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除振台製品ブランドにおけるロゴデザインの開発

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 野宮謙吾

共同

連絡先 野宮謙吾 nomi@dgn.oka-pu.ac.jp

■共同研究の目的
倉敷化工（株）はマツダグループ企業として、ゴム弾性を応用した振動防止技術を柱に、自

動車部品・免振ビルシステム・産業設備機器などの製品を製造し、防振専門メーカーとして確
固たる地位を確立している。この度、除振台製品（名称：STABLE）のブランドイメージに合う
ロゴデザインを開発すべく共同研究を実施した（令和３年８月〜４年３月）。

■コンセプト等
・ブランド訴求の対象となるターゲット層

半導体／液晶／理化学機器の開発・設計者、大学／研究機関などの研究者
・ブランドに対して持ってもらいたい印象(目指していきたい姿)

安心/安定感、技術力が高い、性能がよい
・デザインのイメージ希望

デザイン性を重視し、グローバル展開していく中で印象に強く残るイメージ
・ロゴを使用する具体的なアイテムやシーン

商品の正面パネル、銘板、カタログ、プレゼン資料、ホームページ、名刺等

図１ 基本デザイン要素（最終案）



大学広報グッズの事例調査と県大グッズの研究開発

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 中西俊介

独創

連絡先 中西俊介 s-nakanishi@dgn.oka-pu.ac.jp

近年、全国の大学グッズの質感向上が著しい。しかしながら、本学が展開する大学グッズの
デザイン意匠は単に大学のロゴマークや構内マップが印刷されている程度でオリジナリティー
性や話題性に乏しく、高校生に対しての訴求力は高くない。本研究ではそのような大学広報に
利用できるグッズの展開事例の調査分析を行い、そこから導き出される新しい広報ツールとし
ての機能を持ったオリジナリティー性の高い岡山県立大学のグッズを開発することを目的とし
て以下の研究を行なった。
1.大学広報グッズの事例調査
調査票を用いて他大学の事例調査を行った結果、「ストーリー性」をグッズに付与することで
魅力が向上することが判明した。
2.県大グッズの研究開発
ストーリ性を用いて大学グッズを開発するにあたり、以下の4項目の単体、もしくは組み合わせ
を利用して制作を行なった。

a.学生の制作したものを活用（図1）
b.地域の歴史、伝承を利用したものを活用（図2）
c.地域の店舗や地場産業との共同企画
d.大学最大の商品といえる教員自身のグッズ化

3.共同研究成果品においての広報活用促進ロゴマークの制作
共同研究においての関わり方に段階を設け、その段階において
違う表記を用いるためのロゴマーク（図3）を作成した。

図1.学生のイラストを活用したエコバッグ

図3.広報用ロゴマーク図2.地域の歴史+学生作品



総社市議選における投票率向上を目的とした選挙啓発動画の制作

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 山下万吉 総社市 選挙管理委員会・事務局 河原隆
デザイン学研究科造形デザイン学専攻 平井聖也

共同

連絡先 山下万吉 mankichi@dgn.oka-pu.ac.jp

日本で行われる選挙の投票率は国政や地方を問わず年々低下している。そこで、令和3年9月19
日に実施した総社市議選において、特に低下が著しい若者世代から四十歳代の年齢層をターゲッ
トとして、投票率向上を目的とした選挙啓発動画の制作と発信方法の研究を行った。

＜共同研究者及び分担＞
山下（企画提案、監修、評価）、河原（情報提供、検証、評価）、平井聖也（映像制作）

＜動画の内容＞
30秒のアニメーション。正義のヒーローが悪の組織

“極悪団”から平和を守る世界。何をやってもヒー
ローに邪魔される極悪団は、ヒーローが選挙に行って
いない情報を掴み、世界征服の最終手段として投票し
に行くことを選ぶというストーリー。自分たちが投票
に行かなくても、誰かが投票に行き、未来は動く。良
くも、悪くも…選挙や投票がいろんな意味を持ち、複
雑な社会状況になる中、（ヒーローのような）誰かが
行くから投票に行く、のではなく、自分自身で考え
て、自らの意思で投票に行ってほしいという意味を込
めた。

＜動画視聴＞総社市公式 YouTube チャンネル
<https://www.youtube.com/watch?v=ygwe0Ge1tTs>

https://www.youtube.com/watch?v=ygwe0Ge1tTs


デザイン思考における創造的活動の研究・地域PRでの実践

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 髙橋俊臣

独創

連絡先 髙橋俊臣 toshiomi_takahashi@dgn.oka-pu.ac.jp

デザイン思考はプロセスである。その過程は共感、定義、創造、プロトタイプ、テストの5つ
あであるとIDEOのデビット・ケリー氏は提唱している。2010年以降、デザイン思考を使った新
たな発明や価値創造への取り組みを様々な企業や団体が行っていたが、大きな成果をもたらし
た形跡は見られない。したがってそのプロセス自体が結果につながるとは考えられない。その
原因となっているのが、「創造的活動」についてではないだろうか。つかみどころがなく、建
設的な研究がなされてないからである。

一方、私は20年間、常に広告現場において「創造的活動」を行ってきた。その経験の中から
得た創造へのアプローチは、はっきりと身についているものがあると言える。それを紐解き、
体系化することで教育現場や地域創生での創造的活動に役立てていくことが本研究の大きな
目的である。そして、デザインは形にして機能させることではじめて効果検証できるもので
ある。ここでは、デザイン思考を活用した総社市における地域PRへ取り組みを紹介すること
で良質な「創造的活動」の理解を目指す。



キッズルーム改修のためのデザイン

デザイン学部工芸工業デザイン学科 南川茂樹
デザイン学部造形デザイン学科 ３年 池田あかり、高橋優海、松藤桜

共同

連絡先 南川茂樹 m3304@dgn.oka-pu.ac.jp

株式会社岡山マツダから野田店ショールームのキッズルーム改修のデザイン依頼があり、ゼ

ミ生3名とともに共同で研究を行った。既存のキッズスペースから変更され、商談ルーム3部屋
の間の壁を取り除いた、幅9m、高さ3m、奥行き3.4mの空間が対象となる。改修までの期間が短
いため、遊具及び空間のデザイン提案を担い、製作は業者が担当することとなった。デザイン
に関する条件は、県産材をメインに使用すること、対象年齢はオーナー家族層から導き出し小
学生低学年までとなった。

アイデア出しから始まり話し合いを経てテーマを「冒険」とし、具体的なデザインを導きだ
した。空間に大きな帆船を配し、海の生き物に模した遊具を提案したが、岡山マツダ側から、
遊具を固定せず季節ごとに入れ替えることができる提案を望まれたため、再度案を検討した。

複数の動物型遊具を配した「動物園」をコンセプトに、キリン型滑り台、サメ型遊具、恐竜
型登り棒を提案。大型になるため板材を積層して形作ることとし、その造形手法を共通のデザ
インコンセプトとした。

キリン型滑り台は一番大型で、高さは2.4mあり展望台の役割もする。サメ型遊具は、口の中
に潜り込むことができ、側から見るとまるでサメに飲み込まれているように見える。恐竜型登
り棒は、シンプルな形状ながら側面に握り棒があり、それを伝って頭部に登ったり胴体の間を
くぐったり複数の遊び方ができる。またその空間の壁面を板材で構成し、緩やかに波打つ形状
とし、優しく包まれ安心安全を感じさせることを狙った。

また動物園ということで、MAZDAとZOOを掛け合わせて「MAZOODA」と称しロゴデザインも手
掛けた。しかしながら、業者との見積もりの結果、納期と予算の関係から今期は見送ることと
なり実現に至らなかった。いずれこの提案が実現することを期待して止まない。



ウィズコロナ・ポストコロナ時代の安心・
安全な地域連携型教育プログラムの実践研究

デザイン学部工芸工業デザイン学科 島田清徳、難波久美子、真世土マウ
作元朋子、渡邉操、岡本汐加

連絡先 島田清徳 textile@dgn.oka-pu.ac.jp

代表的な地域産業の繊維（テキスタイル）と陶磁（セラミック）を核とした工芸系デザイ

ン教育と県内文化施設を連携させ、“ものづくり”を活用した本事業を継続的に実施するこ

とにより、県民が文化に親しむ機会を増やすとともに地域文化の発展に寄与することを目的

とした。（令和３年度 地域連携事業）

高梁市成羽美術館においては、児島虎次郎の絵画とその周辺をモ

チーフとし、美術館との協働により学生がミュージアムグッズを

企画制作した。成果物は展示室とミュージアムショップで一般公

開し、地域資産である美術館コレクションの魅力を発信した。

岡山県立美術館では、屋内広場展示のほか、美術館を訪れる幅広

い年齢層が参加できるワークショップを、学生と美術館の連携に

より開発し、染色、窯焼成等の体験を通してものづくりの魅力を

発信した。これら美術館との連携事業は、新型コロナ感染防止対

策を徹底した上で、対面形式で実施した。

以上の地域連携事業の成果発表は、新型コロナ感染防止対策を徹

底した上で、学生によるYouTubeやInstagramによる成果物等の動

画配信も活用しながら、山陽新聞社さん太ギャラリーにおいて展

覧会形式で実施した。（右の写真は令和２年度の動画配信の様子）



運動用衣服のパターンを用いた作業用衣服の制作

デザイン学部工芸工業デザイン学科 舩山俊克

独創

連絡先 舩山俊克 funayama@dgn.oka-pu.ac.jp

作業用衣服を製作するにあたり、運動用衣服のパターン(型紙)を利用することで、着心地の向

上を目指す。化学防護服や作業着などは、外部の汚染から内部の人体を保護することを第一の目
標に置いており、着心地の重要度は高く考えられていないものが多い。しかし、基本的には何ら
かの作業を遂行するという目的を有していることが多く、着用した後は様々な動作を伴う。

短時間の作業であれば利用者への負担は小さいことが予想され

るが、長時間にわたる精密な作業が必要な場合も想定されるた
め、着心地の向上は重要な課題である。本研究では着心地が良く
身体に負担がかからない衣服として、運動用衣服に着目した。そ
のパターンを抽出し、不織布を用いて縫製し、再現した。通常の
作業用衣服とこの試作に関して、それぞれ筋電計を用いて、その
数値を計測し、特徴の抽出を行うことで、着心地の良い作業用衣
服の開発の一助となるデータ作成を目指す。



竹水を主成分とした化粧水のデザインについての考察

デザイン学部工芸工業デザイン学科 舩山俊克

連絡先 舩山俊克 funayama@dgn.oka-pu.ac.jp

様々な化粧水が各社から商品化され販売されている。本研究では、成分に直結する素材の特殊

性をアピールしうるボトルパッケージとロゴおよびマークについて、ペルソナ手法を用いて具体
化した内容についてまとめる。その結果はクラウドファンディングにおける販売実績としてまと
める。ペルソナとして、社会人3年目の女性を設定し、サイズ感やグラフィックの要素などを抽出
し、実際のデザインに反映させた。

パッケージのデザイン意図は、形態に
よって主成分を想起させ、携帯性と使用し
やすさを両立させることである。ロゴは、
細身のゴシック体を基本に縦横でウェイト
に強弱を付け、中心部分に意識が向くよう
に全体を整えることであり、マークは、竹
の象形文字を幾何的に組み合わせ、単純な
形態で和を想起させるものとした。



閑谷学校の歴史的・文化的価値に関する研究３ｰ石塀について

デザイン学部建築学科 向山 徹

独創

連絡先 向山 徹 mukouyama@dgn.oka-pu.ac.jp

（本稿の目的）

学びの場としての構内と周囲の自然を凸としての存在で境界付けている石塀・石垣につい

て工法と素材に着目しその様態の変化について考察した。写真測量による３Dモデリング化と

メッシュデータ化でにより、構内の諸領域と周辺の自然環境とに寄り添う石塀の様態を、そ

れぞれの場所ごとに詳細に汲み取ることができた。

石の積み方・加工の方法・寸法が、場所の移り変わりを鋭敏に感じとりながら、次へと引き

渡すしなやかな所作として紡がれている。自然から発せられる言葉を素直に受け入れ、ひと

つひとつ丁寧に教えを心と体の中に積み上げてゆく「学びの場」のかたちを、閑谷の石の技

術の中に垣間見ることができたように思う。

↓↓

↓

↓

蒲鉾型石塀と吸込み井戸 蒲鉾型石塀から石積みへと切り替わる部分 石積みから蒲鉾型石塀へと切り替わる部分

吸込み井戸

ノミ跡による曲面

平滑な箇所

蒲鉾型への変曲点

石積みのはじまる部分



本研究の目的は、木を用いた再利用可能な「仮設装置」の開発と、それによってつくられる

多様な空間「仮設的な場」の創出である。仮設的な場の最大の特徴は、建築や空間を恒久的な
ものとしてではなく一時的につくるという点である。仮設化することで建設に係る費用が大幅
に削減できるだけでなく、土地や建物の原状回復も容易となる。また繰り返し再利用できる仮
設装置の開発により、日常的に仮設装置を用いて多様な場を創出していくことも可能となる。

今回は主に 30mm×90mm の部材（杉材）を用いた仮設装置を検討・開発し、自身の研究室や
商店街で実際に使用しながら組立てや解体のしやすさ等を検証した。さらに、開発した仮設装
置のアイデアをもとに、避難所の生活環境を改善するための提案を求める国際コンペ「最低限
のシェルター空間国際コンペ」に応募。組み立てや解体のしやすさ、日常時から災害時まで幅
広く活用できる点などが高く評価され、最優秀賞を受賞した。

木を用いた仮設装置の開発とそれによる仮設的な場の創出

デザイン学部建築学科 畠和宏

独創

連絡先 畠和宏 hata@dgn.oka-pu.ac.jp

仮設装置の接合部 基本モジュール 災害時の活用例 展開例（パーテーション）



本研究は「津山市公共施設等の利活用に関する民間提案制度」を利用した旧津山東幼稚園の

廃校利活用プロジェクトにおける建築や什器のデザインを目的としたものである。共同研究先
であるヒトトゴハン株式会社は当該プロジェクトの事業主であり、畠研究室は施設全体の建築
デザインとエントランス・中庭・カフェで使用する木製什器のデザイン及び施工を担当した。

木製什器には 30mm×90mm と 30mm×30mm の2種類の部材のみを使用し、部材を限定するこ
とでデザインの統一を図るほか、端材を別の什器の材料に充てることも可能な設計とした。ま
た、ビスを表に出さない形で組んでいくことで、十分な強度を持たせながら安全面と美観にも
配慮した。木材はすべて真庭市産のものを使用しており、県産材の活用にも寄与している。

今回の成果を今後のさらなる展開につなげていきたい。なお、本施設は「sense TSUYAMA
（旧津山市立東幼稚園プロジェクト）」として「令和3年度 津山市景観賞」を受賞した。

津山市「旧東幼稚園プロジェクト」における建築及び什器デザイン

デザイン学部建築学科 畠和宏

共同

連絡先 畠和宏 hata@dgn.oka-pu.ac.jp

カフェ内観 制作風景① エントランス制作風景②



学校施設のトイレに求められる音環境の探索

デザイン学部建築学科 原田和典

独創

連絡先 原田和典 kazunori_harada@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究では学校施設のトイレ空間におけるプライバシーへの配慮に対し、音環境の面からアプ

ローチした。学校施設のトイレに求められる音環境条件の探索を目的とし、学校施設のトイレの
音環境の現状調査、擬音装置によるトイレの音のマスキング手法の検討を行った。

検討では某中高一貫校の協力のもと、中学1年生〜高校3年生までの計557名を対象としたアン
ケート調査を実施した。アンケートでは現在のトイレの環境についての満足度や、使用時に自分
の排泄音を隠したいと思うかなどを回答してもらった。アンケート調査後、複数種類の音から再
生音を選べる擬音装置を作成した。この擬音装置を1週間設置後、擬音装置の使用感についての
アンケート調査を実施した。

結果として、男女ともに多くの人が排泄を隠したいという意思があること、女性と男性で、求
めるマスキング手法が異なる可能性、遮音性能向上など建築的対応の必要性が示された。

図 擬音装置の使用感調査実験
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図 アンケート結果：排泄音を隠したいか
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図 アンケート結果：擬音装置の必要性
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