすK隊」
〃 セコムと話そう「子供の防犯」
凸版印刷（株）　 登下校メール配信サービス「Ｈｏｔ　Ｃｏｎ　Ｐass」
東京ガス 食育指導者養成用：　食育カリキュラム
日立製作所 科学技術館日立ブース「ネーチャーコンタクト」
〃 日立標準型エレベーター「アーバンエース」
フレーベル館 フレーベル幼児用暖房便座　　・乳幼児用暖房便座
〃 フレーベル砂場セット
〃 キンダーファニチャーチェアー
〃 遊空間
〃 キンダーマーカー　たふっこ
〃 えほんの世界の住人たち
松下電器産業（株）パナソニックデザインりすーぴあ（テーマ施設）
明光ネットワーク 2006年自立の旅　カナダサマーキャンプ
〃 明光義塾キャラクターグッズ（文具類および教室用品）



キ ッズデザイン～新しい企業価値の創造

司会進行：柴田倫世さん

（KDAスペシャルサポーター）

グラフィックデザイナー佐藤

卓さんによるキッズデザイン

マーク（KDマーク）のお披露

目プレゼンテーション

設立発起人赤池学氏のファシリテーション

によるパネルディスカッション

「キッズデザイン

～新しい企業価値の創造」

パネラー：

佐藤卓さん（グラフィックデザイナー）

中村孝之さん（積水ハウス ハートフル研究所）

持丸正明さん（産業技術総合研究所 デジタル

ヒューマン研究センター）

諸永裕一さん（経済産業省 デザイン・人間生活シス

テム政策室）

プレゼンテーションステージにおいて、2007年度よりはじまるキッズデザイン賞と、キッズデザイ

ンマークのリリースを行い、あわせて記念シンポジウムを開催しました。

キッズデザインマーク（KDマーク）のコンセプトは“割れた形”



報 道、どんどん出ています。

多くのメディアに取り上げられています！放送・掲載の主な内容をピックアップしてご紹介します。

朝日ニューススター（CS放送）よみがえれニッポン9月16日（土）

日本放送協会（NHK)NHK週間こどもニュース10月14日（土）

法人名・媒体名コーナー/タイトル放送日・掲載日

日経CNBC（CS放送）ニッポンNavi10月18日（水）
※放送予定

東北放送株式会社（TBC)イブニングニュースTBC9月6日（水）

〃ニュース７8月24日（木）

〃おはよう日本8月24日（木）

日本放送協会（NHK)ニュースウォッチ９8月24日（木）

TV東京ワールドビジネスサテライト「子どもの目線を活かせ」8月10日（木）

【テレビ放送】

日経MJ（日経新聞社）デザイン特集「キッズデザイン協議会」10月18日（水）

朝日新聞社くらし面特集「事故情報からキッズデザインへ」10月6日（金）

宣伝会議販促会議11月号9月30日（日）

小学館月刊edu[エデュー]  「キッズデザイン協議会」11月号（10/10発売）

家具新聞キッズデザイン賞創設9月5日（火）

産経新聞／日本教育新聞子どもの目線で見つめる安全9月4日（月）

中日新聞（子どもタイムス欄）子どもの安全考えた工夫9月3日（日）

日経流通新聞子供目線のデザイン表彰8月30日（水）

読売新聞子どものサイズ知って置き場所や製品選んで8月29日（火）

朝日新聞「子どもに優しいデザイン賞創設」8月27日(日）

日刊工業新聞ほかキッズデザイン賞創設〃

産経新聞子供目線で事故防止 経産省、安全製品に「マーク」〃

日本経済新聞子どもの安全に貢献の商品表彰8月25日（金）

時事通信子ども目線のデザインにお墨つき8月24日（木）

解説特信（時事通信）製品のデザイン子どもの目線で〃

地方行政（時事通信）キッズデザイン協議会が発足8月17日（木）

厚生福祉（時事通信）子供の目線･基準で事故防止8月11日（金）

北海道新聞子どもに安全製品研究8月15日（火）

官庁速報（時事通信）子ども目線で事故防止8月2日（水）

法人名・媒体名コーナー/タイトル放送日・掲載日

【新聞・雑誌】



お 知らせ

キッズデザインモデル案件をご提供ください！
子ども向け製品はもちろん、子どもを対象ユーザーとしていない、子どもを取り巻くあらゆる製品・サービス

においても「子ども視点」「子ども基準」を推進する、それがキッズデザインです。“キッズデザイン展

2006”においてはモデルとなる案件を皆さまよりいただきましたが、引き続き、子どもを対象／非対象問わ

ず、さまざまな開発製品のキッズデザインを募集しております！

指などを挟んでしまっても大丈夫なような工夫を施した製品、子どもならずとも思わず触りたく（＝イタズラ

したく？）なっちゃうような遊び心のある製品、万が一の時（落ちる、倒れる、引き込まれる．．．）を想定

して作られている製品、思わず子どもを作りたくなっちゃうような施設やサービス（！）、などなど、皆さま

の製品やサービスをいま一度ご確認いただきたく、お願いいたします！

皆皆皆皆さまのさまのさまのさまの声声声声をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください！！！！

「「「「マークマークマークマーク使使使使いたんだけどいたんだけどいたんだけどいたんだけど．．．．．．．．．．．．」」」」
「「「「ウチウチウチウチにこんなにこんなにこんなにこんな○○○○○○○○あるんだけどあるんだけどあるんだけどあるんだけど．．．．．．．．．．．．」」」」

E-mail：：：：info@kidsdesign.jp
電話電話電話電話：：：：03-5840-2434（（（（平日平日平日平日9:00～～～～17:00））））
FAX：：：：03-5840-1603

事務局担当事務局担当事務局担当事務局担当：：：：小野小野小野小野・・・・荻野荻野荻野荻野・・・・西村西村西村西村

キッズデザインマークの運用について
この度リリースいたしました「キッズデザインマーク」を、会員の皆さまの名刺に表記したり、パンフレットな

どに協議会への参画をアピールいただけるよう、専用マークを開発、佐藤卓さんにマークデザインを検討いただ

いております！キャッチコピーは“Through Kids Eyes”（子ども目線で）となる予定です！

イベントプログラム＆イベント会場をご提供ください！
成功裡に終えることができた夏休み親子イベントでしたが、協議会をアピールするイベントを引き続き行って

参ります。会員の皆さまにはイベントプログラムならびにイベント会場（場所）を募集しております！

プログラムはワークショップに限らず、製品やサービス体験、工場見学（製造工程見学、体験）など、あらゆ

ることが想定できるかと思います。日本全国津々浦々、どちらでも結構です！

＜キッズデザイン展2006における、会員よりの参考出品＞

積水ハウス「子育て支援インフィル」
「子育てキッチン」コンセプト展示

日立製作所エレベーター
「アーバンエース」

ジャクエツ「くねくね平均台」、
幼児用トイレ「チャームクローゼット」ほか
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株式会社アサツー ディ・ケイ

株式会社アシックス

安藤建設株式会社

株式会社ＩＮＡＸ

株式会社ＮＴＴドコモ

エプソン販売株式会社

鹿島建設株式会社

株式会社クオーレ・アモーレ

株式会社芸術造形研究所

コクヨ株式会社

コンビ株式会社

株式会社サン・アート

サントリー株式会社

株式会社ＣＳＫホールディングス

株式会社ジャクエツ環境事業

株式会社セガトイズ

積水ハウス株式会社

財団法人日本産業デザイン振興会

独立行政法人産業技術総合研究所

赤池学（座長）

ほか識者・デザイン関係者などを予定

経済産業省

企業会員（34社）

賛助会員（4団体）

セコム株式会社

東急建設株式会社

東京ガス株式会社

東京電力株式会社

東陶機器株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社トータルメディア開発研究所

日清食品株式会社

日本自動ドア株式会社

株式会社日立製作所

株式会社フレーベル館

松下電器産業株式会社

松下電工株式会社

ミサワホーム株式会社

株式会社明光ネットワーク（明光義塾）

ワールド・ファミリー株式会社

株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所

特定非営利活動法人ＧＩＳ総合研究所

社団法人人間生活工学研究センター（ＨＱＬ）

独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）

特定非営利活動法人

人間中心設計推進機構（ＨＣＤーＮｅｔ）

下関市

自治体会員（1自治体）

オブザーバー（2団体）

アドバイザー

関 係団体一覧

10月 4月11月 12月 1月 2月 3月

2007年年年年

●クリスマスイベント

●第2回理事会

●臨時総会

●個人会員の募集開始

●2007年度

キッズデザイン賞リリース

●調査研究会実施 ●調査研究会
成果報告

●NPO法人化
認証（4月予定）


