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 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業

においてはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に

伴い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点で

の見直しを行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、従来

から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参

りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、

品質や環境などをはじめとするマネジメントに係わる規格などが制定されて

きております。弊会においてもこの動きに対応し、機械安全、環境保全など機

械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機械工業の横断的な規格につ

いての取り組みを強化しているところです。 

 具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格

整備とリスクアセスメントの普及活動、各専門分野の機関・団体の協力による

機種別・課題別標準化の推進などです。これらの事業成果は、日本発の国際規

格への提案や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格の早期制定な

どとなって実を結ぶものであります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして  

社団法人日本包装機械工業会に「包装機械のユニバーサルデザインの調査研

究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位の

ご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

 

   



は し が き 

 
本年のわが国経済は、政府による景気回復策の実行により、その効果が期待されるところで

ありますが、現状の世界的な金融危機による不況と個人消費等の回復が難しい状況であること

から、国内総生産高(GDP)はマイナス成長に落ち込むことが見込まれております。このような景

況の見込みから、本年の包装機械産業界も引き続き厳しい環境下に置かれることが予測されま

すが、恐れず、慌てず、焦らず、正々堂々と身を処すと共に、ますます多様化するユーザーニ

ーズを的確に捉え、多品種少量生産システム、食品の安全・衛生化に配慮した付加価値の高い

包装機械の提供に努め、コストダウンに励むと共に、ユニバーサルデザイン(UD)の推進や環境

配慮型の商品など、生活をより豊かにしていく新商品や新サービスの開発、既存商品のスペッ

クアップなどに取組んでまいります。 

特にこの中でユニバーサルデザインの推進や環境配慮は、各社が別々の方向を向いて歩いて

いたのでは、本質的な対応に近づけないのではないかと思い、業界としの取組を考えておりま

す。 

包装機械は食品、医薬・化学品、文具、雑貨などの様々な商品に対し最終的な製造工程を受

け持っています。そこでは間違いや不良品があってはなりません。 

今まで包装機械のユーザーはこれらの工程に対し熟練した専任のオペレーターを配置してい

ました。そこで包装機械の設計者はユーザーの熟練した専任オペレーターを想定して機械を設

計しておけばよかったので、オペレーターについて人間工学的な面はあまり考慮せず、従来の

慣習に従って設計していました。 

しかし、少子高齢化や雇用形態の変動に加え、包装工程の省人化、簡易的な卓上型から包装

ラインとしてシステム化した大型の機械に至る多くの機種が出現し、また、様々な分野に利用

拡大されてきています。これに伴い包装機械を取扱うオペレーターの年代や層も拡大し、高齢

化やパートタイマー化などが進行しています。 
これらに対応するためには「ユニバーサルデザインの原則」に基づき包装機械を見直して、

包装機械のユニバーサルデザインのあり方を描く必要性があります。 
本調査研究委員会はこうした状況を背景に、包装機械産業の現状調査を行った活動報告書で

あります。 
 事業を推進するにあたり、ご支援、ご協力を賜りました関係各省、ヒアリング調査、アンケ

ート調査にご協力いただいた各企業および当調査研究委員会の委員各位のご尽力に心より感謝

の意を表します。 
 

平成２１年３月 
社団法人 日本包装機械工業会 

会 長 石 田 隆 一 
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第１章 調査の背景と目的 

 この章で包装機械のユニバーサルデザインを調査研究した背景と目的を述べる。 

 

１－１ 調査研究の背景 

日本経済は、１９９０年のバブル崩壊後、長い失われた時間を過ごした。そして、まだ新し

い展望をもつことができないまま、再び２００８年には米国を震源地とする世界同時不況に突

入してしまった。高齢化が進み、２００６年には人口減少が始まっている。日本は今までに経

験したことのない段階に突入しようとしており、社会や産業がこうした状況に適応できないで

いる。しかし、このような状況にあっても、日本の各産業は新技術の開発、生産工程の革新、

あるいはＩＴの利用を通じて、さらに高度な産業へと進化しようと模索している。 

 

日本の包装・荷造機械産業（以下総称して包装機械産業という）の歴史を振り返ってみると、

第２次世界大戦後に本格的な発展を始め、１９６０年代の高度経済成長時代に急激に成長した

時代を過ごしてきた。そして１９７３年の石油危機の時代にも、その影響をあまり大きく受け

ずに包装機械産業は成長し続けた。この間、包装機械産業は、日本経済の流通革命を支える技

術と製品を提供してきたということができる。 

 

２０世紀の後半の時代を通じて、日本は経済大国となり、日本人の生活水準は急速に豊かに

なり、都市だけでなく日本全土における生活水準の高度化が進行した。これを成立させたのが、

日常生活用品の大量生産システムと流通ネットワークの増大であった。各種の食品、化学製品、

医薬品、電子機器などが、増大した流通ネットワークによって大量に、定常的に供給されるよ

うになった。こうして包装機械に対する要求が飛躍的に増大していった。包装機械産業はこれ

に応えて、様々な包装技術の開発を行ってきた。 

 

このような技術革新は包装機械の主要な性能を確保することが第一であり、包装機械におけ

る安全と衛生の確保、操作者の人間工学的配慮などを含むデザインの問題については、設計者

のカンと経験に依存することが多く、これまで主要な問題として扱われることが少なかった。

このため、包装機械の設計者は、とくにデザインを意識せずに常識的な設計基準を適用するに

留まっていたといえる。これは、工業製品の設計に関する共通的な基準に関するものであり、

人間工学的配慮、安全性、操作性、ディスプレイ装置などにおける表示、使いやすさへの配慮

など、最近、多くの分野で話題になっているユニバーサルデザイン（ＵＤと略する場合あり）

に関わる問題である。 

 

１―２ 本調査研究の目的 

 このような状況を背景にして、本調査は、包装機械のユニバーサルデザインに関して､最新の

動向について調査を行い、実際に包装機械の分野でユニバーサルデザインを推進するために必

要なことがらを検討するものである。 
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まず、ユニバーサルデザインの基本コンセプトと歴史、包装機械のユニバーサルデザインの

基準について検討し、包装機械において、ユニバーサルデザインに関するアンケート調査を行

った。そして、各企業において包装機械のユニバーサルデザインに関連してどのような事例が

あるかを紹介し、包装機械のユニバーサルデザインの一つの具体的な例として、表示方法の共

通化の可能性をとりまとめることを検討した。 

 

本調査研究は、包装機械のユニバーサルデザインについて包装機械のメーカーとユーザーの

意見をアンケートにより調査し、各企業における関連する事例を紹介し、今後の包装機械産業

におけるユニバーサルデザインの推進に資することを目的にしている。 
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第２章 ユニバーサルデザイン 

 最初にユニバーサルデザインとは何かについて取り組んできた歴史的な経緯を踏まえて解説

する。また、これからの包装機械産業は、国内や輸出向けを問わず、完成度の高い感動商品を

作り続けてゆくことが強く求められることに触れたい。 

 

２－１ ユニバーサルデザインとは 

この問いかけに応える前に、“デザインとは何か？エルゴノミクスとは何か”についての解説

の上で、「ユニバーサルデザインとは何か」に説明する。 

そもそも、人類とおぼしき人間が誕生し、その手に道具らしき加工した石塊やこん棒を握っ

た瞬間にデザインが始まった。少し話の展開が大袈裟すぎる、と思われるかもしれないが、命

題である「ユニバーサルデザインとは」に大いに関係がある。 

 われわれの道具や機械は、本来、人間の体の諸器官の働きを、外部に延長した人工物という

ことが出来る。身体の限界を悟り、体の働きをもっと強く、あるいは大きく拡大したり自由自

在に使うために、道具や機械という人工物に発展させてきた。考えてみると、人間は生物の一

つであり自然だが、道具や機械は人工物である。しかし、それはあくまでも人間の機能の、外

部延長であればこそ、人間と道具、機械との間、つまりインターフェースは「人間化」された

いし、されねばならない。 

 単的にいえば、道具や機械のインターフェースを「人間化」することが、デザインであると

もいえる。この「人間化」する行為としてのデザインの延長上に、ユニバーサルデザインがあ

るといえる。 

 

２－１－１ エルゴノミクスの発生 

 人間がある仕事をするとき、その仕事に対して、その人が安全で快適な作業が出来る適切な

環境を作り出すための学問としてエルゴノミクスがある。日本では人間工学と訳されている。

ギリシャ語の Ergon（仕事）＋homos（習慣又は法則の２つの意味がある）＋ics（学を意味す

る接尾語）からなる合成語といえる。人間の仕事を適正化（正常化）することだが、人間とし

ての自然で正しい作業をするにはどうしたら良いかを研究することといえる。最初の歴史的発

生は、ポーランドのヤルツエボウスキーの研究記録にあるといわれている。 

 ヨーロッパではエルゴノミクス、アメリカではヒューマンファクターズなどといわれている。

いずれも初期の頃は、作業能率を増進させようという傾向が強く、科学管理法（Ｆ.Ｗ.Taylor）

や動作研究（Ｆ.Gilbreth）が現われ、フォード社などにみる生産効率を上げるための合理化運

動がおきた。作業能率と労務管理の研究は、暫時総合的な研究へと進み、心理学、社会学、経

済学、医学、工学など、多くの学問が問題解決に向かった。 

 特に第二次世界大戦では、皮肉にも軍事上の必要性から、兵器および航空機などの設計に対

して、エルゴノミクス的特性を配慮するようになった。戦闘において用いられる兵器は機械の

操作が簡単でなければならない。いくら性能が良くても操作が複雑で熟練を要するようでは、

こと命に関わる。その結果、人間と機械との関係を重視するエルゴノミクスが向上したといわ

れる。その後、さらに家庭用の日常製品をはじめ、オフィスなどの事務用品や産業機械へと、
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適用範囲は広がっていった。 

 ここで、幾つかのエルゴノミクスの定義を示すことによって、ユニバーサルデザインにつな

げる基礎として記しておきたい。 

 

２－１－２ エルゴノミクスの定義 

①「人間がモノを使うことについてのエンジニアリングである。」（Ｅ.Ｊ.マコーミックに

よる定義） 

②「人間の外部ストレスに対する反応を支配している原理や法則や量的関係を機械や機器

設計に適用し、最適な機械の条件を見出すこと。」（Ｔ.ハッチによる定義） 

③人間の作業や人間―機械系の作業が能率良く行なわれるように各種装置を設計するもの

であって、それには情報の表示方式や制御の方法も含まれている。装置の設計には効率

に重点を置き、また操作時における人間の安全を確保し、不快を無くすことも重要であ

る。（Ｗ.Ｅ.ウッドソンによる定義） 

④「エルゴノミクスとは、いわば学際的科学であり、人間の行動と反応を、その労働との

関連において研究する学問である。それには工学とともに、生理学、心理学、解剖学が

含まれる。エルゴノミクスの実際上の目的は、人間に仕事を合わせること、そして労働

を人間の能力に適合させることである。それゆえ、エルゴノミクスは生産力を増大させ

るだけではなく、健康と福利を増進させることが出来る。」（Ｅ グランジャンによる定義） 

 

２－１－３ エルゴノミクスのその後の役割と適用 

 日常の生活のなかで、事故は後を絶たない。家庭内の些細なことから、公共環境や産業生産

の現場まで、現代社会では事故を避けることが出来ない。アメリカのスリーマイル島原発事故、

旧ソ連のチェルノブイリ原発事故、数々の航空機事故、工場での事故･･･、こうした現場では機

械そのものの不備や欠陥がある。しかし、それらとともに、ヒューマンエラーを引き起こす何

らかの原因が作用している。安全への配慮から使いやすさには、人間の心理と動作の相互関係

には、まだまだ見えない、わからない要因が数多く存在する。 

 道具や機械に求められる機能が多くなるにつれ、操作は比例して複雑になり、操作は面倒に

なる。操作にはある程度の習熟が必要だが、人間には、誰でも“間違う、忘れる”という独特

の特性がある。そしてそこには付随して個人差がある。 

 

２－１－４ エルゴノミクスの特性 
(１)平均値から個別へ  

「人間に合わせる」とはいかなることなのか？人間は各人各様でまちまちである。人間とい

っても、デモグラフィック（人口統計的要素）やサイコグラフィック（心理的要因）によって

違いが発生する。したがって、使用者の対象が配慮すべき目標となる｡身体寸法への調整はもと

より、使用時間の経過による姿勢の違いの変化にも配慮する対応が求められる。個的な条件や

動作への対応といえる。 

（２）量から質へ 
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 人間と機械を一つのシステムとみなし、このシステムが最大の力を発揮できるように、人間

と機械の役割分担、相互動作を設計するものであった。 

 従来の設計は、一定時間にどれだけの出力が得られるか、ミスの量、効率といった評価尺度

であり、量を優先する考え方といえた。しかし、多品種少量生産の時代にあっては、求められ

るのは量ではなく質にある。いかに個のニーズに対応するか？ 

 最先端の技術を集約したスペースシャトルでさえ、一番の課題は、システムをいかに個々の

搭乗員に対応できるものとするかにあったといわれる。 

（３）使いやすさとわかりやすさ 

 「使いやすさ」には、「わかりやすさ」も含まれている。逆に言えば、「わかりにくさ」は即

「使いにくさ」に通じるということでもある。「使いやすさ」は例えば、公共性の高いものや、

はじめてそれを使う人であっても、スムーズに必要な動作が行なえることといえる。オペレー

ターの緊急交代や、最近の職場ではパートによる、時間交代や持ち場交代などが頻発する場合

がある。わかりやすさには、個人や地域の持つ文化性が大きく作用する。 

 新製品が誕生し、やがて完成度を高めてゆくにしたがって、製品を構成している多くの要素

の一つ一つがレベルを上げてゆくこととなる。エルゴノミクスもその中の大きな要素である。

「使いやすさやわかりやすさ」は、機能、性能、審美性、設置性や運搬性、供給力、サービス

性、メンテナンス性、エコ問題、総合安全性、企業理念、ブランド力、企業信用などコンプラ

イアンスに価格を含めて、直接･間接に関わってきた。したがって、「使いやすさ」は常にこれ

らの諸要素とともに、問われてきたといえる。 

 

２－１－５ ノーマライゼーションの考え方 

 製品化の５Ｗ２Ｈを考える上で、誰がどのように使うかが大きな課題として持ち上がってき

た。特に健常者ではなく、心や身体に障害を持った人たちのためのモノづくりは、以前から進

められてきた。高齢化社会の到来が予測された福祉国家を目指す北欧の諸国は、早くからこの

問題に着手してきた。「ノーマライゼーション」を初めて提唱したのは、デンマークのバンク･

ミケルセンで、１９５２年に彼が発足させた精神障害児の親の会に由来している。その主旨は、

心身に障害があっても「普通の生活」が当たり前のようにできるように、環境や社会の制度を

整えてゆくものであった。現在、デンマークの老人障害者福祉の３原則には、「継続性の尊重」

＝できる限りそれまでの生活を変えないこと、「残存能力の尊重」＝現在持っている生活能力を

維持し、可能であれば高めること、「自己決定」＝一人一人の意思を尊重すること、が掲げられ

ている。 

 また、スエーデンの障害者政策では「障害とは各個人に属する特性ではなく個人と、その個

人を取り巻く環境が接する際に生じる問題である」と定義づけられている。 

 一方、ＷＨＯでは国際障害者年を契機に、障害を機能障害、能力障害、社会的不利の３つに

分けて定義している。つまり、障害を固定的に捉えるのではなく分化して捉え、道具や環境の

整備で解消していくのだという能動的、創造的な態度が理念としてあり、健常者と障害者、強

者と弱者という対立概念ではなく、問題は連続したものであるとの解釈に立っている。 
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２－１－６ バリアフリー（barrier-free）の考え方 

 人間の身体は変化し続ける存在であり、誰でも年とともに変化する。それは人のもつ身体的

な機能能力が変わることを意味する。この変化にいかに対応するかがデザインの課題としてあ

る。変化する人間と道具や機械と環境を具体的にどのように結びつけるかがいわゆるバリアフ

リーである。 

 バリアフリーとは、障害者や高齢者の生活や活動に不便な障害（バリアー）を取り除き解消

すること（フリー）である｡その対象は、個人の使う道具やサービスなどから、家庭、職場、そ

して公共環境にまでわたる。例えば、階段とは別にゆるいスロープをつける、さらに手すりを

つける、加えてエスカレータにエレベータといった具合に、配慮がされる。 

 このようにみてくると、モノや環境という物質的なバリアーを無くすことは、これらのバリ

アーを生み出している社会そのものの中の、心のバリアー、を取り除く社会運動といえる。 

 人と道具や機械にサービス、そして環境との関係において、人間化の一要素であるエルゴノ

ミクスは、ノーマライゼーションおよびバリアフリーという考え方を経て進んできた。しかし、

われわれを取り巻く環境への対応は厳しく、地域や国によってはこれらの人間的条件の取り組

みにはより一層の改革的活動が強く求められ始めた。 

 

２－２ ユニバーサルデザインの提示 

 ノーマライゼーションおよびバリアフリーを経て今日まで来た。それは従来、多数者である

健常者が利用することを暗黙の了解として、あるいは前提条件として作られてきたところに問

題があった。個々の利用者がそれぞれ異なる問題を抱えていることを認め、「すべての人々」に

対して使いやすい製品や環境、差別なく公平にデザインしようというのが「ユニバーサルデザ

イン」のねらいである。 

 ここでいうすべての人々とは、障害の有無に関わりなく、すべてのユーザーを指しているの

ではない。「すべての人々」にといえば、ユーザーのセグメント化やパーソナリティの尊重と矛

盾しないかと、誤解を招くかもしれない。もちろん個々のニーズに応えることもなければなら

ない。いくつかの選択肢によって個々の要求変化に対応することもユニバーサルデザインのね

らいである。しかし、ユニバーサルデザインの概念が、全く新しい主張というわけではない。 

 モノづくりの現場では、同じことを意図した活動が以前から行なわれていた。オーダーメー

ドの世界など、靴職人の現場では、日本やイタリアなどの外反母趾対策のデザイン例はあった。

しかし、それは限られた業界や対象者であった。 

 「ユニバーサルデザイン」というニュアンスは、すでにミース･ファン･デル・ローエによっ

て述べられている。また，ＮＡＳＡのデザイナー、マイケル･カルビンも１９８９年の「世界デ

ザイン会議」の中で、すでに「ユニバーサルデザイン」という言葉を使っている。いずれもデ

ザインの経緯を見るとき、モノづくりが高度化･高次化するに従い、一体誰のための道具なのか

機械や環境なのか、といったことがくりかえし、自問自答をしてきたことと見るべきである。

だからこそ、人間「生物自然」と「人工物」との関係は４５０万年もの年月を経ようとも、変

わらぬ命題といえる。 

それを明確な概念として広く提言したのが、ノース・カロライナ大学ユニバーサルデザイン研
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究所のロン･メイス教授であった。 

 ロン･メイスはユニバーサルデザインを７つの原則として示している。この定義は『改造や特

殊化されたデザインということへの義務を負うことなく、可能な限り広範な広がりに向けて、

すべての人々にとって使いやすい製品や環境のデザイン』である。いわゆる「特殊解」ではな

く、「一般解」をデザインすることが重要だとしている。 

 

２－２－１ ユニバーサルデザインの７つの原則 

原則 １、公平な利用（eqitable use） 

どのようなグループに属する利用者にとっても有益であり、購入可能であるようにデザインす

る。 

○指針  

１ａ すべての利用者に何時でも何処でも、同じように有益であるように提供する。 

１ｂ どのような利用者も差別したり辱めたりすることが出来ない。 

１ｃ すべての利用者のプライバシーや、安心感、安全性を可能な限り同等に確保する。 

 

原則 ２、利用における柔軟性（flexibility use） 

幅広い人たちの好みや能力に有効であるようにデザインする。 

○指針 

２ａ 使用できる方法を選択できるよう多様性を持たせて供給する。 

２ｂ 右利き、左利きでも利用できる。 

２ｃ 利用者が操作したとおり容易に確実な結果が得られる。 

２ｄ 利用者のペースに応じられることが出来る。 

 

原則 ３、単純で直感的な利用（shimple and intuitive use） 

理解が容易であり、利用者の経験や知識、言語力、集中の度合いなどに依存しないようデザイ

ンする。 

○指針  

３ａ 不必要な複雑さは取り除く。 

３ｂ 利用者の期待や直感に一致させる。 

３ｃ 広い読み書きや言葉の能力に対応する。 

３ｄ 情報はその重要性に応じて一貫性があるように整理する。 

３ｅ 連続的な操作に対しては、それが効果的に即されるよう工夫する。 

３ｆ 仕事が終了するまでの間や終了した後に、タイムリーなフィードバックがある。 

   

原則 ４、分かりやすい情報（perceptible information）   

周囲の状況あるいは利用者の感覚能力に関係なく、利用者に必要な情報が効果的に伝わるよう

デザインする。 

○指針  
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４ａ 必要な情報は，絵や言葉、触覚などいろいろな方法を使って、必要以上と思われるくら

い提示する。 

４ｂ 不可欠な情報と、それ以外の周囲の情報とは十分コントラストをつける。 

４ｃ 必要な情報はあらゆる感覚形態に応じて出来る限りわかりやすくする。 

４ｄ さまざまな方法を用いて基本要素を区別して伝達する。（すなわち手引きや支持が簡単

に提供できるようにする） 

４ｅ 感覚に制限がある人々が利用するいろいろな技術や装置は、共用性があるように提供す

る。 

 

原則 ５、間違いに対する寛大さ（tolerance for error） 

危険な状態や予期、あるいは意図しない操作による不都合な結果は、最小限に抑えるようデザ

インする。 

○指針  

５ａ 危険や誤操作が最小限となるように要素を配置する。（最も利用される要素を最も使い

やすいようにし、危険性がある要素は取り除くか、分離するか遮蔽する） 

５ｂ 危険や間違いを警告する。 

５ｃ フェールセーフ（安全性を確保する方法）を提供する。 

５ｄ 注意の集中が仕事において、意識しないような行動が起こらないように配置する。 

  

原則 ６、身体的な負担は少なく（low physical effort） 

能率的で快適であり、そして疲れないようデザインする。 

○指針 

６ａ 利用者に無理のない姿勢を維持させる。 

６ｂ 操作に要する力は適切にする。 

６ｃ 反復的な操作は最小限にする。 

６ｄ 持続的な身体的努力は最小限にする。 

 

原則 ７、接近や利用に際する大きさと広さ（size and space for approach and use） 

利用者の体の大きさや、姿勢、移動能力にかかわらず近寄ったり、手が届いたり、手作業した

りすることが出来る適切な大きさと広さを提供する。 

○指針  

７ａ 座位、立居など、どのような姿勢の利用者であっても、重要な事柄がはっきり見えるよ

うにする。 

７ｂ 座位、立居など、どのような姿勢の利用者であっても、すべての構成要素に手が届くよ

うにする。 

７ｃ 腕や手の大きさに応じて選択できるよう多様性を確保する。 

７ｄ 支援機器や人的支援が利用できるよう充分な空間を用意する。 

（国立特殊教育研究所・web サイトより引用） 
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２－２－２ ユニバーサルデザインの意味 

 先に挙げたユニバーサルデザインの７つの原則は、あくまでも原則であって、限りなく永久

活動的な側面を持つ。たしかに、ノーマライゼーションやバリアフリーは、いずれも障害者に

とってのバリアーを取り除くことによって、健常者との差別化を無くす目的が明確であった。

したがって、やがては「取り除かれる」という目標がある。 

 一方、ユニバーサルデザインは、個別性を越えたところの普遍性に焦点が当てられている。

普遍性は個々に共通するデジタルな数値目標で括りだすとか、集約するといった単純で安易な

方法で得られるものではない。しかしながら、普遍性の中に個別性を限りなく追求しようとい

う思想を持っている。彼の思想背景の中には、人間そのものも百人百様の身体的や心理的な個

体差があることを前提に立っている。その意味では、ユニバーサルデザインは、モノと人間と

の関係の思想的な追求目標であり、決して達成目標ではないといえる。 

 ロン･メイス自身は障害者であり、すでに亡くなって今はいない。しかし彼の言わんとしたこ

とは、彼の提示する７つの原則に照らし合わせて、「より良き完成度の高い製品や環境を設計し

ていただきたい」との強いメッセージが込められている。 

 

２－２－３ ユニバーサルデザインの要請 

 ユニバーサルデザインは、何故必要なのか？に触れてみる。道具や機械の使いやさとわかり

やすさは、エルゴノミクスを介して解決努力が行なわれてきた。しかし、人間の欲求は限りな

く、機械の機能や性能そして操作のしやすさなどを追い求めてきた。限りない技術革新は、と

もすると人間の存在を忘れ、アンバランスな機械が生まれる状態をともなった。 

 モノの価値、すなわち製品やサービスおよび環境の価値は、価格との関係で評価される。一

般的には、商品力は総合的付加価値を価格で除したもので表される。 

 総合的付加価値とは、先に述べたように、モノを構成している中心に、 

①機能性、安全性、操作性、審美性がある。その周辺には、 

②サービス性、設置性、運搬性、メンテナンス性、新規性がある。そしてその背景には、 

③企業イメージ、企業ブランド、企業ポリシー、企業の信用などがある。 

そしてこれらの要素が、いくらの価格で出来ているかによってユーザーは評価することとな

る。だとすれば、商品力とはいえ、価格との相対関係で導き出される。同じ働きを持つペン一

本にしても、３０円のものもあれば、３０００円や３万円のペンまであり、基本的に商品力は

変わらない。われわれは、製品を購入するに当たり、この相対的な条件に照らし合わせて評価

購入する｡つまり、コストを優先するとすれば、付加価値の一部を省略し、犠牲にすることとな

る。このことは造り手と買い手との需要関係でもある。 

 しかし、購入者層の生活レベルや文化度が高まるにつれて、製品そのものへの期待感は、完

成度の高いものへと移行する。また、ユーザーの中にも使い分けを求める場合も生じてくる。

いずれにせよ製品の発展は、ユーザーの満足度を満たすべく相互に進展する。 

 時代とともに製品への期待度は、総合的にバランスのよいものに移行し、地域や輸入を受け

入れる国によって、受け入れる条件のハードルとなり異なってくる。 
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 生産者にとって、市場は受け入れてもらえるか否かの決定的な鍵を持っているだけに、市場

の求める条件は絶対的となる。特に、輸出ともなれば、各種の法律や規定および市場条件は、

製品企画に盛り込まなければならない。 

 時代とともに、製品企画に求められる要求項目は、幾何級数的に増えている。その中で、ユ

ーザーの求める総合機能のなかで、人と接するインターフェースであるユニバーサルデザイン

も必然的に必須条件になってきている。製品に求められる究極の思想や姿勢と捉えるか、市場

が要求するから配慮するのか、企業の思惑はさまざまである。ともあれ、時代の趨勢からすれ

ば、いかなる理念を持つかどうかは、企業や業界の腹一つにかかっている。 

 

２－２－４ ユニバーサルデザイン導入への課題と期待 

 ユニバーサルデザインの取り組みは、すでに述べたように市場と企業姿勢との関係が大きい。

したがって、内需や輸出に関わらずグローバルな販売活動であれば、必然的に総合的な付加価

値を持つ必要性があり、導入せざるをえない。 

 また、企業の理念やブランド、信頼性といった文化度の面から、新たなビジネス創造のフレ

ームとして取り組んでいく姿勢もある。総合的な判断や決断している企業としては大手企業が

多い。しかし、腑分けしてみると、こと、ユニバーサルデザインに限ったことではないことに

気付く。つまり、真摯にデザインの本質を理解している企業であり、エルゴノミクスの基礎が

しっかり根付いている点が読み取れる。 

  

 これはアメリカの例だが、取り組みの課題となる点を挙げてみると、次の点がある。 

（１）企業規模  

大企業の場合、上層経営陣のサポートと公式製品開発プロセスへの制度化がある。中小企業

の場合は、ユニバーサルデザインの擁護者がいる、などである。 

（２）コスト 

 導入に際して、デザイン資源や商品製造過程において追加的なコストがかかると見ている。

企業内の資源獲得競争やマーケットにおいても、正当化しにくい点が決断の大きな要因となっ

ている（外部はコストがかからないというが、内部は否定的）。ユニバーサルデザインの内容の

理解が、内部ではなされていない面もある。 

（３）規制 

 規制を受けている企業は、ユニバーサルデザインに対して敏感であり、「規制対策や出資者対

策」の一環として採用する傾向がある。 

（４）調査、開発 

 ユニバーサルデザインや関連機関との密接な関係を持ちたがっている。マーケット調査の改

善などへの参加により、経済的存立を図れる製品への期待感を持つニーズが存在する。 

（５）外部からのサポート 

 ユニバーサルデザインを実行する場合、外部からのサポートを期待している。 

（６）内的要因 

製造業によるユニバーサルデザインの採用と成功に影響を与える誘引と障害がある。 
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〇誘因「肯定的」 

①マーケティングと経営 

・ユニバーサルデザインがマーケットを拡大するという信念。 

・ユニバーサルデザインは費用効果が高いという信念。 

・ユニバーサルデザインは障害のないユーザーの利益にもなり、製品やサービスに汚名を

着せることがないという信念。 

・上層経営陣からのユニバーサルデザインのサポート。 

・中層から上層経営陣内での内部の擁護者。 

  ・多数のあるいは大口の消費者からのユニバーサルデザイン製品に対する需要。 

②製品デザイナーと人間要因的資源 

・障害者にとり最も使いやすいデザインの製品を作るにはどうしたらよいかという知識。 
・使いやすさとアクセシビリティを向上させた製品を準備するよう会社に要請する規制。 
「ユニバーサルデザインによるベンチマークの要請」 

〇障害（否定的な影響） 

①恐れ 

・ユニバーサルデザインを取り入れると、「不満を持った障害者グループによって、起訴や

良くない宣伝のターゲットにされるのではないか」という恐れ。 

  ・ユニバーサルデザインは「誰にでも使える製品を意味するのではないか、あるいは期待

に応じられないのではないか」という恐れ。 

  ・ユニバーサルデザインの採用で、「デザインチームの再編や再訓練のコストが高くつくの

ではないか」という懸念。 

・ユニバーサルデザインの実施によって、「マーケットに参加することが遅れるのではない

か」という懸念。 

②不適当なトレーニングや資源 

・アクセスの問題を解決したり、ユニバーサルデザインを実施したりすることに関する知

識が社内にないこと。 

・製品開発者の側が、「障害の種類や程度などが」さまざま異なる人々について、また、彼

らのためにデザインする方法について学ぶ時間が持てないこと。 

③関心の不在 

・ユニバーサルデザインは単に障害者のためのデザインだから、小さい間隙的なマーケッ

トを意味する、というマーケティングその他の経営側の信念。 

・自分たちの製品はすでに成熟しており、製造過程も技術的に複雑なので、費用効率に見

合うように仕様を変更するのは難しい、という製造者側の信念。 

④構造的要因 

・ユニバーサルデザインの採用が複雑すぎるような、非常に大規模で多様化しているよう

な企業。 

・ユニバーサルデザインの採用という変化に対応できる資源がないほど零細な企業。 

（７）戦略一覧 
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消費財製造業者によるユニバーサルデザインの採用と成功に与える戦略一覧。 

〇ユニバーサルデザインの意識を高めること 

  ･内部の提唱者が使う、ユニバーサルデザインを紹介するデータ。 

  ･上層経営陣や製品デザイナーが読んでいる定期刊行物に掲載されたユニバーサルデザイ

ンについての記事。 

  ･ユニバーサルデザインの専門家や提唱者による、主要産業や同業者会議でのプレゼンテー

ションや展示。 

〇特定の製品タイプと産業部門のためのデザインやツール 

  ･ニーズや指針に応えるアイデアやストラテジー。 

  ･試作品を作ったり消費者に試してもらう前に、製品デザインを評価したり、解決すべき 
   問題領域を特定したりするのに仕える手順。 
  ･良いユニバーサルデザインプロセスと製品の事例研究と特定の見本。 
  ･消費者グループが、「満足なもの」として受諾したデザインとその特徴。 

  ･さまざまな障害を持つ人々の数に関する人口統計データ。特にユニバーサルデザインから

利益を得られるような、機能障害を持った人々の数に関する人口統計データ。 
  ･さまざまな製品の特徴に対して問題を持った人々の数に関するデータ。 
  ･特定のデザインに決定したり、製品の特定の特長によって生まれうる新しいユーザー数の

見積もり方法。 
〇トレーニング/教育 

  ･デザイン開発チームのメンバーのためのトレーニングコース。 

  ･マーケティング部や製品マネージャーのためのトレーニングコース。 

  ･ユニバーサルデザインをデザインと商品やサービス開発の職業トレーニングプログラム

に組み込むこと。 

〇消費者 

  ･ビジネス上の制約と方法を提唱グループに意識させること。 

  ･障害を持つ消費者が製品について、企業と簡単にコミュニケーションが取れ、詳細な批判

と提案が出来るような、知識を持った消費者団体。 

〇規制/必要条件 

  ･製品とサービスのアクセシビリティを要求する、適切に文書化された連邦による規制。 

  ･例えば、連邦･州政府、消費者団体などの多数の機関や消費者による明細書に、障害者の

アクセス要求が含まれること。 

〇コンサルタント/専門家 

  ･特定の製品のユニバーサルデザインの問題について、開発やマーケティングの際に、援助

してくれる専門家やコンサルタントがいること。 

  ･広く一般に是認された評価システムあるいは専門家の判断を基にした「認可印」。 

（米国企業を対象としたユニバーサルデザインに関する調査報告「ウイスコンシン大学トレー

スセンターよる」） 
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２－２－５ ユニバーサルデザインの受けとめ方 

 ユニバーサルデザインの目指す方向は、バリアフリーの現実的な問題解決に対して、あらゆ

る製品、サービス、環境に対してであり、広く使用者を対象にした、総合的な視点からの理想

を目標原則としている。 

 したがって、付け焼刃的なパッチワークでは解決できない人間の限りなく求めてやまない人

と機械との関係性を、深く真摯な対応を必要としている。 

ユニバーサルデザインはアメリカで誕生している点にも注目すべき点はある。米国は“合衆

国”であるがゆえに、標準化などのマニュアルや共通言語や共通操作などの規定や規約が誕生

せざるをえない社会背景や行政上の理由があることも考えておかなければならない。しかし、

一方では民族系、地域系によるブロック化やパトリオティズムの意味と役割を切り捨ててはな

らない。 

 日本は、たしかに技術立国として成長してきたが、一方では経済中心主義の産業経済の中で

の価値観をいまだに持っている。リチャード･フロリダやダニエル･ピンクの提唱･警告している、

「クリエーティブが資本となる時代」は、まさに日本の生活観による独自のデザイン原則が待

たれている。結論を先に急げば、ユニバーサルデザインの原則は、日本独自の解釈によるか、

あるいは新たな日本の「ポスト・デザイン」を創出するチャンスと捕らえても良いのではない

だろうか。 

個人的に、ゼロックスのパロアルト研究所から誕生したコンピューターのオペレーションで、

マウスによるアイコン操作という当時の画期的デザインを最初に体験した。やがてこれを開発

した研究者のアラン・ケイは、アップル社のウオーズニアック社長に招かれた。こんにちのパ

ソコン操作はアップル社のマック「リサ」を中心に確立した。パソコン操作は、世界共通のイ

ンターラクションを成立させている。今後のグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(ＧＵ

Ｉ)の方向を示唆している。    

その後、彼は携帯オーディオのアイポッドを、さらには携帯電話のアイ・ホーンを成立させ

ている。アイ・ホーンの操作は、すでに３０年も前から繰り返し研究されたタッチだが、常に

操作のあり方をパースペクティヴに捉え、基礎研究を怠らない追求態度があればこそといえる。

ユニバーサルデザインにも、満足商品から、感動商品づくりに意欲を持つ思想活動を感じてい

る。 

 一方、日本オリジナルには、割り箸などがあるが、ユニバーサルデザインの主旨からすれば

これをどのように考えるか？ 

ユニバーサルデザインは、単なる製品の表面レベルを化粧デザインして成立できるものでは

ない。 

 「写ルンです」カメラにしても、アイデアは、設計レベルの発想段階ではない。最も最初の

企画の段階から、つまり、ゼロベースでの発想の段階でユニバーサル的な内容が発想され構築

されたものである。これは人的能力資源や企業体質的資源とアクティブなマネージメントを伴

うものである。これも重要なファクターといえる。 

 

 



14

２－３ 日本包装機械工業会とユニバーサルデザイン 

 ユニバーサルデザインに関して、エルゴノミクス「ヒューマンファクター」の解説に引き続

き、ノーマライゼーション、バリアフリー、そしてユニバーサルデザインについて、回りくど

く説明してきた。 

 これは、いきなりユニバーサルデザインを業界に導入しようとしても無理がある。それは業

界内の企業の中に、デザインが不在であり、ましてやエルゴノミクスも無いに等しいと思われ

るからである。「日本国際包装機械展（ジャパンパック）や包装学校内」での感想だが、デザイ

ンがあっても数社にとどまり、それも内部にデザイン部門やデザイン専門家が勤務しているわ

けではない。 

 長年にわたって、包装学校で座学を続け、さらに機関新聞に記事や出版も行なってきた。ジ

ャパンパックの中でもデザインやエルゴノミクスについてＰＲ活動を行なった。さらに個々の

企業指導をと考えても、製品が売れれば良しとする傾向が強く、残念ながら、継続･浸透させる

には程遠いものであった。 

 包装機械へのデザイン導入に力を入れたのは、カメラ業界や事務機械関連の業界と比較した

とき、包装機械業界は、デザインやエルゴノミクスなどへの配慮があまりにも不足していたか

らである。むしろ、まだ安全性の確立に奔走していた時代であった。 

デザインが、あるいはユニバーサルデザインが急速に求められる今日、基礎固めが出来てい

ないことに関して遅きに失したが、腰を上げたことへの意義は大きい。 

 

２－３－１ 対策（その１）  

デザインやエルゴノミクスへの配慮が弱く、不足とは言うものの、企業間競争は熾烈になっ

てきている。ユーザー（使用者を含めて）も総合的にバランスの取れた製品を求める時代にな

ってきた。輸出ともなれば、輸出先の市場条件も厳しく、また、企業間競争も激しい。デザイ

ンやエルゴノミクスを配慮しない製品は、競争入札にも参加させない、という国も現われてき

ている。もはや、市場を国内に限定するのではなく、海外を含めたグローバルな視点でのモノ

づくりが常識として始まっている。 

中小企業の多い業界内に、デザイン部門を置くことが極めて困難であれば、まず、外部のデ

ザイン専門家やエルゴノミクスなどの専門家と契約するなどの対策がある。専門家との契約に

際しては、専門家集団のリストや紹介などを利用する。 

 また、機械の複雑化に対して、画面操作［ＧＵＩ］による方法が主役となりつつある。これ

には、ソフト、リテラシー、コンテンツ、コンテクストづくりなど文脈とイラストなどへの、

新たな専門性が強く求められてきている。 

ユニバーサルデザインに関する専門家は、当面、インダストリアルデザイナーであり、日本

インダストリアルデザイナーズ協会や日本産業デザイン振興会などとの協力関係は不可能では

ない。 

 

２－３－２ 対策（その２） 

 ユニバーサルデザインを検討、導入するにあたって、基本的なエルゴノミクスによる基礎固
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めがある。業界標準的な目標を定めもつことと同時に、個々の企業内の標準化が同時に進めら

れることが望ましい。業界内にはそれぞれ機能の異なる機械がある。これらを含めた情報整理

が求められる。 

 輸出を含めて、先のゼロベースに匹敵するユニバーサルデザインを発想し、イニシアティブ

を取れるほどの内容が待たれるには、しっかりした現在の業界情報整理から始まり、標準目標

となりうる指針づくりが先決である。 

 

２－４ ユニバーサルデザイン導入と現状 

 ユニバーサルデザイン導入と現状をここでは記述する。 

 

２－４－１ 企業のユニバーサルデザインの取り組み 

  企業のユニバーサルデザインへの取り組み度を日経デザイン誌（日経ＢＰ社）が隔年で行っ

ている。２年間をみるとランキングの大きな変動が起こっている。それは多くの企業で取り組

み始め競争が激化していることを示している。一層の独自の取り組みが必要になっている状況

である。       

 調査（２００６）で実態を見ると、ユニバーサルデザイン商品の導入と商品化は７７％、定

義や指標を持っているのは６４％、経営目標にまでしているのは５７％、ユーザーのニーズに

対してニバーサルデザイン調査をしているのは７８％、広報しているのは５６％、そして売り

上げなど企業に貢献しているとする企業は５８％である。 

 消費者の７割は使い勝手が悪いと他社製品を選ぶという。ユニバーサルデザインを知ってい

るのは６９％で、そのうち６８％が意味を正確に捉えていて、６５％が積極的に取り組むよう

要望、３３％が前向きにとし、計９８％が肯定的である。しかしまだ３割の消費者は正確にユ

ニバーサルデザインを理解していないことがわかる。 

 次に、最終消費者向けではなく、産業用市場での導入のメリットを考える。 

 

２－４－２ 産業用市場でのユニバーサルデザイン導入の意義 

ユニバーサルデザインは多様な使用者を想定して誰にでも使いやすいことを目指すのであり、

今日では社会的な責任を問われている行政などの公共の施設や多くの事業ジャンルの団体や企

業活動の原則としても普及しはじめた。 

  今後は、都市や日常の生活環境でのユニバーサルデザインの概念にとどまらず、産業用の製

品やサービスはもちろんのこと、生産現場のシステムや施設をはじめとして、人が働くすべて

の環境や行動場面をユニバーサルデザインの理念と設計、課題解決の方法によって基本から考

え直すことが必要になってきた。 

  国際的な競争関係が熾烈さを増している産業界では、統一した基本方針を基礎に産業用製品

の新たな価値を創り、コストや個別の開発技術を体力や知力としながらも、将来に向けて産業

機械現場と人との関係への深い洞察と予見、リアルな思いやりと総合的な施策によって、快適

で、効率的な魅力ある環境の創造が求められている。 

  生産現場は今、大きく変化しつつある。そこで働く人々とシステムやソフト環境の安全安心
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で快適な改革、改善の徹底した施策によって、業界と個々の企業が社会的な使命を果たし、競

争力を高め、利益性と企業イメージアップに貢献でき、このことによって企業の存在価値、ア

イデンティティが明確になると考えられるからである。 

 このためには全社的な方針のもと、組織的で長期戦略にのっとった活動が必要になっている。

一時しのぎの一部門にとどまったアイデア発想的な施策では継続的な活動ができず、社内の統

一概念と集中力での体質強化と実績で、企業イメージを高め市場の信頼を得るには至らない。 

  今日、生産現場環境の改善がさまざまな方法ではかられている。これらの改善の中でユニバ

ーサルデザインによる基本活動は、従来は専門の機械に習熟した従業員やプロがかかわれば良

しとしてきたシステムや機器の操作、監視、補助、協働の作業現場に対して、環境、システム、

機器、ハード、ソフトを人との関係で抜本的に改善提案するものである。 

 ユニバーサルデザインの実施にあたっては、別項で述べるように、業界としての取り組みの

指標を定めるとともに、それぞれの企業において、経営方針としての活動目標の明確化、ルー

ル化、組織、運営、人事、人材育成、具体化戦略や方法などを総合的に考えることが重要であ

り、その企画力やマネージメントの質が成否を分けるといって過言ではない。 

  ユニバーサルデザイン導入の目的を定め、プロセスを策定し、ユニバーサルデザインのデー

タベースを構築し、具体化し、発想し、これを評価する基準を創り、準拠して活動することが

必要である。目的を明らかにした上で、市場や業界の現状、経営環境やプラントの実情、人的

な環境変化を捉え、専門業界のみならず異分野の変化状況やデータを集めるのである。重要な

のは環境と人、システムと人、行動と人などの広範囲なインターフェースをどのように捉え、

分析し、総合的な施策を企画して使いやすい独自のデータベース化するかである。 

 

２－４－３ 海外のユニバーサルデザインの現状 

（１）アメリカ 

ノース・カロライナ州立大学のセンター・フォー・ユニバーサルデザインは１９８９年アク

セシブルハウジングと称してスタートしたように、ユニバーサルデザインの始まりとされるア

メリカでは時代の要求と共にそのコンセプトが拡大してきた。 

 センターの創設者故ロン・メイス自身が車いすでも健常者と同じ「普通のくらし」を皆と過

ごせるようにという新たな「価値」を創ったのが原点であった。しかし、現在はむしろ日本の

ユニバーサルデザインの先進性を注視しているとの報告もある。 

（２）スエーデン 

 ユニバーサルデザインの先進国とされる同国は日本が３５年前だったのに対して、実に１１

５年も前に６５歳人口が７％を超えた高齢化社会である。 

 ３０～４０年かけて「全ての人が人生を楽しむことを可能にするシステムを目指す」ユニバ

ーサルデザインの理念が作られた。慣れた場所で慣れた生活をすることで機能訓練にもなると

の思想だ。福祉機器はインテリアの中にさりげなく融け込んでいる。また、慣れた生活のため

の必要な要素としての「移動の自由を確保する」福祉用具、電動椅子などにも注力している。 

（３）イギリス 

 イギリスでは「インクルースデザイン（取り入れる、内包するデザイン）」と呼ぶ。曖昧にユ
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ーザーを考えて行うもの作りではなく、多様なユーザーの多様なニーズに応えるもの作りが必 

要とされることから、ユーザーをパートナーとしてデザインプロセスの中に取りこむことが必 

要と考える。人口の半分が５０歳以上という人口動態の高齢化に対応した発想を進めている。 

 松葉杖は医療用ではなく「スポーツカルチャー」の位置づけでスタイリッシュで機能的なア 

クセサリーと考える。健常者と共にあるとしてすべて消費者と位置づければイギリスの障害者 

市場は８～１０兆円にのぼると言われる。 

 

２－５ 包装機械業界にとってのユニバーサルデザイン 

 今までの記述したユニバーサルデザインの歴史、原則、現状によりユニバーサルデザインの

意義が明確になった。 

 ユニバーサルデザインはほとんど「ユニバーサルデザインの７つの原則」をベースに各企業

のオリジナリティーを加味して運用されている。有効に採用した企業の多くが有用な商品の開

発を行っている。 

 ユニバーサルデザインの思想を採用した企業と採用しない企業で商品格差が出はじめている。 

２００３年から始まった日経デザイン誌での「企業ユニバーサルデザイン取り組み度ランキ

ング」で、そのランキングの中に日本包装機械工業会の会員企業の名前が少ない。色々な企業

が積極的に取り組みはじめているが、まだ産業機械部門の企業名はほとんど聞こえてこない。

個人使用の商品とは違い、異なった企業の機械、装置がラインを組む包装機械（産業機械）で

のユニバーサルデザインは日本包装機械工業会が方針を示し、会員企業が方針を採用、発展さ

せる事が望ましい。 

    

２－６ 日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの要素、原則の検討と提案 

ここでは「ユニバーサルデザインの７つの原則」と日本の大手のＭグループ企業の「ユニバ

ーサルデザインの基本６要素」（日経デザイン２００６年８月号参照）を参考に「日本包装機械

工業会ユニバーサルデザインの７要素」の提案をおこなう。 

 「ユニバーサルデザインの７つの原則」は総ての人と総ての商品を対象にしている。Ｍグル

ープの「ユニバーサルデザインの基本６要素」は傘下の企業の商品を対象にしている。 

 「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」は日本包装機械工業会の会員企業の

合意に基づき推進されるべきである。 

 次の図２－１は「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」の検討図である。内

側が「ユニバーサルデザインの７つの原則」、中央がＭグループの「ユニバーサル・デザインの

基本６要素」、外側が「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」の検討内容である。 
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「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」（案） 

図２－１ 

 

        ＊引用：国立特殊教育研究所・web サイト及びＮＩＫＫＥＩ ＤＥＳＩＧＮ  

２００６年８月号より引用 

        

外側の「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」（案）は 

１、 安心・安全の重視 

２、 簡単な操作と自動化 

３、 わかりやすい表示と明確な指示 

４、 楽な動作の追求 

５、 使いやすい寸法と設置空間 

６、 イージーメンテナンスの追求 

７、 オペレーターの条件 
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 前記の内容を１つの案とし「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素 」を定める

事が重要である。 

 

２－７ 包装機械、装置の工業会設計基準づくり 

ここでは図２－１で示した「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素 」をベース

に下図２－２「包装機械工業会設計基準の７要素」を提案し、これをもとに以降色々と検討す

る。 

 

 

「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案） 

図２－２ 

 

 

「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案） 

１、 安全基準の設定 

２、 操作基準の設定 
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３、 表示基準の設定 

４、 動作基準の設定 

５、 寸法基準の設定 

６、 メンテナンス基準の設定 

７、 オペレーター条件の設定 

 

２－８ 企業にとってのユニバーサルデザイン 

各企業にとっての今後の活動を示す。 

 

（１）日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの準拠 

 各企業のユニバーサルデザインは「ユニバーサルデザインの７つの原則」をベースに「日本

包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」に準拠して日本の包装機械がユーザーにとり

標準化された使用感覚を提供する事である。 

 

（２）日本包装機械工業会設計基準に基づく標準化設計 

 「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」をベースにした「日本包装機械工業

会設計基準の７要素」を指針に各企業が諸々の設計基準を確立し、工業会に提案し、より多く

の日本包装機械工業会の設計基準を創り上げる事である。 

 

（３）標準化に伴う合意形成とマネージメント 

  日本包装機械工業会で検討、合意して作成した「日本包装機械工業会ユニバーサルデザイン

の７要素」は基本的には普遍性を持っているが 「日本包装機械工業会設計基準の７要素」の内

容は定期的に見直し改正、追加が必要である。  

  固定化した設計基準、標準化は包装機械産業の発展、進化を妨げる。 

 柔軟性を持った設計基準、標準化は包装機械業界のデファクトスタンダードとして日本の包

装機械産業の発展に役立つ。 

 「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」及び 「日本包装機械工業会設計基準

の７要素」の考え方は包装機械業界だけのスタンダードにとどまる事無く、将来も検討及び改

変を加えて産業機械業界のデファクトスタンダードからＪＩＳ化、ＩＳＯ化と言う、グローバ

ルスタンダード化も視野に入れた展開が望まれる。 

          

（４）企業のオリジナルな商品デザインの確立 

 「日本包装機械工業会設計基準の７要素」に準じて開発された各企業の製品は基本仕様に対

する使用者への安心感を提供するが、外観イメージを固定化するものではない。 

 次に示す図２－３は機械の外観を考える場合の「機械外観デザインの壷」(商品開発鑑定機構

提供による)である。この中で「日本包装機械工業会設計基準の７要素」によって固定される項

目は高さ寸法くらいである。 
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機械外観デザインの壷 

図２－３ 

 

「日本包装機械工業会設計基準の７要素」をベースにした場合も機械の外観デザインは企業の

充分なオリジナリティーが発揮できる。 

  皆で創れば怖くない!!  

合意の基、決めらたより多くの柔軟な設計基準はユーザーにとって安心できる基本仕様、基本

機能を提供できる。 

 基本仕様、基本機能を心配する事無く、オリジナルな商品開発に多くの時間が使える事は包

装機械業界の活性化に大きく貢献する。 

 

（５）ユニバーサルデザインの今後 

１）ユニバーサルデザインの今後の展開 

    ユニバーサルデザインの歴史は浅い。しかし、消費財、耐久消費財や住環境や公共環境

の開発の速度は速い。技術の進歩をはじめ、企業競争も激化しており製品に求められる

完成度は日ごとに増している。したがって、ユニバーサルデザインのアプローチや技術

力が待たれ、期待される。そのためには人間そのものの各器官や運動機能の解析や心理

的・生理的分析などが研究対象となる。 

   一方、人間の感覚機能との関係でマイクロエレクトロニクス、ＩＴ技術による発達があ



22

る。 

センサー機能をはじめ，ＩＣタグの普及とＡＩの発展にユビキタスコンピューティング

技術など人間の感覚や運動機能を大きく支援することで、ユニバーサルな働きが加速さ

れよう。 

 

２）ユニバーサルデザインとその他の開発要因 

  製品づくりには、もはや多様な要素が求められる時代となった。かつては機能とコスト

が優先すればコト足りた。しかし、ユーザーはもとより流通、社会、地域、国際的にも、

地球環境レベルでも、ものづくりを満足させなければならない時代となってきた。総合

的価値作りが高まってきたといえる。 

   大きく要約して分類すれば、「製品そのもの」、「製品の周辺」、「製品の背景」の３つに分

けられる。目指す価値は３つの要素を価格で除したものである。 

（ａ）製品そのもの、設備機器、施設そのもの 

    製品のコンセプト、機能、性能、デザイン（操作性、コンパクト性、創造性、造形

性、魅力など）、安全性、コモナリティ、耐久性、新規性 

（ｂ）製品の周辺 

      アフターサービス性、設置性、運搬性、携帯性、メンテナンス性、破棄対策性、部

品･材料削減性、リユース性、リサイクル性、パテントなどの有無、供給力、 

（ｃ）製品の背景 

企業ポリシー、企業ブランド力、企業倫理観やモラル、コンプライアンス、社会的

貢献性（フィランソロピー、メセナ）、地球環境問題配慮（サスティナビリティ） 

以上のような多項目にわたる要素を総合的に統合化して商品力をアップすることが求め

られている。人間に優しく、かつ地球に優しいモノづくりがいよいよ具体的になってき

ているといっても過言ではない。 
 

３）ユニバーサルデザインと企業と業界ポリシー 

    企業のモノづくり姿勢が改めて問われている。確かに道具や機械は、あくまで人間のた

めであることはいうまでもないことである。しかし、企業間競争や誤ったコスト意識の

ため、下手をすると基本的な倫理観やモラル意識が脆弱となり社会問題にまで発展しか

ねない状態が出てくる。 

    たった一回の過ちは、企業の存続において命取りになりかねないものである。そのため

にも自社企業だけが生き延びればよしとするのではなく、あくまでユーザーの立場に立

ったものづくりの配慮がなければならない。ユニバーサルデザインはその意味で、ユー

ザーにしっかり応える７原則を訴えている。 

 設計者一人一人が、いや、企業経営のトップが自らユニバーサルデザインの持つ哲学を

しっかり理解してかからねばならない。だとすれば、企業全体が一体となった取り組み

姿勢が求められる。 

   さらに付け加えれば、日本の包装機械業界の全体が、等しくユーザーに応えることも必
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要になってくる。数社の取り組みだけでは業界は育たないし、ましてや発展はしない。 

ユーザーの一工場の中にはさまざまな企業からつくられた機械で構成される。自ずから

使いやすさの標準化が、機械同士の中に貫かれていなければならないのは容易に理解で

きよう。このことは国内にとどまらず、海外への輸出においてもまったく同様のポリシ

ーでまとめられなければならない。その必要性がすでに待たれて急がれる時代となって

きていることを十分に理解しなければならない。 

 
２－９ 日本包装機械工業会のユニバーサルデザインの内容 
 以上、諸々の事柄を含めて「日本包装機械工業会ユニバーサルデザインの７要素」を基に作

成した「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）についてその一項目ずつ内容を説明する。 
  
（１）包装機械の安全・安心の重視（安全基準の設定） 
機械に関するすべての人（オペレーター、保守員など）にとって安全・安心を第一に考え、

予期した操作はもちろん、意図しない操作による不都合な結果を最小限に抑えるようデザイン

する。   
基本① 説明書を見なくても安心して使えそうか？ 
基本② 間違った使い方をした場合に危険を感じる事はないか？ 
基本③ 意図しない（間違った）操作をしても、ケガ等事故にならない様な工夫をしたか？(フ

ールプルーフ：fool.proof)  
基本④ 事故や故障の時の安全装置（対策）は充分か？(フェイルセース：fail-safe)  
基本⑤ 誤操作をしても煩雑な作業をせずに正しい操作に復帰できるか？ 
基本⑥ 可動部分に手が触れない対策が取られているか？ 
基本⑦ 右利きの人、左利きの人の作業チェックをしたか？ 

 
（２）簡単な操作と自動化（操作基準の設定）  
オペレーター、保守員などの経験や知識に依存することなく容易な操作を目標とし、複雑な

作業は可能なかぎり自動化を考慮してデザインする。 
基本① 操作方法（使い方）は常識とかけ離れていないか？ 
基本② 初めてのオペレーター、保守員などでも短期間で操作出来るか？ 
基本③ 作業時に難しいと感じる事、違和感はないか？    
基本④ 慣れてくると操作は楽になるか？ 
基本⑤ 機械、装置は期待どおりに動くか？ 
基本⑥ より簡単で安全な操作方法、作業動作への変更、改良を考えているか？ 
基本⑦ 自動化は積極的に採用しているか？ 

 
（３）わかりやすい表示と明確な指示（表示基準の設定）  
オペレーター、保守員などの感覚能力に関係なく、オペレーター、保守員などに機械操作や

メンテナンス等の必要な情報が効果的かつ明確に伝わるようデザインする。 
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基本① 機械、装置の使用説明は簡単に理解できるか？ 
基本② 自然に使い方を認識できるデザインになっているか？ 
基本③ 説明文は操作手順、操作方法が間違いが起こらないように表現がされているか？ 
基本④ 説明文は重要度に応じた表現がされているか？ 
基本⑤ 誤操作をした際にはエラー音やライトの点滅、クリック感などで誤操作であること

をオペレーター、保守員などに伝えているか？ 
基本⑥ 表示部の文字を読み間違いそうな事はないか？ 
基本⑦ 文字や図形は十分な大きさ、明るさで表現しているか？ 
基本⑧ 表示部の色彩は充分考えられているか？ 

 
（４）楽な動作の追求（動作基準の設定）  
機械の寸法や質量、部品の寸法や質量は機械の生産や機械の操作、機械のメンテナンスが能

率的で不安が無く、そして疲れないようデザインする。 
基本① 操作している間のオペレーター、保守員などの姿勢に無理がないように工夫した

か？ 
基本② 操作に要する力は適切か？ 
基本③ 製品を動かす際に無理な質量になってないか、また、動かし方が考えられているか？ 
基本④ 操作盤の位置は楽な作業ができる位置になっているか？ 
基本⑤ スイッチは操作しやすいように配置されているか。（近すぎて同時に２つ押してし

まうことなどはないか） 
基本⑥ 注意プレート、警告プレートは直感的に動作に結びつくか？ 

 
（５）使いやすい寸法と設置空間（寸法基準の設定）  
オペレーター、保守員などの体格、身体能力でカバーできる作業方法、作業環境を考慮した

機械寸法、設置空間をデザインする。 
基本① オペレーター、保守員などにとって操作に必要な部品は手の届く所にあるか？ 
基本② 使用時に機械からの圧迫感はないか？   
基本③ オペレーター、保守員などに合わせた機械（寸法等）の変更は考えられているか？ 
基本④ 組み立ての際の部品は非効率的な大きさ、質量ではないか？ 
基本⑤ 操作に必要な空間の指示はあるか？ 
基本⑥ 複数人での作業する場合に、機械の大きさに問題はないか？ 
基本⑦ 設置の際の空間条件は明確に指示しているか？ 

 
（６）イージーメンテナンスの追求（メンテナンス基準の設定）  
メンテナンス時も機械操作時と同様に作業者に負担のかかり難い作業を目標とし、複雑なメ

ンテナンスは可能な限り自動修復や部品の交換で行なえるようデザインする。 
基本① メンテナンスフリーを目標にイージーメンテナンスを考えているか？ 
基本② イージーメンテナンスを可能にする部品、部品構成を考えているか？ 
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基本③ 生産作業、メンテナンス作業を考慮した効率的な部品構成、寸法、質量になって 
          いるか？ 
基本④ 操作、メンテナンスに必要な空間を確保するための工夫はしているか？ 
基本⑤ メンテナンスに必要な空間の指示はあるか？ 

 
（７）オペレーター、保守員などの条件（オペレーター条件の設定） 

機械によって独自の作業を行う産業機械のオペレーションには特有の操作が要求される場

合が多い。オペレーター、保守員などの条件を明確にし、オペレーター、保守員などの安全

を守るデザインをする。 
基本① オペレーター、保守員などの必要条件、望ましい条件は決めているか？ 
基本② 作業はオペレーター、保守員などを中心に考えられているか？ 
基本③ オペレーター、保守員などの作業内容、作業手順は明確になっているか？ 
基本④ オペレーター、保守員などの基本動作のマニュアルは簡単に理解できるか？ 
基本⑤ 日常点検は必要か？  
基本⑥ 消耗品の交換に特殊な技術、工具が必要であるか？ 
基本⑦ オペレーター、保守員などには公的な資格が必要か？ 
基本⑧ オペレーター、保守員などには社内的な資格が必要か？  

 
２－１０ まとめ 

 日本の産業経済社会は、バブル崩壊後にはいくつもの難題や課題が急速に派生してきた。地

球温暖化問題は、気候変動だけではなく、連鎖的に各国の食料問題や地域紛争にまで広がって

いる。われわれの頑張った経済社会はいったい何だったのか。これからどうなるのか。あるい

はどうしたいのかなど国家間の綱引きだけではなく、われわれ個人の考える豊かさ幸せとは何

かにまで思いを及ばせている。 

 モノづくりに携わるものとして、ユニバーサルデザインを介して、人と機械づくりのあり方

をわれわれなりに考えて新たなビジョンを提示し、展開するときではないかと考えたい。だと

すれば、７原則に捉われずにわれわれ人間にとっての方向性を探り、創造する絶好の機会であ

る。 

 

引用・参考文献・資料など 

①ユニバーサルデザインの７つの原則、国立特殊教育研究所･ｗｅｂサイトより 

②ユニバーサルデザインに関する調査研究、（財）産業研究所、（財）日本産業デザイン振

興会 

③現代工学の基礎、デザイン論、田中 央著、岩波書店、２０００ 

④エルゴノミクスの今日的課題、日本デザイン学会誌、２００３ 

⑤ユーザーサイエンスの胎動、九州大学、２００５ 

⑥ユニバーサルデザイン、日本デザイン学会誌、２００６ 

⑦近未来設計術-経営資産としてのデザイン、田中 央監修、（社）日本包装機械工業会、 
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１９８８ 

⑧ユニバーサルデザインの実践ガイドライン、日本人間工学会編、共立出版、２００３ 

⑨使いやすさの発見、（社）人間生活工学研究センター編、通産資料調査会、１９９６ 

⑩ユニバーサルデザインとは何か、古瀬 敏編著、都市文化選書、１９９９ 

⑪デザインの未来、古瀬 敏編著、都市文化社、１９９８ 

⑫構造化、ユーザーインターフェース、設計・評価方法、（社）人間生活工学センター、 

１９９９ 

⑬オープンヒア、ポール･マイクセナール・ウエステンドルフ、ワールド･フォトプレス、 

２００７ 

⑭デザイン学研究第５３巻、日本デザイン学会、２００６ 

⑮日経デザイン、「雑誌」 

 ２００１．２ 正しいインターフェース 

 ２００３．９ ユニバーサルデザイン入門 

 ２００４．７ 見え始めたユニバーサルデザイン、先進企業の“果実” 

 ２００５．８ 売れるユニバーサルデザインはここが違う、「困った」を解決する 

決め技４６ 

   ２００６．８ 進化拡大するユニバーサルデザイン 
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第３章 アンケート調査の結果  
この章では包装・荷造機械産業のユニバーサルデザイン（ＵＤ）に関するアンケート調査（巻

末の参考資料１，２）の結果を記述する。 
 
３－１ 概要 
 社団法人日本包装機械工業会の「包装機械のユニバーサルデザイン調査研究委員会」は包装

機械のユニバーサルデザインに対しての現状を調査分析し今後の開発に貢献するため、会員企

業や包装機械のユーザーに対してアンケート調査を行った。 

 
（１）配送 

①配布方法 
郵送にてアンケート調査票を送付 

②期間 
２００８年１１月４日～１２月１２日 

③回収方法 
ＦＡＸまたは郵送にて回収 

④回答者数 
配布数：５４０通 有効回答数：１１３名（メーカー７５、ユーザー３８） 

 
（２）集計 

 集計結果は質問ごとに表とグラフで示し、グラフは回答者数（無回答を含む）に対する割合

を示した。また、本アンケートでは質問項目及び選択項目が長文であるため、集計結果では質

問項目と回答項目を明記した。 

 

３－２ メーカーの集計 
３－２－１ 業種 

 
表３－１ 
業種 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５            業種 

                        図３－１   

                    
 

業種 件数
包装機械および包装関連機器
のメーカー

63

包装機械および包装関連機器
の販売業

6

包装材料メーカー 3

包装材料の販売業 1

その他 2
合計 75

包装機械およ

び包装関連機

器のメーカー

84%

その他

3%

包装材料の販

売業

1%包装材料メー

カー

4%

包装機械およ

び包装関連機

器の販売業

8%
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３－２－２ ユニバーサルデザインの考え 
（１）設計製作でのユニバーサルデザインについての考え 
質問 
包装機械の保守員、オペレーター等の高齢化が進む中で包装機械の設計製作でユニバーサ

ルデザイン（ユニバーサルデザイン）についてどのようにお考えですか？ 

ａ.ユニバーサルデザインについては知らない 

ｂ.包装機械とユニバーサルデザインは関係が無いと思う 

 ｃ.包装機械と少しは関係があると思うが、取り組みは将来である 

ｄ.包装機械と大いに関係がある 

ｅ.その他（                    ） 

表３－２ 

設計製作でのユニバーサルデザインについての考え 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計製作でのユニバーサルデザインについての考え方 

図３－２ 

 

7%

0%

31%

63%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.知らない

b.関係がない

c.少しは関係あり。取り組みは将来

d.大いに関係がある

その他

a.知らない b.関係がない
c.少しは関係あ
り。取り組みは将

来

d.大いに関係が
ある

e.その他

回答数 5 0 23 47 0

全回答者数に対する割合 7% 0% 31% 63% 0%
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（２） ユニバーサルデザインに取り組まない理由 
質問 
前記の質問でユニバーサルデザインを知らない、関係がない、取り組みは将来であるとし

た理由（複数回答） 

a.包装機械の保守員・オペレーターは教育・訓練されておりユニバーサルデザインと関 

係がない 

b.包装機械にユニバーサルデザインを取り入れても市場の拡大、深耕にならない 

c.ユニバーサルデザインを取入れる効果が見えにくく、機械のコストがアップするだけ

になる 

d.ユニバーサルデザインを取入れても他社製品との差別化につながらない 

e.我社はユニバーサルデザインに対し理解、認識が不足しており、十分な支援が得られ

ない 

f.その他（                    ） 

 

表３－３ 

ユニバーサルデザインに取り組まない理由 
 

 

 

 

 

 

回答者数：２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザインに取り組まない理由 
図３－３ 

 

a.保守員・オペ
レータは教育訓
練されている

b.市場の拡大、
深耕にならない

c.効果が見えにく
く、機械のコスト
アップになる

d.他社製品との
差別化につなが
らない

e.理解・認識が
不足、充分な支
援が得られない

f.その他

回答数 4 3 5 2 13 3

全回答者数に対する割合 14% 11% 18% 7% 46% 11%

14%

11%

18%

7%

46%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.保守員・オペレータは教育訓練されている

b.市場の拡大、深耕にならない

c.効果が見えにくく、機械のコストアップになる

d.他社製品との差別化につながらない

e.理解・認識が不足、充分な支援が得られない

f.その他
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（３）ユニバーサルデザイン推進のために必要な事項 
質問 

包装機械業界としてユニバーサルデザイン推進のためには何が必要ですか？（複数回答） 
ａ.ユニバーサルデザインの設計・評価のための基本的配慮事項の策定 

ｂ.ユニバーサルデザイン用の人間特定データベース等の技術基盤の整備 

ｃ.ユニバーサルデザインを考える業界基準の策定 

ｄ.業界としてユニバーサルデザインへの取り組みへの雰囲気作り 

ｅ.他の機械業界におけるユニバーサルデザインの参考事例 

ｆ.その他（                    ） 

 

 

表３－４ 

ユニバーサルデザイン推進のために必要な事項 
 

 

 

 

 

 

 回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザイン推進のために必要な事項 
図３－４ 

 
 
 

a.基本的配慮事
項の策定

b.技術基盤の整
備

c.業界基準の策
定

d.雰囲気作り e.参考事例 f.その他

回答数 28 6 23 11 16 0

全回答者数に対する割合 37% 8% 31% 15% 21% 0%

37%

8%

31%

15%

21%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.基本的配慮事項の策定

b.技術基盤の整備

c.業界基準の策定

d.雰囲気作り

e.参考事例

f.その他
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３－２－３ フールプルーフ 
（１）フールプルーフ設計 
質問 
御社は納入先のオペレーターの誤使用、誤操作に際して安全性が損なわれないような基準

（フールプルーフ設計）を定めていますか？ 
ａ.定めている 

ｂ.定めていない 

ｃ.どちらともいえない 

ｄ.その他（                    ） 

表３－５ 

フールプルーフ設計 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

フールプルーフ設計 

図３－５ 

 

 

 ＊その他の意見 

・明確な基準書は作成していないが、考え方を持って設計している。 

・フールプルーフを設計の基本としているが、明文化はされていない。 

・客先の要望による。 

 

a.定めている b.定めていない
c.どちらともいえ
ない

d.その他 e.未回答

回答数 23 17 30 2 3

全回答者数に対する割合 31% 23% 40% 3% 4%

31%

23%

40%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.定めている

b.定めていない

c.どちらともいえない

d.その他

e.未回答
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３－２－４ 視覚装置 

（１）視覚装置の基準 
質問 

御社で製造する機械の視覚装置（操作盤やボックスの大きさ・位置、押し釦の位置、高さ、

色、大きさ、形・明暗、操作画面の大きさ、文字の大きさ、文字の種類、色、コントラス

トなど）についての基準はありますか？ 

ａ.大部分はある 

ｂ.一部分はある 

ｃ.基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ.当社には全く基準はない 

ｅ.その他（                    ） 

表３－６ 

視覚装置の基準 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

視覚装置の基準 

図３－６ 

＊その他の意見 

・部署が異なるためはっきりとしたことが分からない。 

・基準がない内容は設計者が関係部署と打ち合わせして決めている。 

・機械は設計していない。 

・客先の要望による。 

 

a.大部分ある b.一部分ある
c.設計者が独自
に決める

d.基準無し e.その他 f.未回答

回答数 18 23 27 2 3 2

全回答者数に対する割合 24% 31% 36% 3% 4% 3%

24%

31%

36%

3%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.大部分ある

b.一部分ある

c.設計者が独自に決める

d.基準無し

e.その他

f.未回答
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（２）視覚装置の基準(一部分） 
質問 

  前記の質問で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。一部分とはどのような基準

ですか？(複数回答） 

ａ.操作盤やボックスの位置、大きさの基準 

ｂ.押し釦の位置、高さ、色、大きさ、形、明暗の基準 

ｃ.操作画面の大きさの基準 

ｄ.操作画面の文字の大きさ、文字の種類、色、コントラストの基準 

ｅ.その他（                    ） 

 

表３－７ 

視覚装置の基準(一部分） 
 

 

 

 

 

 

回答者数：２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
視覚装置の基準(一部分） 

図３－７ 

 

 ＊その他の意見 

・基準に準じた標準品を使用している。 

 

 

a.操作盤・ボック
スの位置、大き
さ

b.押し釦の位
置、高さ、色等

c.操作画面の大
きさ

d.操作画面の文
字の大きさ、種
類等

e.その他

回答数 9 16 4 3 1

全回答者数に対する割合 39% 70% 17% 13% 4%

39%

70%

17%

13%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.操作盤・ボックスの位置、大きさ

b.押し釦の位置、高さ、色等

c.操作画面の大きさ

d.操作画面の文字の大きさ、種類等

e.その他
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３－２－５ 包装機械の基準 
（１）基準の有無 

質問 

御社で製造する包装機械の製品通路の高さ、製品供給の方式および高さ、製品の流れ方向、

包装材料の供給方式や高さおよび重さ、調整用のハンドル類の回転方向などを定めた基準

はありますか？ 

ａ.大部分はある 

ｂ.一部分はある 

ｃ.基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ.当社には全く基準はない 

ｅ.その他（                    ） 

 

表３－８ 

包装機械の製造基準 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

包装機械の製造基準 

図３－８ 

 

 ＊その他の意見 

・暗黙のルールのようなものはある 

・包装機械は製作していない 

・客先の仕様確認による 
 

a.大部分ある b.一部分ある
c.設計者が独自
に決める

d.基準無し e.その他 f.未回答

回答数 8 25 29 6 4 3

全回答者数に対する割合 11% 33% 39% 8% 5% 4%

11%

33%

39%

8%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.大部分ある

b.一部分ある

c.設計者が独自に決める

d.基準無し

e.その他

f.未回答
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（２）包装機械の基準（一部分） 
質問 

前記の質問で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。一部分とはどのような基準

ですか？(複数回答） 

ａ.製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ 

ｂ.製品の流れ方向 

ｃ.包装材料の供給方式・高さ 

ｄ.供給する包装材料の重さ 

ｅ.調整用のハンドル類の回転方向 

  ｆ.その他（                    ） 

 

表３－９ 

包装機械の製造基準(一部分） 
 

 

 

 

 

回答者数：２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

包装機械の製造基準(一部分） 
図３－９ 

 

 ＊その他の意見 

・基準に準じた標準品を使用している 

・客先の要望による 

・交換部品の重さ、カバーの重さ 

 

a.製品通路の高
さ、製品供給の
方式・高さ

b.製品の流れ方
向

c.包装材料の供
給方式・高さ

d.包装材料の重
さ

e.調整用ハンド
ル類の回転方向

f.その他

回答数 14 9 5 3 8 3

全回答者数に対する割合 56% 36% 20% 12% 32% 12%

56%

36%

20%

12%

32%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ

b.製品の流れ方向

c.包装材料の供給方式・高さ

d.包装材料の重さ

e.調整用ハンドル類の回転方向

f.その他
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３－２－６ 清掃・部品交換の基準 
（１）清掃・部品交換のし易さの基準 
質問 

御社は製品の清掃・部品交換のし易さについて定めた基準はありますか？ 

ａ.ある 

  ｂ.一部分はある 

  ｃ.基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

  ｄ.当社には全く基準はない 

ｅ.その他（                    ） 

 

 

表３－１０ 

清掃・部品交換のし易さの基準 
 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

清掃・部品交換のし易さの基準 

図３－１０ 

 
 
 
 

a.ある b.一部分ある
c.設計者が独自
に決めている

d.基準はない e.その他 f.未回答

回答数 11 20 37 5 0 2

全回答者数に対する割合 15% 27% 49% 7% 0% 3%

15%

27%

49%

7%

0%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.ある

b.一部分ある

c.設計者が独自に決めている

d.基準はない

e.その他

f.未回答
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３－２－７ オペレーター基準 
（１）納入先のオペレーターを想定した基準 
質問 
御社は製品の納入先のオペレーターを想定した基準（機械を操作するオペレーターの性別、

熟練度、年齢、身長、届く距離、座姿勢、右利き・左利きなど）はありますか？ 

ａ.大部分はある 

ｂ.一部分的はある 

ｃ.ないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ.当社には全く基準はない 

ｅ.その他（                    ） 

 
 

表３－１１ 

納入先のオペレーターを想定した基準 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

納入先のオペレーターを想定した基準 

図３－１１ 

 

 ＊その他の意見 

・ユーザーと相談して決める。 

 

a.大部分はある b.一部分はある
c.設計者が独自
に決めている

d.基準はない e.その他 f.未回答

回答数 5 11 43 13 2 1

全回答者数に対する割合 7% 15% 57% 17% 3% 1%

7%

15%

57%

17%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.大部分はある

b.一部分はある

c.設計者が独自に決めている

d.基準はない

e.その他

f.未回答
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（２）納入先のオペレーターを想定した基準(一部分） 
質問 
前記の質問で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。一部分とはどのような基準

ですか？(複数回答） 
ａ.包装機械を操作するオペレーターの性別の基準 

ｂ.熟練度や年齢別の基準 

  ｃ.身長、届く距離、座姿勢などの人間計測データベース基準 

ｄ.右利き・左利きの基準 

  ｅ.その他（                    ） 

 
 
 

表３－１２ 

納入先のオペレーターを想定した基準(一部分） 
 

 

 

 

 

 

回答者数：１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

納入先のオペレーターを想定した基準(一部分） 
図３－１２ 

 

 

a.性別の基準
b.熟練度・年齢
別の基準

c.人間計測デー
タベース基準

d.右利き・左利き
の基準

e.その他

回答数 3 0 8 2 0

全回答者数に対する割合 27% 0% 73% 18% 0%

27%

0%

73%

18%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.性別の基準

b.熟練度・年齢別の基準

c.人間計測データベース基準

d.右利き・左利きの基準

e.その他



39

３－２－８ 社内基準 
（１）安全基準・衛生基準について 
質問 
御社は(社)日本包装機械工業会の「包装・荷造機械の安全基準－２００４」及び「包装・
荷造機械の衛生基準－１９９９」を社内基準として活用していますか？ 

  ａ.活用している 

 ｂ.部分的に活用している 

 ｃ.当社に合わないので活用していない 

ｄ.その他（                    ） 

 

表３－１３ 

安全基準・衛生基準について 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

安全基準・衛生基準について 

図３－１３ 

 ＊その他の意見 

・分からない。（５名） 

・活用していないが、できれば活用したいと思う。 

・参考にしている。 

・内容がわからない。 

・ほとんど社員は知らないと思う。 

 

a.活用している b.部分的に活用
c.活用していな
い

d.その他 e.未回答

回答数 13 27 12 17 6

全回答者数に対する割合 17% 36% 16% 23% 8%

17%

36%

16%

23%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.活用している

b.部分的に活用

c.活用していない

d.その他

e.未回答
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３－２－９ フェールセーフ 
（１）フェールセーフ設計について 
質問 
御社は納入先のオペレーターの使用・操作に際して故障が生じても被害が拡大しないよう

な基準（フェールセーフ設計）を定めていますか？ 

 ａ.いる 

ｂ.いない 

ｃ.どちらともいえない 

ｄ.その他（                    ） 

 

 

表３－１４ 

フェールセーフ設計について 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

フェールセーフ設計について 

図３－１４ 

 

 ＊その他の意見 

・都度の内容に於いて設計している。 

・わからない。 

 

a.定めている b.定めていない
c.どちらともいえ
ない

d.その他 e.未回答

回答数 26 12 32 3 2

全回答者数に対する割合 35% 16% 43% 4% 3%

35%

16%

43%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.定めている

b.定めていない

c.どちらともいえない

d.その他

e.未回答
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３－２－１０ 法令・規格について 
（１）関連法令・公の規格・基準について 
質問 

御社は可能な限り関連法令や公の規格（JIS、ISO、EN など）、基準を守って設計する環境

が整っていますか？ 

ａ.整っている 

ｂ.整っていない 

ｃ.国内の公の法令、規格、基準を守る環境は整っている 

ｄ.どちらとも言えない 

ｅ.その他（                    ） 

 

 

表３－１５ 

関連法令・公の規格基準について 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

関連法令・公の規格基準について 
図３－１５ 

 

 

 

a.整っている b.整っていない
c.環境は整って
いる

d.どちらとも言え
ない

e.その他 f.未回答

回答数 31 9 21 12 0 2

全回答者数に対する割合 41% 12% 28% 16% 0% 3%

41%

12%

28%

16%

0%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.整っている

b.整っていない

c.環境は整っている

d.どちらとも言えない

e.その他

f.未回答
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（２）技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について 
質問 

御社は技術用語、単位、図記号の一貫性・統一性を定めた基準はありますか？ 

ａ.ある 

ｂ.一部分はある 

ｃ.基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ.当社には全く基準はない 

ｅ.その他（                    ） 

 

 

 

 

表３－１６ 

技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について 

図３－１６ 

 

 

 

a.ある b.一部分はある
c.設計者が独自
に決めている

d.基準はない e.その他

回答数 32 17 19 4 3

全回答者数に対する割合 43% 23% 25% 5% 4%

43%

23%

25%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.ある

b.一部分はある

c.設計者が独自に決めている

d.基準はない

e.その他
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（３）技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について(一部分） 
質問 

前記の質問で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。一部分とはどのような基準

ですか？(複数回答） 

ａ.技術用語の基準 

ｂ.単位の基準 

ｃ.図記号の基準 

  ｄ.その他（                    ） 

 

 

表３－１７ 

技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について(一部分） 
 

 

 

 

 

 

回答者数：１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について(一部分） 
図３－１７ 

 

 ＊その他の意見 

・社内にあるが、他社と違う名称もある。（各社で違う） 

 

a.技術用語 b.単位 c.図記号 d.その他

回答数 6 12 9 0

全回答者数に対する割合 35% 71% 53% 0%

35%

71%

53%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.技術用語

b.単位

c.図記号

d.その他
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３－２－１１ 基準、標準化の推進組織の有無 
（１）社内基準や標準化の推進・整備について 
質問 

御社は諸々の社内基準や標準化の推進・整備はどの様に進めていますか？(複数回答） 

a.全社的に社内基準や標準化を推進・整備する部門がある 

b.必要に応じ、関係する部門がまとめる 

c.必要を感じた設計者が独自にまとめる 

d.過去の社内基準、標準化があるのでこれを応用し、特に新しい社内基準や標準化を推

進しなくてよい 

e.社内基準や標準化を推進・整備する部門が無いので何も進めていない 

f.その他（                    ） 

 

 

表３－１８ 

社内基準や標準化の推進・整備について 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

社内基準や標準化の推進・整備について 

図３－１８ 

 

 ＊その他の意見 

・技術部に設計基準を整備する委員会がある。 

・人数が少ないので全員で決めている。 

 

a.全体的に推
進・整備する部
門がある

b.関係する部
門がまとめる

c.設計者が独
自にまとめる

d.特に推進しな
くてよい

e.何も進めてい
ない

f.その他 g.未回答

回答数 14 43 10 1 3 2 2

全回答者数に対する割合 19% 57% 13% 1% 4% 3% 3%

19%

57%

13%

1%

4%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.全体的に推進・整備する部門がある

b.関係する部門がまとめる

c.設計者が独自にまとめる

d.特に推進しなくてよい

e.何も進めていない

f.その他

g.未回答
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３－２－１２ 取扱説明書の基準 
（１）取扱説明書の基準について 
質問 
御社は取扱説明書の作成について決めた基準（取扱説明書のサイズ、構成項目、目次、文

字の大きさなど）はありますか？ 
  ａ.ある 

 ｂ.一部分はある 

ｃ.ない 

 ｄ.どちらともいえない 

 ｅ.その他（                    ） 

 

 

表３－１９ 

取扱説明書の基準について 

 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

取扱説明書の基準について 

図３－１９ 

 ＊その他の意見 

・わからない。 

 

a.ある b.一部分はある c.ない
d.どちらともいえ
ない

e.その他

回答数 24 18 21 9 3

全回答者数に対する割合 32% 24% 28% 12% 4%

32%

24%

28%

12%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.ある

b.一部分はある

c.ない

d.どちらともいえない

e.その他



46

（２）取扱説明書の基準について(一部分） 
質問 
前記の質問で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。一部分とはどのような基準

ですか？ 
ａ.取扱説明書のサイズ基準 

  ｂ.構成項目、目次の基準 

ｃ.文字の大きさの基準 

ｄ.その他（                    ） 

 

 

 

表３－２０ 

取扱説明書の基準について(一部分) 
 

 

 

 

 

 

回答者数：１８ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

取扱説明書の基準について(一部分) 
図３－２０ 

 

 

 

 

a.サイズ
b.構成項目・目
次

c.文字の大きさ d.その他

回答数 12 16 2 0

全回答者数に対する割合 67% 89% 11% 0%

67%

89%

11%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.サイズ

b.構成項目・目次

c.文字の大きさ

d.その他
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３－２－１３ 修理・サービス基準 
（１）修理・サービスシステムの基準について 
質問 

御社は製品の修理・サービスシステムについて定めた基準はありますか？ 
ａ.ある 

ｂ.一部分はある 

ｃ.基準がないので担当者が独自に適切に決めている 

  ｄ.当社には全くない 

ｅ.その他（                    ） 

 

 

 

 

表３－２１ 

修理・サービスシステムの基準について 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

修理・サービスシステムの基準について 

図３－２１ 

 ＊その他の意見 

・わからない。 

 

a.ある b.一部分はある
c.担当者が独自
に決めている

d.全くない e.その他 f.未回答

回答数 17 26 26 1 2 3

全回答者数に対する割合 23% 35% 35% 1% 3% 4%

23%

35%

35%

1%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.ある

b.一部分はある

c.担当者が独自に決めている

d.全くない

e.その他

f.未回答
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３－２－１４ 人間工学 
（１）人間工学についての考え 
質問 
御社は包装機械と人間工学についてどのようにお考えですか？(複数回答） 
ａ.人間工学について知らない 

ｂ.包装機械は人間工学を必要としない 

 ｃ.包装機械は人間工学と関係があると思うが、取組は担当者まかせである 

ｄ.人間工学の視点から分析して包装機械の設計、製作を行っている 

ｅ.その他（                    ） 

 

 

 

表３－２２ 

人間工学についての考え 

 

 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

人間工学についての考え 

図３－２２ 

 

 ＊その他の意見 

・新規開発で一部採用している。 

 

a.知らない b.必要としない c.担当者まかせ
d.設計・製作を
行っている

e.その他 f.未回答

回答数 7 0 51 9 4 5

全回答者数に対する割合 9% 0% 68% 12% 5% 7%

9%

0%

68%

12%

5%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.知らない

b.必要としない

c.担当者まかせ

d.設計・製作を行っている

e.その他

f.未回答
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（２）人間工学を考えない理由 
質問 
前記の質問で「ａ、知らない ｂ、必要としない ｃ、取組は担当者まかせである」と回

答した方に伺います。「人間工学を知らない、必要としない、取組は担当者まかせ」とした

理由は何ですか？(複数回答） 
 ａ.包装機械は人間工学と関係ないと思う 

 ｂ.包装機械に人間工学を取り入れても市場の拡大、市場の深耕にならない 

ｃ.人間工学を取入れる効果が見えにくく、機械のコストがアップするだけになる 

ｄ.人間工学を取入れても他社製品との差別化につながらない 

ｅ.我社は人間工学に対し理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない 

 ｆ.当社の包装機械は人間工学と関係しない 

ｇ.客先の要求仕様にすべて従っているので、人間工学について考えたことはない 

ｈ.その他（                    ） 

表３－２３ 

人間工学を考えない理由 

 

 

 

 

回答者数：５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

人間工学を考えない理由 

図３－２３ 

 ＊その他の意見 

・手がまわっていない。 

a.関係ないと
思う

b.市場の拡
大・深耕にな
らない

c.コストアッ
プするだけ

d.差別化に
つながらな
い

e.十分な支
援が得られ
ない

f.関係しない
g.考えたこ
とはない

h.その他 i.未回答

回答数 0 1 12 1 29 0 6 9 7

全回答者数に対する割合 0% 2% 21% 2% 50% 0% 10% 16% 12%

0%

2%

21%

2%

50%

0%

10%

16%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.関係ないと思う

b.市場の拡大・深耕にならない

c.コストアップするだけ

d.差別化につながらない

e.十分な支援が得られない

f.関係しない

g.考えたことはない

h.その他

i.未回答
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・取り組む余裕がない。 

・人間工学というよりも、使いやすさの追求を行っている。 

・人間工学の必要性については認識しているが、明確な方針とはなっていない。 

・機種別の対応を取っている。 

・人間工学の必要性は認識しているが、これを基準に設計するための環境が整っていな  

 い。 

・人間工学を優先した機械を求められるケースとそうでない場合がある。 

・要求仕様に従うが、その仕様のリスクについては説明している。 

・要望は出しているが具体的な取り組みはまだである。 

 

（３）人間工学を推進するために必要な項目 
質問 
包装機械業界として人間工学を推進するためには何が必要ですか？(複数回答） 
ａ.人間工学に基づく設計・評価のための基本的配慮事項の策定 
ｂ.人間工学用の人間特定データベース等の技術基盤の整備 

ｃ.人間工学を考える包装機械業界の基準を策定 

  ｄ.包装機械業界として人間工学の取組への雰囲気作り 

  ｅ.他の機械業界における参考事例 

  ｆ.その他（                    ） 

表３－２４ 

人間工学を推進するために必要な項目 
 

 

 

 

回答者数：７５ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

人間工学を推進するために必要な項目 

図３－２４ 

 

a.基本的配慮
事項の策定

b.技術基盤の
整備

c.包装機械業
界の基準策定

d.雰囲気作り e.参考事例 f.その他 g.未回答

回答数 18 14 32 10 13 0 2

全回答者数に対する割合 24% 19% 43% 13% 17% 0% 3%

24%

19%

43%

13%

17%

0%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.基本的配慮事項の策定

b.技術基盤の整備

c.包装機械業界の基準策定

d.雰囲気作り

e.参考事例

f.その他

g.未回答



51

３－２－１５ 自由記入 
（１）自由記入欄 
 ・使い方は慣れに依存するときもあるため、メーカーが変わると戸惑いが発生する。 

・使い方は多種多様であり、数値化が難しい。 

・オペレーターは健常者であると考えている。 

・稼働中にはオペレーターは機械の前にはいないと考えている。 

・スイッチ類は購入品を用いている。ユニバーサルデザイン仕様があるのか不明。 

・パトライトの色等もユーザー仕様がある。 

・作業者が日本人でない場合が多くなってきている。 

・包装材の道具、装置はあるが、全く売れない。 

・改めて質問に答えてみると、必要なことだと思っていることでもあまり関心がないのだ

ということが自覚できた。 

・オペレーターが使いづらい、けがの可能性がある、など。 

・設備を納入・運転後に現場で、カバーの全部取り替え、操作ボックスの変更、操作盤の

高さを変更したことがある。そのような経験から次回への注意点としているが、実際の

ところ基準書的なものはなく、反映されないこともある。また、基準がなく（得意先の

仕様にも含まれない）、得意先からユニバーサルデザインについて、こうして欲しいと

言われた時、責任がどこにあるのか不透明で費用面で多々困ることはある。 

  ・現場での作業員も外国人が増えてきていると思う。操作面では画面で使用する言葉を切

り替えることで対応している。言葉以外に共通となる記号・マークが整うと良いと思う。

また、業界で固有となるもの、機械・装置を操作する上で必要なものを整理し、統一で

きるところは統一すると、更によいと思う。 

 ・ユニバーサルデザインは会社としての基準がなく、個人任せとなっている。しかしなが

ら、会社全体で取り組むことで今までとは違う魅力的な製品が開発できるのではないか

と感じている。 

 ・対応する市場のニーズがなく、コスト対効果の面では厳しい場面がある。まず、コスト

優先となってしまう。 

 ・単体機では気配りをしているが、ラインとなると制約が多くて、構成機能が優先になっ

てしまうことが多い。 

 ・包装機械に対するユーザー要望が多様化しており、それに対応するため包装機械も複雑

になっている。ユニバーサルデザインを意識して設計することは大切であると思うが、

実際に全ての人が扱える機械にする事は無理があると感じる。現状では、なるべく配慮

する程度が限界と思う。 

 ・包装機械のユーザーは多種多様であり、ひとくくりでまとめることが難しい。おおざっ

ぱな枠組みをつくり、各包装機メーカーにエンドユーザーのニーズに沿った機械作りを

推進するようにした方がよいと感じる。 

 ・ユーザーからは包装機械の要求として、稼働率、機能面、薄膜対応、安全面の話がほと

んど。ユニバーサルデザインの問い合わせがないのが実情のため、設計にはほとんど取
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り込んでいない。明確な基準、認証等があれば、取り込みやすいと思う。 

 ・ユニバーサルデザインは、住宅については既に取り入れられているケースが多く、機械

関係についても今後増えると予想される。特に、包装機械は資材を装置に供給すること

が必ず発生するので、誰でも装置を使いこなすためには、まずは、この資材供給のユニ

バーサルデザイン化は必要と思われる。 
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３－３ ユーザーの集計 
３－３－１ 業種 

表３－２５ 

業種 

 

 

 

 

 

 

回答者数：３８ 

                     業種 

                     図３－２５ 

３－３－２ ユニバーサルデザインのチェック 
（１）ユニバーサルデザインのチェック 
質問 

御社は包装機械の購入時に、包装機械のユニバーサルデザインの視点で機械をチェックし

ていますか？ 
ａ.チェックしている 

ｂ.チェックしていない 

 ｃ.チェックしたりしなかったりケースで異なる 

 ｄ.その他（                    ） 

表３－２６ 

ユニバーサルデザインのチェック 

 

 

 

 

回答者数：３８ 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザインのチェック 

図３－２６ 

 

業種 件数
食品 26
化学・医薬・化粧品 9
鉄鋼・自動車・電気 0

繊維・雑貨・文具 0

流通・サービス 0

包装材料・印刷・加工 3
合計 38

食品

68%

包装材料・印

刷・加工

8%

化学・医薬・化

粧品

24%

a.チェックしている
b.チェックしていな
い

c.ケースで異なる d.その他

回答数 16 10 10 2

全回答者数に対する割合 42% 26% 26% 5%

42%

26%

26%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.チェックしている

b.チェックしていない

c.ケースで異なる

d.その他
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（２）ユニバーサルデザインのチェックをしない、ケースで異なる理由 
質問 
前記の質問で「ｂ、チェックしてない ｃ、チェックしたりしなかったりケースで異なる」

と回答された方に伺います。包装機械のユニバーサルデザインの視点で機械を「チェック

しない」及び「チェックしたりしなかったりケースで異なる」 理由は何ですか？ 
ａ.当社にユニバーサルデザインの理解、認識が不足しており、十分な支援が得られな  

  い 

ｂ.包装機械のメーカーはユニバーサルデザインの理解、認識が不足している 

ｃ.機械のコストがアップするだけで効果が見えにくいため 

  ｄ.当社はユニバーサルデザインと関係がない。 

  ｅ.その他（                    ） 

表３－２７ 

ユニバーサルデザインのチェックをしない、ケースで異なる理由 

 

 

 

 

回答者数：２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ユニバーサルデザインのチェックをしない、ケースで異なる理由 

図３－２７ 

 

 ＊その他の意見 

・ユニバーサルデザインの視点というのが漠然としていてチェックしにくい。タッチパネ

ル、使いやすい程度のことは考慮するが、その他はあまり考えない。 

・操作する人によって変わる。 

・配置に合うかどうか。 

 

a.十分な支援が
得られない

b.理解、認識不
足

c.効果が見えにく
い

d.関係がない e.その他

回答数 12 0 2 3 3

全回答者数に対する割合 60% 0% 10% 15% 15%

60%

0%

10%

15%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.十分な支援が得られない

b.理解、認識不足

c.効果が見えにくい

d.関係がない

e.その他
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３－３－３ ユニバーサルデザインへの期待 
（１）メーカーに対するユニバーサルデザインの取り組みへの期待 
質問 

包装機械のユーザーとして包装機械メーカーにユニバーサルデザインの取り組みみを期待

しますか？ 

ａ.期待している 

ｂ.期待していない 

ｃ.ケースによる 

ｄ.その他（                    ） 

 

 

表３－２８ 

メーカーに対するユニバーサルデザインの取り組みへの期待 

 

 

 

 

 

 

回答者数：３８ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

メーカーに対するユニバーサルデザインの取り組みへの期待 

図３－２８ 

 

 ＊その他の意見 

  ・同一コストであれば選択する。 

 

a.期待している b.期待していない c.ケースによる d.その他

回答数 35 0 3 0

全回答者数に対する割合 92% 0% 8% 0%

92%

0%

8%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.期待している

b.期待していない

c.ケースによる

d.その他
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（２）メーカーに対するユニバーサルデザイン取り組みへの期待点 
質問 
前記の質問で「ａ、期待している」と回答された方に伺います。 
包装機械のユニバーサルデザインに期待している点は何ですか？下記の選択肢から 2つ選
んでください。 

  ａ.オペレーター・保守員が誤使用・誤操作にしても安全性が損なわれない機械 

 ｂ.オペレーター・保守員に対する必要条件が明確になっている機械 

ｃ.オペレーター・保守員に対して操作性に優れている機械 

ｄ.オペレーター・保守員にとって機械の清掃や注油が容易な機械 

ｅ.オペレーター・保守員にとって部品交換が容易な機械 

ｆ.オペレーター・保守員にとって製品供給、包装材料の供給が容易な機械 

ｇ.操作方法が前工程や後工程の他の機械と統一されている機械  

ｈ.操作方法が機械のメーカーとして統一されている機械 

ｉ.操作方法が包装機械業界として統一されている機械 

  ｊ.操作画面が大きく、表示内容が分かり易い機械 

  ｋ.その他（                    ）？ 

表３－２９ 

メーカーに対するユニバーサルデザイン取り組みへの期待点 

 

 

 

 

回答者数：３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
メーカーに対するユニバーサルデザイン取り組みへの期待点 

図３－２９ 

a.安全性
が損なわ
れない

b.必要条
件が明確

c.操作性
が優れて
いる

d.清掃や
注油が容
易

e.部品交
換が容易

f.製品・包
装材料の
供給が容
易

g.他の機
械と統一

h.、メー
カーとして
統一

i.包装業
界として
統一

j.表示内
容が分か
り易い

k.その他

回答数 24 2 5 13 14 5 1 2 5 3 0

全回答者数に対する割合 63% 5% 13% 34% 37% 13% 3% 5% 13% 8% 0%

63%

5%

13%

34%

37%

13%

3%

5%

13%

8%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.安全性が損なわれない

b.必要条件が明確

c.操作性が優れている

d.清掃や注油が容易

e.部品交換が容易

f.製品・包装材料の供給が容易

g.他の機械と統一

h.、メーカーとして統一

i.包装業界として統一

j.表示内容が分かり易い

k.その他
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３－３－４ 機械安全への要求 
（１）フールプルーフ設計、フェールセーフ設計の要求について 
質問 
御社は包装機械の購入時に、オペレーターが誤使用・誤操作しても安全性が損なわれない

ような設計上の具体的な要求（フールプルーフ設計、フェールセーフ設計）をしています

か？ 
ａ.要求している 

  ｂ.要求していない 

ｃ.機種によって判断しており、その時々で異なる 

ｄ.その他（                    ） 

 

 

表３－３０ 

フールプルーフ設計、フェールセーフ設計の要求について 

 

 

 

 

 

回答者数：３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

フールプルーフ設計、フェールセーフ設計の要求について 

図３－３０ 

 

 ＊その他の意見 

  ・包装資材加工機に要求している。 

 

a.要求している b.要求していない c.時々で異なる d.その他

回答数 22 2 13 1

全回答者数に対する割合 58% 5% 34% 3%

58%

5%

34%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.要求している

b.要求していない

c.時々で異なる

d.その他



58

３－３－５ 視覚装置の評価 
（１）包装機械の視覚装置の扱いやすさ 
質問 
御社の包装機械のオペレーター・保守員に影響する視覚装置（操作盤・ボックスの位置・

高さ・大きさ、操作画面の大きさ・文字の大きさ・文字の種類・色・コントラスト、押し

釦の高さ・色・大きさ・形・明暗）は扱い易いですか？扱いにくいですか？ 
ａ.扱い易い 

ｂ.扱いにくい 

ｃ.購入時に仕様を提示して、当社の他分野の機械に合わせるように変更している 

ｄ.長年同一メーカーの機械を購入しているので、他の製品と比較して扱い易さの良し

悪しはわからない 

ｅ.メーカーが変わってもほぼ同じなので特別に扱い易さにはこだわっていない 

ｆ.色々なケースで異なり、単純に判断はできない 

ｇ.その他（                    ） 

表３－３１ 

包装機械の視覚装置の扱いやすさ 
 

 

 

 

回答者数：３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包装機械の視覚装置の扱いやすさ 

図３－３１ 

 ＊その他の意見 

  ・新しい年代の機械ほど良くなっている 

  ・基本的に弊社スタンダードに従っているが、ライン工程が複雑であり省スペースな条件

もあり一部扱いにくい部分もある 

  ・使用していないのでわからない 

 

a.扱い易い b.扱いにくい
c.他分野の機
械に合わせる
よう変更

d.分からない
e.こだわってい
ない

f.判断できない g.その他

回答数 9 1 10 6 3 7 2

全回答者数に対する割合 24% 3% 26% 16% 8% 18% 5%

24%

3%

26%

16%

8%

18%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.扱い易い

b.扱いにくい

c.他分野の機械に合わせるよう変更

d.分からない

e.こだわっていない

f.判断できない

g.その他
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（２）視覚装置の扱いやすい点 
質問 
前記の質問で「ａ、扱い易い」と回答された方に伺います。包装機械の視覚装置で、どの

ようなところが最も扱いやすいですか？(複数回答） 
  ａ.視覚装置は包装機械のメーカーが変わってもほぼ同じである 

 ｂ.視覚装置は包装機械のメーカーが同じなら機種が変わってもほぼ統一されている 

ｃ.操作盤・ボックスの位置・高さ、大きさが機械にマッチしている 

ｄ.操作画面の大きさがちょうど良い 

ｅ.操作画面の文字が大きく見易い 

ｆ.操作画面の色が判別し易い 

ｇ.操作画面のコントラストが良い 

ｈ.操作画面で、次画面へ移る手段・方法がわかり易い 

ｉ.操作画面で指示する内容がほぼ統一されオペレーターター・保守員にとって扱い易  

  い 

ｊ.押し釦の高さ・色・大きさ・形・明暗がほぼ統一されており見易い 

ｋ.その他（                    ） 

表３－３２ 

視覚装置の扱いやすい点 
 

 

 

 

回答者数： ９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚装置の扱いやすい点 
図３－３２ 

 ＊その他の意見 

  ・エマージェンシー操作ボタン、起動停止ボタンはメーカーが変わってもほぼ同じ。 

 

a.メーカー
が変わっ
てもほぼ
同じ

b.機種が
変わって
もほぼ統
一

c.位置・高
さ・大きさ
がマッチ

d.操作画
面の大き
さ

e.操作画
面の文字
の大きさ

f.操作画
面の色

g.操作画
面のコント
ラスト

h.、次画
面への手
段・方法

i.内容が
ほぼ統一

j.押し釦の
統一

k.その他

回答数 0 3 1 3 0 1 0 1 2 0 1

全回答者数に対する割合 0% 33% 11% 33% 0% 11% 0% 11% 22% 0% 11%

0%

33%

11%

33%

0%

11%

0%

11%

22%

0%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.メーカーが変わってもほぼ同じ

b.機種が変わってもほぼ統一

c.位置・高さ・大きさがマッチ

d.操作画面の大きさ

e.操作画面の文字の大きさ

f.操作画面の色

g.操作画面のコントラスト

h.、次画面への手段・方法

i.内容がほぼ統一

j.押し釦の統一

k.その他
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（３）視覚装置の扱いにくい点 
質問 
前記の質問で「ｂ、扱いにくい」と回答された方に伺います。包装機械の視覚装置で、ど

のようなところが最も扱いにくいですか？ 
  a.視覚装置が包装機械のメーカーが変わると大きく変わる 

 b.視覚装置が包装機械のメーカーが同じでも機種が違うと同じでない 

c.操作盤・ボックスの位置・高さ・大きさが機械にマッチしていない 

d.操作画面が小さすぎて見にくい 

e.操作画面の文字が小さくて、見にくい 

f.操作画面の色が判別しにくい 

g.操作画面のコントラストが悪く、見にくい 

   h.操作画面は機種により、次画面へ変える手段・方法が異なり、まごつく 

i.操作画面は機種により、指示する内容に統一性が無く、オペレーター・保守員が慣れ

るまでに時間がかかる。 
j.押し釦の高さ・色・大きさ・形・明暗が不統一で見にくい 

   k.その他（                              ） 

 

 

表３－３３ 

視覚装置の扱いにくい点 
 

 

 

 

 

回答者数： ３ 

 

 ＊このうちこの質問への回答者数は３名であり、「扱いにくい」と回答したのは 1 名であっ

た。有効回答者数が少ないため、グラフは省略した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.メーカー
が変わる
と大きく変
わる

b.機種が
違うと同じ
でない

c.視覚盤
の位置・
高さ・大き
さ

d.操作画
面が小さ
すぎる

e.操作画
面の文字
が小さい

f.操作画
面の色

g.操作画
面のコント
ラスト

h.、次画
面への手
段・方法

i.内容に
統一性が
ない

j.押し釦が
不統一

k.その他

回答数 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0

全回答者数に対する割合 33% 0% 33% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 0% 0%
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３－３－６ 包装機械の扱いやすさ 
（１）製品通路、製品供給、製品の流れ方向等の扱いやすさ 
質問 
包装機械の製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包装材料の供給方

式・高さ・重さ、調整用のハンドル類の回転方向などは扱い易いですか？扱いにくいです

か？ 
ａ，扱い易い 

ｂ，扱いにくい 

ｃ，購入時に仕様を提示して、当社としてのラインの一貫性を保っている 

ｄ，長年同一メーカーの機械を購入しているので、その他の製品と比較して扱い易さの

良し悪しはわからない 

ｅ，メーカーが変わってもほぼ同じなので特別に扱い易さにはこだわっていない 

ｆ，色々なケースで異なり、単純に判断はできない 

   ｇ，その他（                    ） 

表３－３４ 

製品通路、製品供給、製品の流れ方向等の扱いやすさ 

 

 

 

 

回答者数： ３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品通路、製品供給、製品の流れ方向等の扱いやすさ 
図３－３３ 

 ＊その他の意見 

  ・基本的には当社のスタンダードに変更しているが、省スペースのために工程が複雑な箇

所もある 

  ・使用していないのでわからない 

 

a.扱い易い b.扱いにくい
c.ラインの一
貫性を保っ
ている

d.わからない
e.こだわって
いない

f.判断できな
い

g.その他 h.未回答

回答数 2 1 11 7 1 12 1 3

全回答者数に対する割合 5% 3% 29% 18% 3% 32% 3% 8%

5%

3%

29%

18%

3%

32%

3%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.扱い易い

b.扱いにくい

c.ラインの一貫性を保っている

d.わからない

e.こだわっていない

f.判断できない

g.その他

h.未回答
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（２）製品通路、製品供給、製品の流れ方向で扱いやすい点 
質問 
前記の質問で「ａ、扱い易い」と回答された方に伺います。包装機械は製品通路の高さ、

製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包装材料の供給方式・高さ・重さ、調整用のハ

ンドル類の回転方向などでどのようなところが扱いやすいですか？ 
   ａ，メーカーが変わっても包装機械はほぼ同じで扱い易い 

   ｂ，同一メーカーの機械なのでほぼ同じであり、扱い易い 

   ｃ，機械の製品の通路高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包材供給の方式・

高さはオペレーター・保守員の性別、年齢、身長、右利き・左利き、届く距離、座

姿勢などを考慮しているので扱い易い 

ｄ，包装材料の供給やセット交換するときの質量を可能な限り軽くする工夫をしている

ので扱い易い 

ｅ，調整用のハンドル類の回転方向が包装機械として統一されているので扱い易い 

ｆ，その他（                              ） 

表３－３５ 

製品通路、製品供給、製品の流れ方向で扱いやすい点 

 

 

 

 

回答者数： ２ 

 ＊「扱いやすい」と回答したのは２名で有効回答者数が少ないため、グラフは省略した。 

 

（３）製品通路、製品供給、製品の流れ方向で扱いにくい点 
質問 
前記の質問で「ｂ、扱いにくい 」と回答された方に伺います。包装機械は製品通路の高

さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包装材料の供給方式・高さ・重さ、調整用

のハンドル類の回転方向などで、どのようなところが扱いにくいですか？ 
ａ，メーカーが変わると大きく変わるので扱いにくい 

   ｂ，メーカーが同じでも機種が違うと大きく変わるので扱いにくい 

ｃ，機械の製品の通路高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包材供給の方式・

高さはオペレーター・保守員の性別、身長、右利き・左利き、届く距離、座姿勢な

どを考慮しておらず扱いにくい 

ｄ，包装材料の供給やセット交換するときに重くて扱いにくい 

ｅ，調整用のハンドル類の回転方向がマチマチで扱いにくい 

ｆ，その他（                              ） 

 

 

a.メーカーが変
わっても同じ

b.同メーカーの
機械なので

c.オペレーターを
考慮している

d.包装材料の質
量を軽くする工
夫

e.ハンドル類の
回転方向が統一

f.その他

回答数 2 0 1 0 0 0

全回答者数に対する割合 100% 0% 50% 0% 0% 0%
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表３－３６ 

製品通路、製品供給、製品の流れ方向で扱いにくい点 

 

 

 

 

回答者数： １ 

 ＊「扱いにくい」と回答したのは１名で有効回答者数が少ないため、グラフは省略した。 

 

３－３－７ 清掃・部品交換の要求事項 
（１）清掃・部品交換のための要求について 
質問 
御社は包装機械の購入時に、オペレーター・保守員が機械の清掃・部品交換が容易に、短

時間にできるように具体的な要求をしていますか？ 
ａ，要求している 

ｂ，要求してない 

ｃ，機種によって判断しており、その時々で異なる 

  ｄ，その他（                    ） 

表３－３７ 

清掃・部品交換のための要求について 

 

 

 

 

回答者数： ３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃・部品交換のための要求について 

図３－３４ 

 ＊その他の意見 

  ・清掃レベルを要求している。 

 

a.メーカーが変
わると大きく変
わる

b.同メーカーでも
機種が違うと変
わる

c.オペレーターを
考慮していない

d.包装材料の
セットが重い

e.ハンドル類の
回転方向が不統
一

f.その他

回答数 0 0 0 1 0 0

全回答者数に対する割合 0% 0% 0% 100% 0% 0%

a.要求している b.要求していない c.時々で異なる d.その他 e.未回答

回答数 12 0 2 3 3

全回答者数に対する割合 60% 0% 10% 15% 15%

60%

0%

10%

15%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.要求している

b.要求していない

c.時々で異なる

d.その他

e.未回答
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３－３－８ オペレーター条件 
（１）オペレーターを想定した条件の提示について 
質問 

御社は包装機械のオペレーター・保守員を想定した条件（機械を操作するオペレーター・

保守員の性別、年齢、身長、右利き・左利き、届く距離、座姿勢など）を機械の購入契約

時に提示していますか？ 
  ａ，提示している 

ｂ，一部分は提示している 

ｃ，提示していない 

ｄ，機種によって判断しており、その時々で異なる 

ｅ，その他（                    ） 

 

表３－３８ 

オペレーターを想定した条件の提示について 

 

 

 

 

 

回答者数： ３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

オペレーターを想定した条件の提示について 

図３－３５ 

 

a.提示している
b.一部分提示し
ている

c.提示していな
い

d.時々で異なる e.その他

回答数 6 16 14 2 0

全回答者数に対する割合 16% 42% 37% 5% 0%

16%

42%

37%

5%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.提示している

b.一部分提示している

c.提示していない

d.時々で異なる

e.その他
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３－３－９ ユニバーサルデザインの取り組み 

（１）ユニバーサルデザインの取り組み 
質問 
御社の自社製品ではユニバーサルデザイン（ＵＤ）に取り組んでいますか？ 
ａ，取り組んでいる 

ｂ，取り組んでいない 

   ｃ，ケースによる 

   ｄ，その他（                    ） 

表３－３９ 

ユニバーサルデザインの取り組み 

 

 

 

 

回答者数： ３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ユニバーサルデザインの取り組み 

図３－３６ 

 
（２）ユニバーサルデザインに取り組まない理由 
質問 
上記の質問で「ｂ,取り組んでない ｃ,ケースによる」と回答された方に伺います。 
ユニバーサルデザインに取り組んでいない、ケースによる理由は何ですか？ 

ａ，市場の拡大、市場の深耕にならない 
  ｂ，コストがかかるが効果が見えにくい 

 ｃ，自社製品の差別化につながらない 

  ｄ，会社として理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない 

  ｅ，当社の製品はユニバーサルデザインと無関係である。 

  ｆ，その他（                    ） 

 

a.取り組んでいる
b.取り組んでいな
い

c.ケースによる d.その他

回答数 19 11 8 0

全回答者数に対する割合 50% 29% 21% 0%

50%

29%

21%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.取り組んでいる

b.取り組んでいない

c.ケースによる

d.その他
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表３－４０ 

ユニバーサルデザインに取り組まない理由 

 

 

 

 

回答者数： １９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ユニバーサルデザインに取り組まない理由 

図３－３７ 

 

３－３－１０ 自由記入 
 ・現在の会社状況は使用する側の操作のしやすさを重視するより、コストに大きく左右され

る。その機械状況にもよるが、使用していくうちに機械の操作性や一部を改造することに

よって改善できるような利便性があれば進行形ユニバーサルデザインになるのではと思

う。 

 ・今回のアンケートは我々設備を購入し、使用する者にとっても今までそれほど気にしてい

なかった所を気づかせてくれる有意義なものだ。（社）日本包装機械工業会として設備指

針的なものを出していただくと良いと思う。それが無理ならチェックポイントを記したハ

ンドブック的なものでも出して欲しい。 

 ・最終的には自動車のように誰でも各メーカーの機械を説明書なしで操作できるように望み

たい。 

 ・操作盤をカラーのタッチパネル化して、さらに対話型にするのはオペレーターにとり誤操

作の防止、故障の発見に効果が高い。 

 ・包装ラインは、ほとんどの作業（運転、資材や原料供給、初期清掃）を女性パートで行っ

ている。そのため、女性を対象として設計してほしい（高さ、奥行き、重さ、大きさ）。 

つらい作業になると、女性パートは辞めてしまう。雇用の確保のためにもユニバーサルデ

ザインは絶対必要である。 

・製造メーカー、特に食品部門ではホチキスの使用は異物混入の観点から禁止している。 

a.市場の拡大・
深耕にならな
い

b.効果が見え
にくい

c.差別化につ
ながらない

d.十分な支援
が得られない

e.UDと無関係 f.その他 g.未回答

回答数 0 6 0 6 5 1 1

全回答者数に対する割合 0% 32% 0% 32% 26% 5% 5%

0%

32%

0%

32%

26%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.市場の拡大・深耕にならない

b.効果が見えにくい

c.差別化につながらない

d.十分な支援が得られない

e.UDと無関係

f.その他

g.未回答
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３－４ まとめ 
 アンケート調査の結果に基づき注目すべき点をまとめてみる。 
 
（１）回答を受けた業種の傾向について 
  ①メーカーの集計では回答者数７５件に対して「包装機械及び関連機器メーカー」が６３

件で８４％を占めた。 
②ユーザーの集計では回答者数３８件に対して「食品企業」が２６件で６８.４％を占めた。 

（２）包装機械におけるユニバーサルデザインについての考えについて 
①メーカーの回答 
ａ，回答者の６３％が設計製作にユニバーサルデザインが「大いに関係がある」とした。

また、「少しは関係があると思うが、取り組みは将来である」は３１％で、その理由

として「理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない」が高くて４６％で

あった。 
ｂ，ユニバーサルデザイン推進のために必要な事項としては「基本的配慮事項の策定」

が３７％、「業界基準の策定」も３１％であった。 
②ユーザーの回答 
ａ，購入時にユニバーサルデザインの視点で「機械をチェック」しているとの回答は４

２％、「ケースにより異なる」との回答は２６％である。「チェックをしない」「ケー

スにより異なる」との回答した中で、その理由として最も回答が高かったのは「ユ

ニバーサルデザインの理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない」が６

０％であった。 
ｂ，自社製品でのユニバーサルデザインの取り組みについては「取り組んでいる」５０％、

「取り組んでいない」２９％であった。取り組んでいない理由として回答が高かっ

たのは「コストがかかるが効果が見えにくい」３２％、「会社として理解・認識が

不足しており十分な支援が得られない」が３２％であった。 
（３）ユーザーがメーカーに対しての期待とメーカーの対応 

ａ，メーカーに対して「ユニバーサルデザインへの取り組みを期待している」が９２％

であり、 
ｂ，その項目として最も回答が高かったのは「誤使用、誤操作にしても安全性が損なわ

れない機械」の要望が６３％であった。 
ｃ，その結果として、フールプルーフ設計の要求について「メーカーに要求している」

は５８％と高い値を示した。 
一方メーカーではフールプルーフ設計に関して基準を「定めている」は３１％であ

り、「どちらとも言えない」が４０％を占めていた。フェールセーフ設計に関して基

準を「定めている」は３５％であり、「どちらとも言えない」が４３％を占めた。 
 
＊回答より、包装機械分野でのユニバーサルデザイン取り組みは関心は高いが、実行面では理

解・認識不足などで十分な支援が得られない面が大きい。安全面ではユーザーはフールプル
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ーフ設計及びフェールセーフ設計に関心が高い。 
 
（４）視覚装置（操作盤・ボックスの位置・高さ・大きさ、操作画面の大きさ・文字の大きさ・ 

文字の種類・色・コントラスト、押し釦の高さ・色・大きさ・形・明暗）の基準について 
①メーカーの回答 
ａ，「大部分ある」が２４％で、「一部分ある」が３１％であり、「設計者が独自に適切に   
 決めている」が最も高く３６％を占めている。 

ｂ，「一部分はある」との回答では「押し釦の位置、高さ、色、大きさ、形、明暗の基

準」が７０％、「操作盤・ボックスの位置、大きさ」が３９％であった。 
②ユーザーの回答 
ａ，扱いやすさの点で「扱い易い」が２４％、当社の他分野の機械に合わせてもらう」

が２６％であった。「扱い易い」内容は「メーカーが同じなら機種が変わってもほ

ぼ統一されている」３３％「操作画面の大きさがちょうど良い」３３％であった。 
 
＊回答より、視覚装置についてはメーカーは十分設計に反映するように配慮している。ユーザ

ーも「扱いにくい」の回答が１件にとどまり、ほぼ満足している。 
 
（５）製造基準について（機械の製品通路の高さ、製品供給の方式及び高さ、製品の流れ方向、

包装材料の供給方式や高さ及び重さ、調整用ハンドル類の回転方向などを定めた基準） 
①メーカーの回答 
ａ，質問に対して「大部分はある」が１１％であり、「一部分はある」が３３％、「設計

者が独自に適切に決めている」が３９％であった。 
ｂ，部分的にある回答の中では 
「製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ」が５６％であり、「製品の流れ方向」が

３６％を占め、「調整用ハンドル類の回転方向」が３２％で、基準に準じた標準品

の採用やユーザーの要望や確認によるとの意見もあった 
②ユーザーの回答 
ａ，「色々なケースで異なり、単純に判断はできない」が３２％、「購入時に仕様を提示

して、当社としてのラインの一貫性を保っている」が２９％を占めた。 
ｂ，なお、扱い易さについて、「扱いやすい点」、「扱いにくい点」の回答が前者で２件、

後者で１件と回答数が少なかった。 
 

＊回答より、ユーザーが購入時に基本的には仕様書を提示して、両者で仕様確認の上、製造基

準を決めている傾向にある。 
 
（６）清掃・部品交換のし易さの基準について 

①メーカーの回答 
ａ，「基準が無いので設計者が独自に適切に決めている」が４９％であり、「ある」の１
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５％、「一部分ある」の２７％を上回っていた。 
②ユーザーの回答 
ａ，清掃・部品交換のための具体的な要求で「要求している」が６０％であった。 

 
＊回答より、製造基準と同様にユーザーによる仕様書の提示が基本にあると考えられる。 
 
（７）オペレーターを想定した基準について 

①メーカーの回答 
ａ，「設計者が独自に適切に決めている」が最も高く５７％であった。「一分部はある」 

が１５％であり、「大部分はある」の７％を上回っていた。 
ｂ，「一部分がある」の回答で高かったのは「身長、届く距離、座姿勢などの人間計測

データベース基準」が７３％であった。 
②ユーザーの回答 
ａ，「提示している」が１６％であり、「一部分提示している」４２％、「提示していな

い」も３７％であった。 
 
＊回答より、契約時に「設計者が独自に決める」のではなく常識的な範囲は各企業で基準を設

けるべきである。 
 
（８）安全基準・衛生基準と関連法令・公の規格基準について 
  ①質問はメーカーのみ 

ａ，(社)日本包装機械工業会の「包装・荷造機械の安全基準－２００４」及び「包装・
荷造機械の衛生基準－１９９９」を社内基準として活用しているか？ 
「活用している」１７％、「部分的に活用している」３６％で、合わせると５３％程

度であった。 
ｂ，関連法令や公の規格基準の遵守に関しては、「基準を守って設計する環境が整っ 

ている」と回答したのは４１％「環境は整っている」２８％であわせると６９％で

あった。 
 
＊回答より、(社)包装機械工業会の基準利用が５０％程度に対して、公の規格基準の利用が７
０％程度でより重視されている傾向にある。(社)日本包装機械工業会の「包装・荷造機械の
安全基準－２００４」及び「包装・荷造機械の衛生基準－１９９９」は関連する法令や公の

規格・基準を充分に満たしている。それにもかかわらず十分に浸透していない状況を示して

いる。 
 
（９）技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性について 

①質問はメーカーのみ 
ａ，技術用語・単位・図記号の一貫性・統一性を定めた基準について「基準がある」が
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４３％、「一部分はある」が２３％で、他の質問項目に比べ基準が定まっている割

合が高かった。 
ｂ，一部分の基準として最も回答が高かったのは「単位の基準」７１％であった。「図記

号の基準」５３％「技術用語の基準」が３５％、であった。 
 
＊回答より、それぞれ社内での統一性と考えられるが、業界としての統一性に向けるため、ま

ず最初に業界としての技術用語の統一性を図ることが望ましい。 
 
（１０）社内基準や標準化の推進・整備について 

①質問はメーカーのみ 
ａ，「関係する部門がまとめる」が５７％、「全社的に推進・整備する部門がある」が１

９％、「設計者が独自にまとめる」も１３％となっており、社内での標準化は軌道に

のっていると思われる。 
 
（１１）取扱説明書 

①質問はメーカーのみ 
ａ，取扱説明書の作成について定めた基準について「基準がある」が３２％、「一部分

はある」が２４％であった。 
ｂ，「一部分はある」と回答したの中では「構成項目、目次の基準」が８９％、「サイズ

の基準」は６７％であった。 
 
＊回答より、取扱説明書の体裁面では基準が定まっているようだが、内容については包装機械

の特殊性（ユーザーの要求仕様が多いなど）があり、取扱説明書全体の基準を決めるのは難

しいようだ。 
 
（１２）修理・サービスシステムの基準 
 ①質問はメーカーのみ 

ａ， 製品の修理・サービスシステムについて定めた基準について「基準がある」が２３％、
「一部分はある」が３５％、「担当者が独自に決めている」が３５％であった。合わ

せると９３％となり、おおよそ基準が決められているようだ。 
 
（１３）人間工学 
 ①質問はメーカーのみ 

ａ，人間工学についての考えで最も回答が高かったのは「包装機械は人間工学と関係が

あると思うが、取り組みは担当者任せである」６８％であった。人間工学について

「知らない」、「担当者任せ」の理由として最も回答が高かったのは「我が社は人間

工学に対し理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない」が５０％であっ

た。また、人間工学を推進するために必要な項目として最も回答が高かったのは「人
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間工学を考える包装業界の基準を策定」が４３％であった。 
 
＊回答の内容から人間工学についての考え方及び人間工学の理解度は低く、推進するためには

包装機械業界での基準設定を求めていると思われる。 
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第４章 包装機械メーカーのユニバーサルデザインへの取り組み 
この章では、各々の委員が図２－１の「日本包装機械工業会のユニバーサルデザインの７要

素」（案）及び図２－２の「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）を基にして各企業の

ユニバーサルデザインについての取り組み状況を調査した。この調査では各企業において、デ

ザインに関する扱い方が各々異なっており、特に明示的にユニバーサルデザインとしていなく

ても、ユニバーサルデザインを意識した活動を行っている企業や、全く意識なく活動している

企業もあり、各委員が調査した活動結果を「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）と比

較して記述した。 

 

４－１ ユニバーサルデザインを意識した製品開発 

主に菓子用包装機械を製造、販売している企業の例を以下に記述した。 
 
包装機械の世界的な市場動向は２極化が急速に進展している。すなわち欧米に代表される先

進国では「少子・高齢化」、「食の安心・安全」、「ゼロエミッション」等の社会的変化により食

品消費は減少傾向にあり、購買意欲を向上させるために袋の形態を角型にするなどの多様化が

進展している。又、ＢＲＩＣｓ等、発展途上国では欧米文化が急速に浸透し、菓子の消費は年

２桁の成長を維持しており高速化が進展している。 
そこで、包装機械は従来のカム・リンク式の機構から、サーボモーターを駆使したメカトロ

ニクス機が主流となり、高度化、複雑化へとシフトしている。 
一方、包装機械のオペレーターは、世界的に女性の進出が著しく９割以上を占めている。以

上の状況から企業の取り組みとして「高度な機械を簡単操作」を課題とし、「年齢や能力に関係

なく全ての人に対して適合するデザイン」すなわちユニバーサルデザインを意識した商品開発

を進めており、取り組みの一例を紹介する。 
 
４－１－１ オペレーターの作業内容 
Ａ社ではオペレーターの作業内容を分析調査した。オペレーターの作業として、ビデオ撮影

等により分析した結果、以下が主要作業として挙げられた。 
①リモコン設定・調整作業 
アイテム変更、温度調整等の設定や調整作業はリモコンにより入力され、エラー履歴、

統計データ等の稼動履歴もリモコンに表示される。また、製造システムラインとしては、

計量機、包装機、検査機、箱詰機が一般的であり、機器ごとにリモコンを備えており、

オペレーターが機器間を動き回りながら複数のリモコンを操作、監視する必要がある。 
②フィルム交換作業 
一般的にはロール状のフィルムが機械後部に装着されており、フィルムが終了次第、交

換する必要がある。フィルムロールは約２０kg と女性には重い質量であり、交換時には

フィルムロールのセンタリング（ロール位置を所定の位置に固定）、及び図柄合わせ（フ

ィルムには図柄が印刷されており、交換時は正確に図柄を合わせて継ぐ事）が必要であ

る。特に図柄合わせについては、図柄の印刷されてないフィルム裏面しかオペレーター
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には見えず、不安定な姿勢でフィルムを手で反転させ、図柄を見て継ぐ必要がある。労

力や手間のかかる作業である。 
③プリンター位置調整及びリボン交換作業 
プリンターにより、製造日、製造場所等の生産情報が袋に印刷されるが、プリンター内

部にロール状のリボンテープが装着されており、交換する必要がある。一般的にプリン

ターの配置は機械中心部にあり、オペレーターが機械内部に潜り込んで、不自由な姿勢

で位置調整及び交換作業をする必要がある。特に、背の低いオペレーターは踏み台等が

必要となる。 
④フォーマーの交換作業 
袋サイズに関して、標準的なサイズは既定されておらず、食品メーカーが独自に決めて

いる。そのために無限のサイズが存在する。通常、1 台の機械で複数の袋サイズの商品
を製造出来るが、それでも袋サイズに合ったフォーマーの交換が必要となる場合がある。

フォーマーの質量は２０kg 以上であり、装着位置も連動したコンベアー等で足場のない

機械前方で、そのうえに１．５m 以上の高所にあり、重労働である。この作業は男性オ

ペレーターが担当しているケースが多い。 
 

４－１－２ ユニバーサルデザインの取り組み 

日本包装機械械工業会で検討した「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）を下記の

表にまとめる。 
表４－１ 

 ユニバーサルデザインの７要素 

要素 略号 

①安心・安全の重視 ①安心 

②簡単な操作と自動化 ②簡単 

③解りやすい表示と明確な指示 ③表示 

④楽な動作の追及 ④動作 

⑤使いやすい寸法と設置空間 ⑤空間 

⑥イージーメンテナンスの追求 ⑥メンテ 

⑦オペレーターの条件 ⑦条件 

 

上記に対するオペレーターの作業内容と前述した分析調査に基づきユニバーサルデザインの

取り組みを比較して紹介する。又、取り組み内容にあてはまる７要素を略号で示す。 
 
（１）リモコン設定・調整作業  

①一元操作              ＜①安心 ②簡単 ③表示 ⑦条件＞ 
一連の製造システム機器のリモコンを一元化し、１台のリモコンでシステム全体を動作、

監視するシステムである。例えば、予約呼び出し等、機種連携の必要な情報を一括して

入力するシステムであり、オペレーターが機器間を動き回ることがなく、ワンボタンで
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確実に各機器の一斉操作が出来る。 
②アイコン（絵文字）         ＜①安心 ②簡単 ③表示 ⑦条件＞ 
リモコンの入力キー部にアイコンを使用する事により、直感的に楽な操作が実現できる。

アイコンのデザインは出来る限り現物に近いイメージとし、かつ、画面も世界標準であ

るパソコンイメージに近づけている。 
③マルチリンガル対応           ＜①安心 ②簡単 ③表示 ⑦条件＞ 
言語はマルチリンガル（複数言語対応）とし、各国の言語形態に沿った表示としている。

アイコンと言語を併用する事により、より認識性の向上を図っている。 
④ガイダンス機能・ヘルプ機能        ＜①安心 ②簡単 ③表示 ⑦条件＞ 
知識の浅い初心者でも、使えるようにガイダンス機能（基本的な設定等、操作の順番を

キーのフラッシング等により明示する。）及びヘルプ機能（設定キーの内容、設定方法

等）を装備している。オペレーターはガイダンス表示に従って操作する事により、マニ

ュアルが無くても基本的な操作は可能となる。 
 
（２）フィルム交換作業 

①フィルム後方挿入            ＜①安心 ②簡単 ④動作 ⑤空間＞ 
独自の機械レイアウトにより、オープンスペースである機械後方よりフィルムを基準位

置まで押し当てるだけで、センタリング無しで簡単に装着できる機構である。装着高さ

は腰にダメージを与えない高さ（５００mm 以上）としている。 
②フィルム表面継ぎ             ＜①安心 ②簡単 ④動作＞ 
独自の機械レイアウトにより、図柄のある表面を常に見える状態とし、スプライシング

テーブル（継ぎ台）を設け、簡単に図柄合わせができる機構としている。スプライシン

グテーブルの高さは約１m で、オペレーターが自然な姿勢で作業出来るよう配慮してあ

る。 
③オートスプライサー                         ＜②簡単＞ 
自動フィルム継ぎ装置の事であり、予備フィルムをセットしておくだけで、自動的に図

柄を合わせてフィルムを継ぐ事が出来る。 
 
（３）プリンター位置調整及びリボン交換作業 

①機械側面配置           ＜①安心 ②簡単 ④動作 ⑤空間＞ 
プリンターを、機械側面のオープンスペースに配置する事により、機械に体を潜り込 
ませる事無くリボン交換及び、印字状態の確認が出来る。又、印字位置は、直動アクチ

ュエーターにより自動的に調整出来る。 
 
（４）フォーマー交換作業 

①機械側面アクセス                   ＜①安心 ②簡単 ④動作 ⑤空間＞ 
交換時の装填方向について、一般的な前方方向ではなく、オープンスペースで足場に邪

魔な物が一切無い側面方向から出来る。装填高さは従来の１．６m から１．２m に下げ
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る事により、腕に負担をかけずに交換する事が出来る。 
②フォーマーアシスト         ＜①安心 ②簡単 ④動作 ⑤空間＞ 
質量のあるフォーマー交換を補助する可動昇降台であり、台がスイングする。邪魔物が

無い所で、自然な姿勢で１．３m に位置するアシスト台にフォーマーを載せて台をスイ

ングさせるとフォーマーが機械に装着される仕組みである。 
 
以上、ユニバーサルデザインの取り組みの一端を紹介した。 
 

４－２ ユニバーサルデザインの７要素の取り組みについて 

次の例は日本包装機械工業会設計基準の７要素（案）に対してのＢ社の取り組みの経過と現

状を報告する。 

 

（１）安全基準の設定（安心・安全の重視） 

機械の安全・衛生への取り組みは、それまでの自主的な基準から公的な認証を基準とする

方向で、まずは(社)日本包装機械工業会の「包装・荷造機械の安全衛生基準―１９８６」を

取り入れ、検査合格証（パスマーク）の認定を受けた。そして、工業会基準を基にして設計

規格文書の中に「製品安全基準」を制定した。それ以降は、１９９７年に「ＥＣ指令への適

合」、１９９８年に「ＧＭＰ・ＨＡＣＣＰ設計基準」などを追加制定している。また定期的

な見直しを通して、国内外の安全・衛生基準との整合性維持に努めている。 

 

（２）操作基準の設定（簡単な操作と自動化） 

１９７０年代より、マイコンの採用をきっかけにアナログからデジタル化を急速に進めて

きた。それに伴い以下の新機能の登場により、誰でも同じ設定ができ、また同じ調整結果が

得られるようになった。 

①デジタル表示と数値入力化（設定の再現性が取れる） 

②調整レス化（演算による自動調整機能） 

③製品ごとの調整データ登録機能（包装条件の再現性が取れる＝包装品質が確保される）。 

 

（３）表示基準の設定（わかりやすい表示と明確な指示） 

従来の機能ごとに配置された押し釦などのスイッチ操作から操作フローに基づいた対話

式の操作、表示に移行してきた。特に１９９０年のカラーＴＦＴ液晶タッチパネルの採用で、

ビジュアルな操作ガイダンス等の豊富な表現が可能になり、操作に経験度や熟練度が不要に

なってきた。 

主な表示基準は以下の通り。 

①画面レイアウトの標準化を維持（機種が変わっても基本表示は同じ） 

②画面操作構成は、メニュー選択方式のツリー構造（規則性のある操作フロー） 

 

（４）動作基準の設定（楽な動作の追求） 



76

自動供給装置の品揃えや包装ロボットはじめ、無駄紙防止（パックレス）機能、ベルト供

給（アタッチメントの無いコンベアー）化、などの新機種や装置開発により自動化、省人化

を推進している。その結果オペレーターの作業負担は大いに軽減した。 

 

（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 

資材供給を含むトータルでの包装ラインレイアウトをユーザーに提案や施工することに

より、その中でオペレーターや保守員の使いやすい作業スペースを確保している。 

 

（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 

基本は、機械の構成部品を減らすことによりメンテナンスの軽減を目指している。特にメ

カトロ機は、サーボモーターでの独立駆動の採用により、従来のメカ機と比較して構成部品

を約６０％減少することができた。 

イージーメンテナンスの取り組み例は以下の通り。  

①駆動部の無給由化（チェーンからタイミングベルトへ変更） 

②掃除のし易さ（カバーのステンレス化、ゴミの溜まらない機械構造、シートキーやフラ

ット操作パネルの採用、ベルト供給方式） 

③電気回路の無接点化（ＳＳＲやマイコン、ＰＬＣの採用） 

 

（７）オペレーター条件の設定（オペレーターの条件） 

ユーザーのオペレーターは、女性パートが多い。よって例えば機械色も明るい色（スカイ

ブルーとホワイト）を採用し、また機械の操作高さも女性身長を基準に設計を進めている。 

 

（８）他の取り組みは以下の通り。 

①外国人オペレーター対応（和文と他言語との表示言語の切り替えが容易） 

②横ピローは１９８７年にＧマーク受賞。 

③受注生産が基本である。よって使用者（オペレーター）にあわせた機械を設計、製作を

行っている。 

 

（９）まとめ 

今後も、新技術導入や新機種開発による更なる自動化、省人化、そして無人化機械を目指

すことにより、「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）に対しての取り組みを継続、

推進させたいと考えている。 

 

４－３ デザイン導入の経緯 

以下に示すのは「ユニバーサルデザイン」という名称を用いてないが、デザインについて導

入の意味を考慮しながら過去の経過と現在の実施例を示したＣ社の活動である。 
 
過去を振り返ってみると１９８５年に開催された日本国際包装機械展において(社)日本包装



77

機械工業会の呼びかけの下に「機械デザインの診断」が行われて、指導された経緯がある。当

時の資料にも、「デザイン」とは単に機械表面の装飾やスタイリングを示すのではなく、主に操

作性や安全性など作業者の側から見た機械のあり方、及び商品性など、広い意味でのデザイン

を意味していた。 
指導の内容は、当時はまだ省力化が叫ばれはじめた頃で、パートの女性でも楽に操作できる

機械の開発が望まれていた（誰が操作するのか明確に⇒５Ｗ２Ｈにて開発する）。当然、未熟練

者であるパートタイマーは機械の微調整やカンに頼ることは出来ない（操作領域の明確化）。ま

た、多くのメーター類で表示しても、どれに触ったら良いのか、どの順番で操作したら良いの

かわかり易く表示されていなければならない（紛らわしさ⇒整理してわかり易く）。 
安全に関しても、うっかりしたミスが大きな事故にならないように万全の策を講じなければ

ならない（動作と心理面からも考慮）。 
可動部には作業の妨げにならずに確実に危険を防止するカバーが必要である。また、極端な

突起部及び凹凸は避けた設計にしなければならない。 
また、女性の体格は向上してきているが、男性と同等の作業を期待する事は難しく、操作部

の高さや重い物の移動等の設計には配慮を要する（エルゴノミクス－人間工学の面から）。 
さらに、比較的に職場選択の自由度のあるパートタイマーには、気持ち良く作業できる環境

及び機械を用意しなければならない（色彩計画、防音性）。コーポレートカラー（各々の企業の

もつ、その企業独自の色）の見直しも必要である。多くは、単に古くからの習慣に準じている

だけのものが多く、当然古臭く、気持良いという観点から選ばれてはいなかった。 
今後は、明るくかつ快適に労働できる機械が望まれ、更に高機能、高性能の製品をどのよう

に商品としてまとめ訴求していくか、また、企業の統合されたイメージをどのように伝えてい

くかの「策」を機械開発と同様に最初のスタート時点から開発していく必要があり、その開発

全体を「デザイン」というと記載されていた（当時の資料を引用）。 
その後、機械を開発するスタート時からこれに基づき、意識して設計に取り組んでいる。 
当時の内容とユニバーサルデザインの７要素を比較してみると非常に似かよった点がある。

要するに、ユニバーサルデザインという言葉で具現化されていなくとも「デザイン」として導

入されていたのである。 
また、「包装・荷造機械の安全基準－２００４」の中にもこの内容が含まれておりこれらを

参考に設計している。 
以下に包装機械を「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）にそって実施例を説明す

る。 
 
４－３－１ 実施例 
（１）安全基準の設定（安全・安心の重視） 

①安全カバーの設置（インターロック） 
②取扱説明書の充実（操作・保守マニュアル） 
③リスクアセスメントの実施（社内） 
④機械、電気設計にフェールセーフ概念の実施（部品等の破損を想定し安全サイドで設計） 
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⑤調整、操作部は基本的には右利き対応 
⑥検査装置による不良品の自動排出（シール部、捺印等） 
⑦電気配線（交流、直流）の区分 
⑧制御盤の配置（高さ、配置方法等） 

 
（２）操作基準の設定（簡単な操作と自動化） 
  ①操作盤にタッチパネルの導入（銘柄登録） 
  ②調整部のスケ－ル及びインジケーターの取り付け（再現性） 
  ③型替え部品の位置決め（再現性） 
  ④ハンドル調整部を頻度に対応して手動からモーター駆動の自動化 
  ⑤袋のグリップ幅の自動化 
  ⑥パウチ（袋）高さ自動補正（パウチ供給の簡易化） 
 
（３）表示基準の設定（わかりやすい表示と明確な指示） 
  ①操作パネルの設置高さ（１３００～１５００㎜） 
  ②ハンドルの動作の表示（回転方向表示で開、閉又は上、下） 
  ③高齢化及び女性対象に文字等の大型化 
  ④制御盤の各種ボタンやスイッチの配列 
  ⑤警告マークの貼付け位置と意味 
 
（４）動作基準の設定（楽な動作の追求） 
  ①給袋包装機⇒パウチ（袋）供給高さ（９００～１１００㎜） 
  ②製袋包装機⇒フイルムの供給高さ及び方法 
  ③各調整ハンドル等の作業空間の確保 
  ④パウチ供給部と充填部・製品の取り出し部が確認できる位置に操作パネルを配置 
  ⑤機械運転時の低騒音化 
  ⑥エアーブロー等の低騒音化 
  ⑦塗装色（白基準）・フェニックス塗装（ステンレス色）・ステンレス（作業環境の考慮） 
  ⑧タッチパネルの配色 
  ⑨ブザー等のメロディ化（作業環境の改善） 
 
（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 

①安全カバー開閉時の作業空間の確保 
  ②生産時の動線空間の確保（レイアウトの提案） 
  ③保守・メンテナンス作業の空間確保 
  ④機械のサイズ及び上流と下流のパスラインの固定化（機械の入れ替えを考慮する） 
  ⑤印字機の設定・調整・消耗品の作業空間の確保 
  ⑥型替え部品の作業空間及び部品の質量の考慮 
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（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 
  ①工具レスを目標（ツマミやロックハンドル等の採用によりスパナ等不要） 
  ②オイルレスを目標（ドライメタル、ベアリング、ロッドエンド等組付け時封入） 
  ③エアー機器はオイルレスを使用（エアーシリンダ－、電磁弁等）⇒現状では常識 
  ④リレーのソリッド ステート リレー化（頻繁動作対策） 

 ※機器の低電力化によりＰＬＣ直作動 
  ⑤駆動系のインバーター・サ－ボモーターによるクラッチレス 
  ⑥制御機器の名称の貼付け（機器と電気ハード図の整合性） 
  ⑦集中グリス給油（各注入先を一箇所にまとめ注入先を明記） 
  ⑧シグナルタワー等のＬＥＤ化 
  ⑨コンベアー等のベルトの型番の表示 
  ⑩保守、点検の詳細は取扱説明書に記載 
 
（７）オペレーター条件の設定（オペレーターの条件） 
  ①女性及び高齢者のパートタイマーを対象 
  ②外国人作業者を考慮（タッチパネル等の表示言語の併用） 
  ③納入時に取扱説明書を基にオペレーター指導の実施で運転可能 
  ④オペレーターと保守員は操作のレベルをパスワードで区分 
 
以上の内容は現在では常識になっている例もあるが、包装機械を使用するオペレーターや保

守員が安全で安心して使えるように使用者の立場になって設計している。また、最近はタッチ

パネルの進歩が著しくウインドウズ等のＯＳの影響もあって他民族で文字が読めない人でも画

面を理解し、操作が出来るようにアイコン化が勧められている。今後の高齢化やグローバル化

に対応するために取り組んでいく課題の一つと考えている。 
 

４－４ デザインに関する推奨基準 

これは、Ｄ社の設計者にアンケート調査をして、これを基に、Ｄ社で改めてユニバーサルデ

ザインについて整理した。 
 
包装機械は受注生産が主体で、ユーザーよりユニバーサルデザインに配慮した要求はこれま

でになく、統一した社内ユニバーサルデザイン規格と称するものはなかった。そこで、日頃の

ユニバーサルデザインへの対応状況を調べるためにＤ社の設計者にアンケート調査をした。

（参考資料１のメーカーへのアンケート票） 
 このアンケート結果をまとめると、半数以上の設計者がユニバーサルデザインを意識したこ

とがある、約１/３がユニバーサルデザインを意識したことがない、数名がユニバーサルデザイ
ンがわからないとの結果であった。 
しかし、アンケートの詳細項目の内容は、大多数の事例が、操作性、安全性、メンテナンス
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性、衛生や清掃に配慮した内容で、本来のユニバーサルデザイン（バリアフリーの観点）とは

意味合いが異なるとの意見も出た。 
昨今、機械の安全性が厳しく問われ、国内、海外のＰＬ対応、ＣＥマーキングなどへの対応

もメーカーの責任として果たすのが当たり前となった。機械を作る側の役割として、安全で操

作の簡単な機械を作ることが理想だが、包装機械（産業機械）は、誤った使い方をすると危険

が発生する箇所が少なからずある。その様な状況なので、機械自体のハード的なデザインの他

に、機械の使用者へのソフト的な安全教育、マニュアルの充実、オペレーター教育の実施など

を安全性の要求のために重視している。これは基本的に包装機械の特性や危険項目を理解した

オペレーター、保守員などが包装機械を取り扱うという考え方である。この点を考えると、「誰

でも扱える・・・」とのユニバーサルデザインの考え方から少し外れると思われ、ユニバーサ

ルデザイン対応に対する考え方に設計者は混乱した。 
 今回、包装機械のユニバーサルデザインの調査研究委員会では、「直感的に判り易い操作性が

ユニバーサルデザインに通じる」、「ユニバーサルデザインの内容はメーカーが自主的に宣言し

ている例が多い」、「業界で統一したユニバーサルデザイン規格を目指すのが適切」との指摘が

専門家からあり、調査研究委員会は図２－２「日本包装機械工業会設計基準の 7要素」をベー
スにすることとした。 
この中の要素で「わかりやすい表示と明確な指示」の具体的な例では、工作機械や配管バル

ブに見るハンドルの回転方向なども広く統一され認知されており包装機械のユニバーサルデザ

インに引用できる項目として取り上げられた。 
 
４－４－１ 実施例（Ｄ社） 
ユニバーサルデザインに対する社内規格はないが、一部の機種は、推奨基準として統一して

いる。以下それについて記す。 
 
（１）ハンドルの回転方向 

①右回り→閉まる、左回り→開く 
②右回り→上がる、左回り→下がる（上から見て） 

  ③右回り→手前に動く、左回り→奥側に動く 
④右回り→進む、左回り→遅れる（向かって右流れの場合） 

（２）画面の色 
①異常警告画面は赤色とする 

（３）機械操作面に向かって左から右流れを標準とする。 
①搬送の高さは８００mm とする 

（４）エアー、真空、冷却水などのホースを色分けする。 
  ①元エアー⇒黒色 
  ②ノーマルエアー⇒緑色 
  ③ＯＮエアー⇒黄色 
  ④排気エアー⇒オレンジ色 
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⑤真空エアー⇒赤色 
⑥冷却水⇒水色 
⑦ガス⇒白色 

（５）操作スイッチ 
 ①起動スイッチは１箇所で長押しスタートとする。 
②頻度の多いスイッチは機械的なスイッチとする。 

  ③起動スイッチは緑色 
  ④停止スイッチは赤色 
  ⑤非常停止スイッチは赤色でロック式 
 ⑥リセットスイッチは黄色 

 
（６）表示方法（アイコン）の標準化 
操作画面のアイコン化事例は、受注生産の作業の中で、機械機能を完成させる部分が主体と

なり、画面のデザインへ手を回す余裕が無い。ある程度統一され普及されたアイコンでないと

ユーザーの理解が得られない、限られた面積に表現するのは難しい、名称で表示した方が説明

し易いなどの理由で、アイコンの普及は少ない結果となっていた。 
最近普及しているタッチ画面では、「ボタン数を多くすると画面が複雑で判り難い」、「大きい

ボタンにすると画面数が増え操作性が悪くなる」との相反する条件がある。画面デザインにつ

いても一考する余地があると認識している。 
 スイッチを名称で表示した場合には、漢字とアルファベットでは、アルファベットの方は字

数が圧倒的に多くなり、スイッチの枠に読み易い大きさで表示するのが漢字に比べ不利である。 
漢字の由来は、形状の表現を簡素にした歴史があり、ある意味アイコンと同じ考えである。 
包装機械の使用者がバイリンガル化した場合には、単一の言語で表示したのでは、対応する

作業員の国籍が限定されてしまう。ユニバーサルデザインが提唱する「誰でも扱える・・・」

では漢字の読めない子供や目の悪い人が包装機械を取り扱うことは無いにしても、労働者不足

で、国内において日本語の読めない外国の作業員が包装機械を操作する事例が増えるとも考え

られる。この点において、画面デザインやアイコンのユニバーサルデザイン化は効果が期待で

きるかもしれない。 
 アイコンの普及については、各社で独自アイコンを設けるよりも、包装機械のオペレーター、

保守員の一般的な認識を得るために、統一したデザインを決めて普及した方が適切と考える。

ＡＶ機器の様な三角のマーク、自動車のライトやワイパーマークの様に普及すれば理想のマー

クだと思う。  
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４－５ 安全な機械への取り組み 

次に示すのは、包装機械を開発する際、「安全性」「操作性」「メンテナンス性」等、機械を使

う人を考慮した設計をしている企業の例である。しかし、「ユニバーサルデザイン」という言葉

を意識した取り組みにはなっていない。そこで、「誰でも安心して使用できる安全な機械」とい

う観点から、包装機械工業会の「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）に照らして現状

を紹介する。 
 
４－５－１ 実施例（Ｅ社） 
 
（１）安全基準の設定（安全・安心の重視） 

①カバーにスイッチをつけ、開けたら機械が止まる。 
②各種検知及びシフト動作により、不良品を流さない。 

（２）操作基準の設定（簡単な操作と自動化） 
①操作盤のハードスイッチは、通常運転操作に必要なスイッチのみとし、スイッチの数を

減らして解りやすくしている。（その他のスイッチはタッチパネル内に配置） 
②サイズチェンジを自動で行える。 
③設定をデジタル化し、切替えを容易にしている。 

（３）表示基準の設定（わかりやすい表示と明確な指示） 
①ツールバーを配置し、画面構成をわかり易く。（図４－１参照） 
②トラブル発生時に、発生箇所及び対応方法についてタッチパネルに表示する。 
③品種切替え手順をタッチパネルに表示する。 

（４）動作基準の設定（楽な動作の追求） 
①タッチパネル内のスイッチは指の大きさを考慮して大きく。（図４－２参照） 
②工具無しで型を交換できる。 
③交換型の重さを基本的に１０kg 以内とする。 

（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 
①製品の流れ面の高さは９００mm を基本としている。 

（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 
①清掃を容易にするため表面にボルトを出さない。 

（７）オペレーター条件の設定（オペレーターの条件） 
①パスワードによる操作レベルの階層分けをしている。 
②操作スイッチの高さは女性を考慮し１，０００～１，３００mm としている。 



83

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 タッチパネルツールバー 
図４－１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

タッチパネル操作スイッチ 
図４－２  
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４－５－２ 実施例（Ｆ社） 

 
（１）安全基準の設定（安全・安心の重視） 

①タッチパネルを採用し、各画面に「ヘルプ」を設ける事で、取扱説明書を見なくてもよ

いようにしている。 
②｢包装・荷造機械の安全基準－２００４｣、「包装・荷造機械の衛生基準－１９９９」に準

ずるよう努めている。 
③機械全面を安全カバーで覆い、開放時には、各部とも動作しない。暴走も考慮し、サー

ボモーターもＯＦＦにしている。 
④出来る限りフェールセーフ概念で設計している。 
⑤基本的に誤操作では、動作しない。 
⑥機械全面を安全カバーで覆っているが、内部は清掃性を考慮し、危険部位以外の稼動部

は、カバーレスにしている。 
⑦オペレーションで触る範囲には、部品の角は丸め加工をしている。 
⑧右利き基準で設計している。 
 

（２）操作基準の設定（簡単な操作と自動化） 
①タッチパネルを採用し、各機種にわたり画面フォーマットを共通化している。 
②製品ナンバーごとに各動作データがメモリーされており、それを選択すれば、起動/停止
の作業だけで簡単に行なえる。 

③基本的な操作は、トップ画面だけで出来るようになっている。また、ショートカットス

イッチもあり、ワンプッシュで必要な画面に行けるようにもしている。 
④各機種にわたり画面フォーマットを共通化し、スイッチ名や、単位、項目名なども合わ

せ標準化しているので、慣れれば他機種も操作できるようになる。 
⑤運転状態メッセージや、警報メッセージを充実させる事で、オペレーターが状態をつか

みやすくしている。 
⑥新製品登録時に、必要データのインプットだけで、全動作が自動演算される。 
⑦製品サイズチェンジに、自動アジャストを採用している。 
 

（３）表示基準の設定（わかりやすい表示と明確な指示） 
①タッチパネルを採用し、各画面に「ヘルプ」を設ける事で、取扱説明書を見なくてもよ

いようにしている。 
②各機種にわたり画面フォーマットを共通化し、スイッチ名や、単位、項目名なども合わ

せ、標準化している。また、より解り易くするよう、アイコンも採用している。 
③必要データのインプット時に対話式入力を採用している。また、範囲外は設定できない

ようにガードがかけられている。 
④警報や、メッセージは、重要度に応じてページ設定している。 
⑤誤操作時には、メッセージや、ブザー音で、オペレーターに注意を促している。 
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⑥スイッチには、わかり易くするようにアイコンを併用している 
⑦文字サイズは標準化されており、見間違えないよう大き目なサイズにしている。また、

画面コントラストも調整できるようにしている。 
⑧カラータッチパネルを採用している。 

 
（４）動作基準の設定（楽な動作の追求） 

①操作盤位置、包装資材補充高さ、製品搬送ラインは、出来る限り人間工学を考慮して、

設計している。 
②包装資材補充時のサポート装置を装備したり、交換部品の軽量化などに努めている。 
③間欠動作部には、加速度を考慮して設計している。 
④操作盤の位置は、人間工学を考慮し設計している。 
⑤スイッチの形や文字サイズは標準化されており、見間違えないよう大き目なサイズにし

いている。 
⑥(社)日本包装機械工業会から購入している警告シールを使用している。 

 
（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 

①機械内部に配置され、操作が必要な物などは、手前に引き出せるよう工夫している。 
②製品搬送ラインから上は、基本的にシースルーカバーを採用し、機械高さを低く感じさ

せるようデザインしている。 
③操作盤は首振り機構を採用したり、製品搬送はユーザー要望に応じたラインとしている。 
④機械構成が、できるだけシンプルになるようにしている。 
⑤取扱説明書に、機械カバー開放状態の寸法を記載している。 
⑥スペースと、生産効率を考えた、総合ラインを提案をしている。 
⑦取扱説明書に、機械設置スペースを記載している。 

 
（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 

①メンテナンスフリーを目標に設計している。 
②サーボモーターを多く使用する事でメカ駆動を無くし、機械構成をシンプルにしている。 
③清掃が必要な部分は、簡単に部品が外せるような工夫をしている。 
④メンテナンスでアプローチが難しい部分などは、ユニットで外せるような工夫をしてい

る。 
⑤取扱説明書に、メンテナンススペースを確保するよう記載している。 

 
（７）オペレーター条件の設定（オペレーターの条件） 

①基本的に健常者基準としている。 
②オペレーターに合わせ、機械改造も受注対応している。 
③機械にカテゴリー設定があり、オペレーターの触れる画面に領域がある。 
④オペレーター用に、簡易的な取扱説明書を用意している。 
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⑤毎日の清掃と、定期的な点検の指導を行なっている。 
⑥消耗部品の交換は、できるだけ簡単に行なえるように努めている。 
⑦オペレーターは、女性を基準としている。 
⑧ユーザーごとに、定期的な講習会を行なっている。 

 
４－５－３ 実施例（Ｇ社） 

 
（１）安全基準の設定（安心・安全の重視） 

①包装機械工業会の「包装・荷造機械の安全基準－２００４」に基づく安全基準を遵守す 
る。 

 
（２）操作基準の設定（簡単な操作と自働化） 

①容易なサイズチェンジとして、部品の軽量化を図っている。 
②多品種に対する復元性としてサーボモーターを使用した自動化とポジションインジケ

ーターによる数値の管理、フィルムラッパー、フィルムカット長、送り位置を自動設定

できる。 
 
（３）表示基準の設定（わかり易い表示と明確な指示） 
  ①表示画面（タッチパネル）を大型化している。 
  ②機械のイメージ図を表示して見易さの向上に努めている。 
  ③画面表示や画面の構成を社内で標準化している。 
 
（４）動作基準の設定（楽な動作の追及） 
 ①バルコニー型の構造に機械を構成して、機械への接近性を向上させている。 
 ②女性社員による作業性を確認し、改善提案を推奨している。 
 ③包材供給が容易に出来るようにしている。 

 
（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 
  ①特別にはない。 
 
（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 
 ①バルコニー型の構造に機械を構成して、機械への接近性を向上させている。また、これ

に伴い清掃も容易となる。 
 
（７）オペレーター基準の設定（オペレーターの条件） 
 ①重要構成データの変更は制限している。ＩＤパスワード入力によって重要な構成データ

変更が可能となる。 
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４－５－４ 実施例（Ｈ社） 

 
（１）安全基準の設定（安全・安心の重視） 

①タッチパネルの画面上に「ＨＥＬＰ」キーを設け、入力データの説明が出来るようにし

ている。 
②数値入力の場合、設定可能範囲外は入力できないようにしている。また、表示するよう 
にしてある。 

③登録されていない品種データを読みだして、数値が範囲外のときはあらかじめ設定され

ている値が自動的に選ばれるようにしている。 
④リモート操作ボックスは脱着式にしてあり、使う場合は主操作パネルから操作出来ない

ようにしている。 
⑤安全扉を開けるための許可スイッチは一度扉を開けたら許可が無効になるようにして

いる。 
 
（２）操作基準の設定（簡単な操作と自働化） 

①タッチパネルでデータ入力をしておけば運転/停止は専用のスイッチで簡単に操作でき
る。 

②タッチパネル画面でもよく使用する手動操作等はひとまとめにしてわかり易いように

している。 
③複数台あるポンプの選択は個別の選択スイッチの他に主スイッチを設けてある。 
④パラメーターの入力は入力後、確認表示が出て、再タッチしないと入力できない。 

 
（３）表示基準の設定（わかりやすい表示と明確な指示） 

①機種によっては操作パネルを頻繁に使うキーと手動等のキーに分けて表示し、わかりや

すくしている。 
②タッチパネルの設定データが範囲外だった場合、それを示すメッセージを出力する。ま

た、設定範囲も表示される。 
 
（４）動作基準の設定（楽な動作の追及） 

①低い位置にある操作パネルは斜めに向けて見やすさと操作し易さを考慮している。 
②包材の取り付けが容易になるように包材軸を下げている。 
③機種によっては重い包材は両持ちになっているが片側は脱着が出来、包材取り付けが容

易に出来る。 
④カット位置の調整等主操作盤で行うものも、手元操作盤を自由に引き回してマグネット

で固定できる。 
⑤包材幅の違う包材も楽にセット出来るようにセンター基準で固定できるようにしてい

る。 
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（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 
①本体上部にある供給装置等は主操作盤のすぐ近くにまとめて配置し、見やすくて操作し

やすいようにしている。 
②取扱説明書に機械の据え付け寸法図を明示してある、また、扉を開けた状態を示してい

る。 
③ある機種の全面扉は角を面取りして圧迫感を少なくしている。 
④狭い設置場所で扉が開かない時はアコーデオン扉にしている。 

 
（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 

①ある機種では品種替えする時に部品類をワンタッチで交換できるようにしている。 
②ある機種では単包、２連包、３連包の排出装置はギヤのセットをワンタッチで交換でき

るようにしている。 
③タッチパネルで選択するだけでカウンターや動作など簡単に切り替えできるようにし

ている。 
④集塵パイプ等の固定はパイプハンガーを使い、工具レスでワンタッチで脱着出来るよう

にしている。 
 
（７）オペレーター条件の設定（オペレーターの条件） 

①ユーザーのオペレーター教育を希望で年２回行っている。 
②パートタイマーの女性が機械を使うことを考えて設計している。 また、掃除時の安全
性を考えたり、包材もかけやすくする。 

③タッチパネルにパスワードを設定しオペレーターが触れることを規定している。 
④基本動作を取扱説明書に記している。 

 
 
 
４－６ 操作画面中心の実施例  

 ここでは主に操作画面を中心にした現状調査を報告する。 

 
４－６－１ 実施例（Ｉ社） 
 
（１）安全基準の設定（安全・安心の重視） 

①ガイダンスを表示するとともに、操作してほしいボタンを点滅させて誘導する。 
 （図４－３） 

 
 
 
 



89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 画面例 
図４－３ 

 
②パスワードを知らないと操作できない画面を設けている。 
③基本的には、画面内のスイッチで動作はしない。ハードボタンで動作する。 
④ＨＥＬＰ画面を用意している。 
⑤ＴＯＰ画面を表示するボタンは全画面、同じ位置に配置している。（図４－４） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

画面例 
図４－４  

 
 

メニューウィンドウ表

サンプルＡ

サンプルＡ 
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（２）操作基準の設定（簡単な操作と自動化） 
①目的の操作ボタン以外は反応しない。（目的となるボタンは点滅し、操作を誘導してい

る） 
②既定値はボタン一つでも入力できるようにしている。例）日付、寸法値 
③階層をふやさないために、タブ方式を用いている。 

 
（３）表示基準の設定（わかりやすい表示と明確な指示） 

①対話式の入力でひとつ一つ操作を確認しながら進める。（図４－５） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 画面例 
図４－５ 

②正しい入力がされないと次に進めない。 
③文字とアイコンを併記して直感的に操作ができるようにしている。 
④機械の全体図を画面に取り込み、指示位置をわかりやすく表現している。 
⑤「左右」「手前・奥」の表現をもちいるときは、基準位置を明確にしている。 

 
（４）動作基準の設定（楽な動作の追及） 

①画面とハードボタンを近い位置に配置した。 
②画面切替ボタンの位置を共通にした。 

 
（５）寸法基準の設定（使いやすい寸法と設置空間） 

①画面の角度が自由に変えられる。 
②オペレーターの近くに画面を配置した。 

 
（６）メンテナンス基準の設定（イージーメンテナンスの追求） 

①モーターの回転・センサーの動作を画面で確認できるようにしている。 
②メンテナンスに必要な冶具が機械に備わっている。格納されている。 
③機械がメンテナンス用のモードに切替わる。 
④安全を確保する。 
⑤ガイド交換がし易いように、位置が動く、動かせる。 

 

サンプルＡ
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（７）オペレーター条件の設定（オペレーターの条件） 
①ガイダンスに従うことで、基本運転は行える。 
②ガイダンスに従うことで、部品の交換を含めた段取り替えが行える。 
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第５章 表示方法(アイコン)の現状と標準化 
この章では、包装機械産業のユニバーサルデザインとして、今後取り組むべき具体的な課題

として、各社で包装機械に使用しているディスプレイ装置のアイコンについて取り上げた。 

 

５－１ 各社のアイコン事例 

 調査研究委員が各社で使用しているアイコンの現状を調査した。 
 
５－１－１ Ａ社の事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ａ社のアイコン事例 
図５－１ 

 
 

大項目 内容 アイコン 大項目 内容 アイコン 大項目 内容 アイコン 大項目 内容 アイコン

予約設定 計測 能力 ヘム

予約呼び出し チューブ シール時間設定 ガセット

機物設定 ワンバッグ しごき長 グリッパー

写真 ワンタイム 袋幅設定
ジョーキャッチ
(ForVSU)

Yes Run/Lace しごき間隔 汎用出力

OK テスト シール圧 汎用出力
NO
キャンセル 運転開始 温度設定 汎用出力

戻る 運転停止 ﾚｼ゙ﾏー ｸセンサー 汎用出力

ホーム画面へ移動 電源ON シェーカー 汎用出力

予約コピー 電源OFF シャッター 金検

CFからデータ復帰 ナイフ テンション設定
クーポンインサー
ター

CFへ保存 ポーカー トラッキング ワンガス
マスターデータ復
帰 エアージェット

エアージェット間欠
吹き ジョージャム

マスターデータ保
存 印字機 ミシン目 フィルムエンド

削除 クリア ジョグ 継ぎ目検知 印刷面
設定値を増やす
右方向へ移動 プロダクトセンサー ホールパンチ 単位設定
設定値を減らす
左方向へ移動 金検テストプローブ バナー 間欠動作
設定値を増やす
上方向へ移動 ジョーブレーキ オートスプライサ
設定値を減らす
下方向へ移動 バルブ ガス充填

データ入力 全排出 バーコード

データ印刷停止
排出要求
排出タイミング調整 テープタブ

データ印刷開始
計量機停止
ホッパ停止 VSU

設定系
予約
設定

一般
データ
コピー

設定系
予約
設定

設定系
機械
設定

連動系

設定 or
テスト
駆動系

駆動系一般

一般
確認画
面
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５－１－２ Ｂ社の事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ｂ社のアイコン事例 
図５－２ 
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５－１－３ Ｃ社の事例 
 
メインは文字による表示であるが一部分では下記のアイコンを使用している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

セレクタースイッチ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   増減設定         温度設定画面を開く 
 
 
 
 
 
 

数字入力 
 
 
 

移動方向指定 
 

 Ｃ社のアイコン事例 
図５－３ 

 
 
 

切 入
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５－１－４ Ｄ社の事例 
Ｄ社で各機種 共通に使用している、代表的なアイコン付きスイッチを、下記に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ｄ社のアイコン事例 

図５－４ 
 
 
 
 

クリア 

ゴミ箱 

３Ｄ表示 

ヘルプ 

トップ画面へ戻る 

前ページへ戻る 

目次画面へ 

温度調整画面へ 

自動位置調整画面へ 

ページを閉じる 
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５－１－５ Ｅ社の事例 
 
（１）画面表示 

①画面（メニュー）の用途を 3つに分類。 
・セットアップ 
・メンテナンス 
・インフォメーション 
②画面上・下エリアは全画面共通。 
③左側のメニューボタンを選択することで、分類されたウィンドウが表示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＴＯＰ画面 

図５－５ 

 

 

メニューウィンドウ表示 

サンプル A 
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④ボタンのランプを点滅させて、次に操作するボタンを知らせる。 

 

 

「紙繰出ボタンを押してください」 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 操作ボタン 

図５－６ 

 

  ⑤ガイダンスエリアには、次の操作を誘導する内容を表示。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイダンス 

図５－６ 

 

 
サンプル A 

 
サンプル A 
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（２）アイコン表示 
・画面切替ボタンにはイメージアイコンを採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－７ 

 全機種で使用するアイコン 

 

 

 

 

製品データ編集

製品データ登録

製品選択

原点設定

システム設定

手動操作

I/O I/Oモニタ

オプション設定

製品情報

生産情報

異常履歴

異常内容

メモ

アイコン ボタン名

タイマー設定

排除設定

排出個数設定

テープカウント

胴巻絞り設定

折ガイド交換

温度設定

タイミング設定

寸法微調整

回転数

アイコン ボタン名
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（３）ユーザーインターフェース用語 
表５－１ 

 使用している用語の抜粋 

 

用語 
標準／

個別 
解説 分類 

ＴＯＰ 標準 運転準備画面  
Setup 標準 メニューボタンには「S」と表示 セットアップ 
Maintenance 標準 メニューボタンには「M」と表示 メンテナンス 
Infomation 標準 メニューボタンには「ｉ 」と表示 インフォメーション 
製品選択 標準 製品リストを表示して製品切替を行う画面 セットアップ 
製品情報 標準 製品データの内容を表示する画面 インフォメーション 
生産状況 標準 生産個数などを表示する画面 インフォメーション 
停止内容 標準 現在停止している要因（内容）を表示する画面 インフォメーション 
異常履歴 標準 異常の履歴一覧を表示する画面 インフォメーション 
メモ 標準 メモを入力・表示する画面 インフォメーション 
製品データ編集 標準 製品データを編集する画面 セットアップ 
製品データ新規登録 標準 製品データを新規登録する画面 セットアップ 
I/Oモニタ 標準 PLCの IN/OUTを表示する画面 メンテナンス 
手動操作 標準 手動運転を行なう画面 メンテナンス 
原点操作 個別 原点の設定を行なう画面 メンテナンス 
OPTION 個別 オプション（個別設定）を選択する画面 メンテナンス 
SYSTEM 標準 データの全消去などを行う画面 メンテナンス 
タイミング設定 個別 タイミング設定を行なう画面 セットアップ 
タイマー設定 個別 タイマーの設定を行う画面 セットアップ 
温度設定 個別 温度設定を行なう画面 セットアップ 
サイズ調整 個別 サイズの設定を行なう画面 セットアップ 
排出個数設定 個別 何個ごとに排出するかを設定する画面 セットアップ 
テープカウント 個別 テープの残数を表示・クリアする画面 セットアップ 
胴巻絞り設定 個別 絞りのタイミングなどを設定する画面 セットアップ 
折ガイド交換 個別 交換作業を行うための画面 セットアップ 
生産運転 標準 通常運転のモード  
初期合せ 標準 定位置に移動させる  
最終包装 個別 製品包装後、次の紙を繰出さない  
回転数 標準 回転数を表示  
生産数 標準 生産数を表示  
見る 標準 TOP画面のタブ名（製品サイズの確認など）  
調べる 標準 TOP画面のタブ名（異常履歴など）  
動かす 標準 TOP画面のタブ名（動作ボタンなど）  
０ 標準 数値をクリアリセット（長押しの場合は砂時計

のアイコンを表示） 
 

運転 標準 機械を運転させるハードボタン  
停止 標準 機械を停止させるハードボタン  
非常停止 標準 機械を非常停止させるハードボタン  
リセット 標準 異常リセットなど状態をリセットさせる(画面

ボタン） 
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５－２ 表示方法の統一化へ向けての提案 

 各社の制御部で使用している表示方法のアイコンを中心にしたキー表示の内容を前の５－１

章で取り上げた。調査、掲載の目的は日本の包装機械の制御表示の標準化、その前提となるア

イコンの標準化の可能性を検討することである。 

 機械の自動化が進みオペレーターは直接の機械操作よりも制御盤、制御画面での操作が多く

なってきた。また、既に紹介したようにコンピュータの操作方法として「グラフィカル・ユー

ザー・インターフェイス（ＧＵＩ）」の検討が進んできた。 

 コンピュータの操作方法は大手のコンピュータメーカーにより開発されて、直感的で簡単な

グラフィカル・ユーザー・インターフェイスの考え方が加速度的に進化している。この様な考

え方を機械操作、制御方法に応用し採用する事はユニバーサルデザインの視点からも非常に有

用な事である。この事を基本に包装機械のアイコン標準化の第一歩として取り上げた。 

 アイコン（icon）とは物事を絵で簡単にあらわそうとするもので同様の用語にピクトグラム

（Pictogram）がある。ピクトグラムとは、一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、何らか

の情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の一つである。この２つを同意語的

に今回は「アイコン」と表示した。  

 アイコンは文字と違い、オペレーターの直感的な理解を期待する。直感的に情報を理解させ

る事が条件である。アイコンはオペレーターが最も短時間に間違いの無い作業、間違いの無い

動作ができるための伝達方法である。 

 

（１） アイコン採用の考え方 

 多くの規格にレベルがある様にアイコンにも多くのレベルがある。 

  ① 世界の基準：ＩＳＯ規格、ＩＥＣ規格等 

② 日本の基準：ＪＩＳ（消費者用警告図記号：ＪＩＳ Ｓ０１０１）等 

③ 業界の基準：業界団体規格（事務機械に関する絵文字表示ＪＢＭＳ１２－７５）等 

 （注記：業界基準の「事務機械に関する絵文字表示ＪＢＭＳ１２－７５」 は１９８１年

に「複写機の絵文字表示：ＪＩＳ Ｂ ０１３９」としてＪＩＳ 化された。） 

  ④ 企業の基準：各社のユニバーサルデザイン表示マーク（アイコン）等 

  ⑤ 製品の基準：各社の製品の性能表示マーク（アイコン）等 

 アイコンを考え、定める場合には上記の様なレベルを充分考慮する事が重要である。今回、

アイコンを制作し制御キー(操作キー)のイメージを決めるためには次の点が重要なポイントと

なった。 

 

（２）アイコンの採用基準として考え 

既にある転用可能な世界の規格、日本の規格、業界（他業界も含む）の基準のアイコンは積

極的に採用する。既に認知されているアイコンは直感的な認識力を持っている。 

 包装機械として独自の内容の制御キー(操作キー)にはオリジナルなアイコンを提案、作成して

包装機械業界で標準的アイコンを作成する場合の参考になる事を目標とする。 

アイコンを採用した制御キー(操作キー)の表示は日本包装機械工業会としては基準とせず当
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面は個々の企業の選択を優先する。 

 

（３）各種の伝達方法 

キー表示による作業、動作の伝達方法には以下の様な色々な方法がある。 

①作業、動作内容を文字で伝える。 

②作業、動作内容を言葉（音声）で伝える。 

③作業、動作内容を具象化した絵（絵文字）で伝える。 

 ④作業、動作内容を抽象化した絵（絵文字）で伝える。 

  ⑤作業、動作内容を具象化した絵（絵文字）に説明文字を併用して伝える。 

 ⑥作業、動作内容を抽象化した絵（絵文字）に説明文字を併用して伝える。 

 ⑦作業、動作内容を抽象化した記号で伝える。 

 ⑧作業、動作内容を抽象化した記号に説明文字を併用して伝える。 

 

（４）伝達方法として今回の提案 

  ①共通的な基本作業・動作は上記の⑥、⑧の抽象化した絵（絵文字）や抽象化した記号に

説明文字を併用して伝えるのが良い。 

②基本作業・動作の中で、より詳細に包装機械としての独自な作業、動作は⑤の具象化し

た絵（絵文字）に説明文字を併用して伝える。 

③新しい操作、特殊な操作は具体的な、具象化した絵（絵文字）の開発が必要である。 

 

 今回提案の日本包装機械工業会アイコン標準（案）としての基本作業、動作用のアイコン及

び制御キー(操作キー)の表示は使用を強要するものではない。企業には企業で決めた表示シス

テムがあり、使用者に認知されている場合も多い。しかし、これから自社の表示システムをベ

ースに変更、修正が必要なアイコン及びキー表示が発生した企業の場合や、新たにアイコンの

採用を検討する企業は、今回提案のアイコン及びキー表示（案）を採用する事が包装機械業界

の標準アイコンの確立に役立つ。これから、アイコンの標準化の検討には多くの企業の参加に

よる検討会と決定案の合意が必要である。 

 次ページに「日本包装機械工業会の包装機械：標準アイコン・標準キー表示の検討」（案）を

掲載する。 
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 包装機械：標準アイコン・標準キー表示（案） 

図５－８ 

 

上記の「包装機械：標準アイコン・標準キー表示検討」（案）の一覧表は包装機械業界の各企業

がアイコン、キー表示を行う場合に使用可能なサンプルである。キー表示の英字部分は使用国

の文字への変更も考慮する必要がある。 
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（５）色彩について 
 今回の提案では色彩に関する条件、指示を除いているが基本的にはアイコン及びキー表示は

無彩色（白・グレー・黒）での使用と彩色（着色）での使用の両方を考えておく必要がある。 

 彩色（着色）での基本は危険サイドの行為には赤系（～オレンジ）の色、安全サイドの行為

にはグリーン系（～ブルー）の色、中間的な行為にはグレー系（無彩色）が望ましい。ただし、

中間的な行為に企業の独自の色をつける場合もあるが、その場合でも危険サイドの行為には赤

系（～オレンジ）の色、安全サイドの行為にはグリーン系（～ブルー）の色を守っておく事が

重要である。 

 

（６）参考規格について 

アイコンやキー表示の検討を行う場合は「消費者用警告図記号：ＪＩＳ Ｓ０１０１」は必ず

参考にし、指針にする事は不可欠である。さらに、ＪＩＳ規格（消費者用警告図記号：ＪＩＳ Ｓ

０１０１）や業界の規格（複写機の絵文字表示：ＪＩＳ Ｂ０１３９）等の考え方を理解し参考

にする事が望ましい。 
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６章 まとめ 
 ここでは包装機械のユニバーサルデザインについて色々と活動してきた結果をまとめた。 
 
６－１ 活動した内容 
今回調査した結果の内容は以下のようである。 

 

（１）ユニバーサルデザインのコンセプト 

ユニバーサルデザインについて、その基本コンセプト、歴史的経緯、デザインに関する思

想の変化を紹介した。そして、ユニバーサルデザインとして、人間工学、安全性、操作性、

人間の動作、使いやすさ、寸法基準、操作・表示・動作基準などを検討する必要があること

を示した。さらに包装機械産業におけるユニバーサルデザインの７つの基準（案）について

とりまとめた。 

 

（２）包装機械のユニバーサルデザインに関するアンケート調査 

包装機械のユニバーサルデザインに関するアンケートを行ってその結果をまとめた。包

装・荷造機械のメーカーとユーザーに、アンケート調査票を配布して、そのユニバーサルデ

ザインに関する考え方、現状などの情報を収集した。アンケート結果は、多くの企業では関

心が高いことがわかったが、実際にはユニバーサルデザインとして検討すべきことがらが、

それぞれの設計者の常識的な基準のレベルに留まっている場合がほとんどであることも判

明した。 

 

（３）現在の取り組み事例 

包装機械のユニバーサルデザインに関連することがらについて、各委員が包装機械のメー

カーで行なわれている試みについて「日本包装機械工業会のユニバーサルデザインの７基

準」（案）をベースに報告した。 
「包装機械のユニバーサルデザインの７基準」（案）を基に調査をしたら、既に実施され

ていることも多くあることも明らかになった。また企業としてユニバーサルデザインという

ことを意識的に設計のなかへ取り込むことを行っていない例も多くあった、しかし、意識的

に実施しなくても設計上の配慮として当然行っている場合が多く、考え方はユニバーサルデ

ザインに非常に近いものであった。 
 

（４）表示方法の共通化 

包装機械のユニバーサルデザインの一つの事例として、いくつかの企業におけるディスプ

レイ装置におけるアイコンを検討した。多くのアイコンを準備して、各種機械に統一された

アイコンを適用している例があった。またアイコンとして絵文字だけを使用するのではなく、

必ず文字を併記して絵と文字で意味を明確に伝えるようにしている例があった。 

このように各企業は独自の表示方法を用いているが、これを包装機械業界として共通化す

る可能性を検討した。 
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６－２ 今後の方向 
包装機械におけるユニバーサルデザインを進展させるために、今後の方向として以下の各項

が考えられる。 
 

（１）包装機械のユニバーサルデザインの７つの基準の浸透 
 ここで紹介した「日本包装機械工業会設計基準の７要素」（案）について、さらにこれを

掘り下げて実際に即したものにしてゆき、同時に多くの包装機械産業に携わる人にその意義

を理解してもらい、設計のなかへ浸透させてゆくことが重要である。 
 
（２）既存の安全・衛生基準との関係 
 すでに、当工業会で作成した「包装機械の安全基準－２００４」と「包装・荷造機械の衛

生基準－１９９９」があり、実際の包装機械の設計の場で設計者が利用している。これらの

既存の基準との関係を整理して、包装機械のユニバーサルデザインの基準を、これらの既存

の基準の中に浸透させてゆくことも考えられる。 
 
（３）表示方法のユニバーサルデザインの基準の作成 
 包装機械のユニバーサルデザインの実際の推進方法として、具体的に共通的な基準が作成

できれば、ユニバーサルデザインの意義が理解されやすく浸透するのに有効である。 
その一つの例として、本報告書ではアイコンの共通化を検討した。この共通化したアイコ

ンの案を実際の設計者が検討して、よいものに練り上げてゆき広く利用されれば、ユニバー

サルデザインの具体的な一歩として有効と考えられる。さらに、今後ともこのほかにも包装

機械のユニバーサルデザインの事例を探し出して具体的な形でその有効性を示してゆく活

動が必要と思われる。 
 
（４）ユニバーサルデザインに関する教育 
  現在、当工業会で開催している包装学校では、デザインに関する講座があり、この分野に

関する一般的な知識の紹介を行っており、ここでもユニバーサルデザインに関する内容が紹

介されている。しかし、包装学校は包装分野に関する若い人たちの知識の習得の場であり、

企業においてすでに包装機械の設計に従事している設計者にはユニバーサルデザインに関

する知識が伝わりにくいと感じられる。包装機械の設計者のためにユニバーサルデザインに

ついての教育の場ができることが望ましいと思われる。 
 

以上のように、本報告書は、包装機械のユニバーサルデザインについて、その基本的な考え

方を紹介し、さらにアンケート調査によって包装機械のユニバーサルデザインに関する意識を

調査分析し、各企業における関連した事例を示し、アイコンなどの表示法について共通化の可

能性をまとめ、今後の進め方についての提言をまとめたものである。 

包装・荷造機械産業に関与する人々が、包装機械のユニバーサルデザインを推進するために、

本報告書が役立つことを希望している。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

資       料 
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参考資料１ メーカーへのアンケート票 

会員企業に対して調査依頼をしたアンケート票を掲載する。 

 

 

会員各位 

2008 年 11 月 4 日 

包装機械のＵＤ調査研究委員会 

委員長 槌屋治紀 

（公印省略） 

 

包装機械のユニバーサルデザイン（ＵＤ）に関するアンケート調査のお願い 

 

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、人間が道具を使いはじめた時から、様々な道具が創られてきました。より使いやすい

道具が発見され、開発され、生産されてきました。道具を使うのは人間で、作るのも人間です。

作り手（設計者、デザイナー）は常に使い手と道具の関係を考えて道具を創ってきました。こ

の考え方が進み、作り手が使い手のことを理論的に、総合的に考え始めたのが「人間工学」で

す。 

人間工学は人間が何らかの仕事をするとき、その仕事に対し、その人が安全で効率よく、快適

な作業ができる道具や環境を創りだす学問として定義して研究され発展してきました。しかし、

皮肉にも第二次世界大戦時に、各種の兵器や航空機の操作系の分り易さや操作ミスの防止から

急速に研究が進みました。その後、人間工学の考え方は家庭用品、オフィス等の事務用品や産

業機械などほとんどの製品へと検討範囲が広がりました。 

福祉国家を目指す北欧の諸国では高齢化社会の到来を予測し、高齢者や心身に障害があった人

も「普通の生活」ができる「ノーマライゼーション」が提唱されました。そして、1980 年のＷ

ＴＯ（世界保健機構）の国際障害者年を契機に、バリアフリーの考え方、運動が進められまし

た。バリアフリーとは、障害者や高齢者の生活や活動に不便な障害（バリア）を取り除き、健

常者と同じ生活や活動が出来ることを目標としています。 

その後、1990 年 ノース・カロライナ州立大学のロナルド（ロン）・メイス氏がユニバーサルデ

ザインを「特別な改造や特殊な設計をせずに、すべての人が、可能な限り最大限まで利用でき

るように配慮された、製品や環境のデザイン」と定義し、ユニバーサルデザイン７つの原則･

デザイン、設計の指針を提唱しました。製品や環境のデザインを行う上での目標であり、理想

であるこの考えはバリアフリーの考えも包括し、時代に受け入れられたのです。 

この目標で、理想に向けて各々の国、団体、企業、あるいは人々がそれぞれの立場で考え始め、

有効な解決案が数多く提供されています。 

ユニバーサルデザインのこの考え方は企業の新商品開発や環境デザインに効果を上げ始めてい

ます。 

そこで、本調査研究委員会は各企業の協力のもとに、包装・荷造機械（以下包装機械と総称）
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のユーザーの保守員、オペレーター等の安全を守り、安心して使っていただける包装機械、装

置の開発を目標にユニバーサルデザインを取入れることを進めています。 

本アンケート調査で包装機械メーカー各位がユニバーサルデザインをどのように考え、活用し

ているかを教えていただき、これらを分析してより良い包装機械・装置の開発に少しでも貢献

したいと思っております。何卒このアンケート調査にご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

 

本調査データの取り扱いについて 

本調査の取扱いは厳重に管理いたします。本調査目的以外に使用されることは一切ありません。

回答いただいた個別調査データはそのままの形で公表されることはありません。 

 

本調査に関するお問い合わせについて 

 本調査についてご不明の点やご質問等がございましたら下記にご連絡いただきたくお願い申

し上げます。 

社団法人 日本包装機械工業会 包装機械の UD 調査研究委員会事務局 

 担当：長島、駒井 電話：０３－６２２２－２２７９ 

 

返送方法 

 ご回答は Fax：０３－６２２２－２２８０又は同封の返信用封筒（切手不要）にて平成１１

年１１月２０日迄に返送してください。 

 

その他 

 複数の部数が必要な場合には大変申し訳ございませんがコピーしてご使用ください。 

 

 なお、このアンケートでは包装機械工業会のユニバーサルデザイン(UD)の７つの要素と７つ

の基準を下記の如く定義しております。 
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アンケート（回答書） 

 

回答者の企業名、住所、氏名、及びご連絡先をご記入ください。 

 

  御社名：                       

 

  住 所：                       

 

                             

 

   ご回答者氏名：             

 

  役 職：                

 

  ＴＥＬ：                

 

   ＦＡＸ：                

 

  

下記の各質問事項に対して最適な選択肢の一つの記号に○を付けてください。 

（       ）には自由に記入してください。 

 

＜質問１＞御社は主として次のどこに属しますか 

 a、包装機械および包装関連機器のメーカー 

b、包装機械および包装関連機器の販売業 

 c、包装材料メーカー 

 d、包装材料の販売業 

 e、その他（                    ）       

 

＜質問２-１＞包装機械の保守員、オペレーター等の高齢化が進む中で包装機械の設計製作でユ

ニバーサルデザイン（UD）についてどのようにお考えですか？ 

 ａ、UD については知らない 

ｂ、包装機械と UD は関係が無いと思う 

 ｃ、包装機械と少しは関係があると思うが、取組は将来である 

ｄ、包装機械と大いに関係がある 

ｅ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問２-１で「ａ、知らない ｂ、関係が無い ｃ、取組は将来である」に回答した方
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に伺います。 

＜質問２-２＞UD を知らない、関係が無い、取組は将来であるとした理由は何ですか？ 

 ａ、包装機械の保守員・オペレーターは教育・訓練されており UD と関係がない 

 ｂ、包装機械に UD を取り入れても市場の拡大、深耕にならない 

ｃ、UD を取入れる効果が見えにくく、機械のコストがアップするだけになる 

ｄ、UD を取入れても他社製品との差別化につながらない 

ｅ、我社は UD に対し理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない 

 ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問３＞包装機械業界として UD 推進のためには何が必要ですか？ 

ａ、UD の設計・評価のための基本的配慮事項の策定 

ｂ、UD 用の人間特定データベース等の技術基盤の整備 

ｃ、UD を考える業界基準の策定 

 ｄ、業界として UD への取組への雰囲気作り 

ｅ、他の機械業界における UD の参考事例 

ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問４＞御社は納入先のオペレーターの誤使用・誤操作に際して安全性が損なわれないよう

な基準（フール・プルーフ設計）を定めていますか？ 

 ａ、定めている 

ｂ、定めていない 

ｃ、どちらともいえない 

ｄ、その他（                    ） 

 

＜質問５-１＞御社で製造する機械の視覚装置（操作盤やボックスの大きさ・位置、押し釦の位

置、高さ、色、大きさ、形・明暗、操作画面の大きさ、文字の大きさ、文字の種類、色、コン

トラストなど）についての基準はありますか？ 

ａ、大部分はある 

 ｂ、一部分はある 

ｃ、基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ、当社には全く基準はない 

ｅ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問５-１で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。 

＜質問５-２＞一部分とはどのような基準ですか？ 

ａ、操作盤やボックスの位置、大きさの基準 

ｂ、押し釦の位置、高さ、色、大きさ、形、明暗の基準 

ｃ、操作画面の大きさの基準 
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ｄ、操作画面の文字の大きさ、文字の種類、色、コントラストの基準 

ｅ、その他（                    ） 

 

＜質問６-１＞御社で製造する包装機械の製品通路の高さ、製品供給の方式および高さ、製品の

流れ方向、包装材料の供給方式や高さおよび重さ、調整用のハンドル類の回転方向などを定め

た基準はありますか？ 

ａ、大部分はある 

ｂ、一部分はある 

ｃ、基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

 ｄ、当社には全く基準はない 

ｅ、その他（                    ） 

 

＊前記の質問６-１で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。 

＜質問６-２＞一部分とはどのような基準ですか？ 

ａ、製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ 

ｂ、製品の流れ方向  

ｃ、包装材料の供給方式・高さ 

ｄ、供給する包装材料の重さ 

ｅ、調整用のハンドル類の回転方向 

 ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問７＞御社は製品の清掃・部品交換のし易さについて定めた基準はありますか？ 

 ａ、ある 

 ｂ、一部分はある 

 ｃ、基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

 ｄ、当社には全く基準はない 

ｅ、その他（                    ） 

 

＜質問８-１＞御社は製品の納入先のオペレーターを想定した基準（機械を操作するオペレータ

ーの性別、熟練度、年齢、身長、届く距離、座姿勢、右利き・左利きなど）はありますか？ 

ａ、大部分はある 

ｂ、一部分的はある 

ｃ、ないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ、当社には全く基準はない 

ｅ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問８-１で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。 

＜質問８-２＞一部分とはどのような基準ですか？ 
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ａ、包装機械を操作するオペレーターの性別の基準 

ｂ、熟練度や年齢別の基準 

 ｃ、身長、届く距離、座姿勢などの人間計測データベース基準 

ｄ、右利き・左利きの基準 

 ｅ、その他（                    ） 

 

＜質問９＞御社は(社)日本包装機械工業会の包装・荷造機械の安全基準２００４及び包装・荷

造機械の衛生基準１９９９を社内基準として活用していますか？ 

 ａ、活用している 

 ｂ、部分的に活用している 

 ｃ、当社に合わないので活用していない 

ｄ、その他（                    ） 

 

＜質問１０＞御社は納入先のオペレーターの使用・操作に際して故障が生じても被害が拡大し

ないような基準（フェール・セーフ設計）を定めていますか？ 

 ａ、いる 

ｂ、いない 

ｃ、どちらともいえない 

ｄ、その他（                    ） 

 

＜質問１１＞御社は可能な限り関連法令や公の規格（JIS、ISO、EN など）、基準を守って設計

する環境が整っていますか？ 

ａ、整っている 

ｂ、整っていない 

ｃ、国内の公の法令、規格、基準を守る環境は整っている 

ｄ、どちらとも言えない 

ｅ、その他（                    ） 

 

＜質問１２-１＞御社は技術用語、単位、図記号の一貫性・統一性を定めた基準はありますか？ 

ａ、ある 

ｂ、一部分はある 

ｃ、基準がないので設計者が独自に適切に決めている 

ｄ、当社には全く基準はない 

ｅ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問１２-１で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。 

＜質問１２-２＞一部分とはどのような基準ですか？ 

ａ、技術用語の基準 
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ｂ、単位の基準 

ｃ、図記号の基準 

 ｄ、その他（                    ） 

 

＜質問１３＞御社は諸々の社内基準や標準化の推進・整備はどの様に進めていますか？ 

ａ、全社的に社内基準や標準化を推進・整備する部門がある 

ｂ、必要に応じ、関係する部門がまとめる 

ｃ、必要を感じた設計者が独自にまとめる 

ｄ、過去の社内基準、標準化が有るのでこれを応用し、特に新しい社内基準や標準化を推進

しなくてよい 

ｅ、社内基準や標準化を推進・整備する部門が無いので何も進めていない 

ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問１４-１＞御社は取扱説明書の作成について決めた基準（取扱説明書のサイズ、構成項目、

目次、文字の大きさなど）はありますか？ 

 ａ、ある 

 ｂ、一部分はある 

ｃ、ない 

 ｄ、どちらともいえない 

 ｅ、その他（                    ） 

 

＊前記の質問１４-１で「ｂ、一部分はある」と回答した方に伺います。 

＜質問１４-２＞一部分とはどのような基準ですか？ 

 ａ、取扱説明書のサイズ基準 

 ｂ、構成項目、目次の基準 

ｃ、文字の大きさの基準 

ｄ、その他（                    ） 

 

＜質問１５＞御社は製品の修理・サービスシステムについて定めた基準はありますか？ 

ａ、ある 

ｂ、一部分はある 

ｃ、基準がないので担当者が独自に適切に決めている 

 ｅ、当社には全くない 

ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問１６-１＞御社は包装機械と人間工学についてどのようにお考えですか？ 

  ａ、人間工学について知らない 

ｂ、包装機械は人間工学を必要としない 
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 ｃ、包装機械は人間工学と関係があると思うが、取組は担当者まかせである 

ｄ、人間工学の視点から分析して包装機械の設計、製作を行っている 

ｅ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問１６-１で「ａ、知らない ｂ、必要としない ｃ、取組は担当者まかせである」

と回答した方に伺います。 

＜質問１６-２＞「人間工学を知らない、必要としない、取組は担当者まかせ」とした理由は何

ですか？ 

 ａ、包装機械は人間工学と関係ないと思う 

 ｂ、包装機械に人間工学を取り入れても市場の拡大、市場の深耕にならない 

ｃ、人間工学を取入れる効果が見えにくく、機械のコストがアップするだけになる 

ｄ、人間工学を取入れても他社製品との差別化につながらない 

ｅ、我社は人間工学に対し理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない 

 ｆ、当社の包装機械は人間工学と関係しない 

ｇ、客先の要求仕様にすべて従っているので、人間工学について考えたことはない 

ｈ、その他（                    ） 

 

＜質問１７＞包装機械業界として人間工学を推進するためには何が必要ですか？ 

ａ、人間工学に基づく設計・評価のための基本的配慮事項の策定 

ｂ、人間工学用の人間特定データベース等の技術基盤の整備 

ｃ、人間工学を考える包装機械業界の基準を策定 

 ｄ、包装機械業界として人間工学の取組への雰囲気作り 

 ｅ、他の機械業界における参考事例 

 ｆ、その他（                    ） 

 

以上で終了です。ご協力大変ありがとうございました。 

 

なお、包装機械のユニバーサルデザインについて、御社で気づいたことがあれば下記にご記入

ください。 
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参考資料２ ユーザーへのアンケート票 

ユーザー企業に対して調査依頼をしたアンケート票を掲載する。 

 

 

ユーザー各位 

 2008 年 11 月 4 日 

包装機械のＵＤ調査研究委員会 

委員長 槌屋治紀 

（公印省略） 

 

包装機械のユニバーサルデザイン（ＵＤ）に関するアンケート調査のお願い 

 

拝啓、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、人間が道具を使いはじめた時から、様々な道具が創られてきました。より使いやすい道

具が発見され、開発され、生産されてきました。道具を使うのは人間で、作るのも人間です。

作り手（設計者、デザイナー）は常に使い手と道具の関係を考えて道具を創ってきました。こ

の考え方が進み、作り手が使い手のことを理論的に、総合的に考え始めたのが「人間工学」で

す。 

人間工学は人間が何らかの仕事をするとき、その仕事に対し、その人が安全で効率よく、快適

な作業ができる道具や環境を創りだす学問として定義して研究され発展してきました。しかし、

皮肉にも第二次世界大戦時に、各種の兵器や航空機の操作系の分り易さや操作ミスの防止から

急速に研究が進みました。その後、人間工学の考え方は家庭用品、オフィス等の事務用品や産

業機械などほとんどの製品へと検討範囲が広がりました。 

福祉国家を目指す北欧の諸国では高齢化社会の到来を予測し、高齢者や心身に障害があった人

も「普通の生活」ができる「ノーマライゼーション」が提唱されました。そして、1980 年のＷ

ＴＯ（世界保健機構）の国際障害者年を契機に、バリアフリーの考え方、運動が進められまし

た。バリアフリーとは、障害者や高齢者の生活や活動に不便な障害（バリア）を取り除き、健

常者と同じ生活や活動が出来ることを目標としています。 

その後、1990 年 ノース・カロライナ州立大学のロナルド（ロン）・メイス氏がユニバーサルデ

ザインを「特別な改造や特殊な設計をせずに、すべての人が、可能な限り最大限まで利用でき

るように配慮された、製品や環境のデザイン」と定義し、ユニバーサルデザイン７つの原則･

デザイン、設計の指針を提唱しました。製品や環境のデザインを行う上での目標であり、理想

であるこの考えはバリアフリーの考えも包括し、時代に受け入れられたのです。 

この目標で、理想に向けて各々の国、団体、企業、あるいは人々がそれぞれの立場で考え始め、

有効な解決案が数多く提供されています。 

ユニバーサルデザインのこの考え方は企業の新商品開発や環境デザインに効果を上げ始めてい

ます。 

そこで、本調査研究委員会は各企業の協力のもとに、包装・荷造機械（以下包装機械と総評）
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のユーザーの保守員、オペレーター等の安全を守り、安心して使っていただける機械、装置の

開発を目標にユニバーサルデザインを取入れることを進めています。 

本アンケート調査で、日頃包装機械を使用しているユーザー各位がユニバーサルデザインをど

のように考え、活用しているかを教えていただき、これらを分析してより良い機械・装置の開

発に少しでも貢献したいと思っております。何卒このアンケート調査にご協力のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

本調査データの取り扱いについて 

本調査の取扱いは厳重に管理いたします。本調査目的以外に使用されることは一切ありません。

回答いただいた個別調査データはそのままの形で公表されることはありません。 

 

本調査に関するお問い合わせについて 

 本調査についてご不明の点やご質問等がございましたら下記にご連絡いただきたくお願い申

し上げます。 

社団法人 日本包装機械工業会 包装機械の UD 調査研究委員会事務局  

担当：長島、駒井 電話：０３－６２２２－２２７９ 

 

返送方法 

 ご回答は Fax：０３－６２２２－２２８０又は同封の返信用封筒（切手不要）にて平成１１

年１１月２０日迄に返送してください。 

 

その他 

 複数の部数が必要な場合には大変申し訳ございませんがコピーしてご使用ください。 

 

 なお、このアンケートでは「包装機械工業会のユニバーサルデザイン（UD）の７つの要素と

7 つの基準」を下記の如く定義しております。 
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アンケート（回答書） 

 

回答者の企業名、住所、氏名、及びご連絡先をご記入ください。 

   

御社名：                       

 

  住 所：                       

 

                             

 

   ご回答者氏名：             

 

  役 職：                

 

  ＴＥＬ：                

 

   ＦＡＸ：                

  

 

下記の各質問事項に対して最適な選択肢の一つ（ただし質問３-２は２つ）の記号に○を付けて

ください。 

（       ）内には自由にご記入下さい。 

 

＜質問１＞御社は主として次のどこに属しますか 

ａ、食品  ｂ、化学・医薬・化粧品  ｃ、鉄鋼・自動車・電気  ｄ、繊維・雑貨・文  

  具  ｅ、流通・サービス  ｆ、包装材料・印刷・加工    

 

＜質問２-１＞御社は包装機械の購入時に、包装機械のユニバーサルデザイン（UD）の視点で機

械をチェックしていますか？ 

ａ、チェックしている 

ｂ、チェックしていない 

ｃ、チェックしたりしなかったりケースで異なる 

 ｄ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問２-１で「ｂ、チェックしてない ｃ、チェックしたりしなかったりケースで異な

る」と回答された方に伺います。 

＜質問２-２＞包装機械の UD の視点で機械を「チェックしない」及び「チェックしたりしなか

ったりケースで異なる」 理由は何ですか？ 
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ａ、当社に UD の理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない 

ｂ、包装機械のメーカーは UD の理解、認識が不足している 

ｃ、機械のコストがアップするだけで効果が見えにくいため 

 ｄ、当社は UD と関係がない。 

 ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問３-１＞包装機械のユーザーとして包装機械メーカーに UD の取組みを期待しますか？ 

ａ、期待している 

ｂ、期待していない 

ｃ、ケースによる 

ｄ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問３-１で「ａ、期待している」と回答された方に伺います 

＜質問３-２＞包装機械の UD に期待している点は何ですか？下記の選択肢から 2 つ選んでくだ

さい。 

 ａ、オペレーター・保守員が誤使用・誤操作にしても安全性が損なわれない機械 

 ｂ、オペレーター・保守員に対する必要条件が明確になっている機械 

ｃ、オペレーター・保守員に対して操作性に優れている機械 

ｄ、オペレーター・保守員にとって機械の清掃や注油が容易な機械 

ｅ、オペレーター・保守員にとって部品交換が容易な機械 

ｆ、オペレーター・保守員にとって製品供給、包装材料の供給が容易な機械 

ｇ、操作方法が前工程や後工程の他の機械と統一されている機械  

ｈ、操作方法が機械のメーカーとして統一されている機械 

ｉ、操作方法が包装機械業界として統一されている機械 

 ｊ、操作画面が大きく、表示内容が分かり易い機械 

 ｋ、その他（                    ） 

                                            

＜質問４＞御社は包装機械の購入時に、オペレーターが誤使用・誤操作しても安全性が損なわ

れないような設計上の具体的な要求（フール・プルーフ設計、フェール・セーフ設計）をして

いますか？ 

ａ、要求している 

 ｂ、要求していない 

ｃ、機種によって判断しており、その時々で異なる 

ｆ、その他（                    ） 

 

＜質問５-１＞御社の包装機械のオペレーター・保守員に影響する視覚装置（操作盤・ボックス

の位置・高さ・大きさ、操作画面の大きさ・文字の大きさ・文字の種類・色・コントラスト、

押し釦の高さ・色・大きさ・形・明暗）は扱い易いですか？扱いにくいですか？ 
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ａ、扱い易い 

ｂ、扱いにくい 

ｃ、購入時に仕様を提示して、当社の他分野の機械に合わせるように変更している 

ｄ、長年同一メーカーの機械を購入しているので、他の製品と比較して扱い易さの良し悪し

はわからない 

ｅ、メーカーが変わってもほぼ同じなので特別に扱い易さにはこだわっていない 

ｆ、色々なケースで異なり、単純に判断はできない 

ｇ、その他（                    ） 

 

＊前記の質問５-１で「ａ、扱い易い」と回答された方に伺います。 

＜質問５-２＞包装機械の視覚装置で、どのようなところが最も扱いやすいですか？ 

 ａ、視覚装置は包装機械のメーカーが変わってもほぼ同じである 

 ｂ、視覚装置は包装機械のメーカーが同じなら機種が変わってもほぼ統一されている 

ｃ、操作盤・ボックスの位置・高さ、大きさが機械にマッチしている 

ｄ、操作画面の大きさがちょうど良い 

ｅ、操作画面の文字が大きく見易い 

ｆ、操作画面の色が判別し易い 

ｇ、操作画面のコントラストが良い 

ｈ、操作画面で、次画面へ移る手段・方法がわかり易い 

ｉ、操作画面で指示する内容がほぼ統一され、オペレーターター・保守員にとって扱い易い 

ｊ、押し釦の高さ・色・大きさ・形・明暗がほぼ統一されており見易い 

ｋ、その他（                    ） 

 

＊前記の質問５-１で「ｂ、扱いにくい」と回答された方に伺います。 

＜質問５-３＞包装機械の視覚装置で、どのようなところが最も扱いにくいですか？ 

 ａ、視覚装置が包装機械のメーカーが変わると大きく変わる 

 ｂ、視覚装置が包装機械のメーカーが同じでも機種が違うと同じでない 

ｃ、操作盤・ボックスの位置・高さ・大きさが機械にマッチしていない 

ｄ、操作画面が小さすぎて見にくい 

ｅ、操作画面の文字が小さくて、見にくい 

ｆ、操作画面の色が判別しにくい 

ｇ、操作画面のコントラストが悪く、見にくい 

 ｈ、操作画面は機種により、次画面へ変える手段・方法が異なり、まごつく 

ｉ、操作画面は機種により、指示する内容に統一性が無く、オペレーター・保守員が慣れる

までに時間がかかる。 

ｊ、押し釦の高さ・色・大きさ・形・明暗が不統一で見にくい 

 ｋ、その他（                              ） 
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＜質問６-１＞包装機械の製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包装材料

の供給方式・高さ・重さ、調整用のハンドル類の回転方向などは扱い易いですか？扱いにくい

ですか？ 

 ａ、扱い易い 

ｂ、扱いにくい 

ｃ、購入時に仕様を提示して、当社としてのラインの一貫性を保っている 

ｄ、長年同一メーカーの機械を購入しているので、その他の製品と比較して扱い易さの良し

悪しはわからない 

ｅ、メーカーが変わってもほぼ同じなので特別に扱い易さにはこだわっていない 

ｆ、色々なケースで異なり、単純に判断はできない 

 ｇ、その他（                    ） 

 

＊前記の質問６-１で「ａ、扱い易い」と回答された方に伺います。 

＜質問６-２＞包装機械は製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包装材料

の供給方式・高さ・重さ、調整用のハンドル類の回転方向などでどのようなところが扱いやす

いですか？ 

 ａ、メーカーが変わっても包装機械はほぼ同じで扱い易い 

 ｂ、同一メーカーの機械なのでほぼ同じであり、扱い易い 

 ｃ、機械の製品の通路高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包材供給の方式・高

さはオペレーター・保守員の性別、年齢、身長、右利き・左利き、届く距離、座姿勢な

どを考慮しているので扱い易い 

ｄ、包装材料の供給やセット交換するときの質量を可能な限り軽くする工夫をしているので

扱い易い 

ｅ、調整用のハンドル類の回転方向が包装機械として統一されているので扱い易い 

ｆ、その他（                              ） 

 

＊前記の質問６-１で「ｂ、扱いにくい 」と回答された方に伺います。 

＜質問６-３＞包装機械は製品通路の高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包装材料

の供給方式・高さ・重さ、調整用のハンドル類の回転方向などで、どのようなところが扱いに

くいですか？ 

ａ、メーカーが変わると大きく変わるので扱いにくい 

 ｂ、メーカーが同じでも機種が違うと大きく変わるので扱いにくい 

ｃ、機械の製品の通路高さ、製品供給の方式・高さ、製品の流れ方向、包材供給の方式・高

さはオペレーター・保守員の性別、身長、右利き・左利き、届く距離、座姿勢などを考

慮しておらず扱いにくい 

ｄ、包装材料の供給やセット交換するときに重くて扱いにくい 

ｅ、調整用のハンドル類の回転方向がマチマチで扱いにくい 

ｆ、その他（                              ） 
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＜質問７＞御社は包装機械の購入時に、オペレーター・保守員が機械の清掃・部品交換が容易

に、短時間にできるように具体的な要求をしていますか？ 

ａ、要求している 

ｂ、要求してない 

ｃ、機種によって判断しており、その時々で異なる 

 ｄ、その他（                    ） 

 

＜質問８＞御社は包装機械のオペレーター・保守員を想定した条件（機械を操作するオペレー

ター・保守員の性別、年齢、身長、右利き・左利き、届く距離、座姿勢など）を機械の購入契

約時に提示していますか？ 

 ａ、提示している 

ｂ、一部分は提示している 

ｃ、提示していない 

ｄ、機種によって判断しており、その時々で異なる 

ｅ、その他（                    ） 

 

＜質問９-１＞御社の自社製品ではユニバーサルデザイン（UD）に取組んでいますか？ 

ａ、取組んでいる 

ｂ、取組んでいない 

 ｃ、ケースによる 

 ｆ、その他（                    ） 

 

＊上記の質問９-１で「ｂ、取組んでない ｃ、ケースによる」と回答された方に伺います。 

＜質問９-２＞UD に取組んでいない、ケースによる理由は何ですか？ 

ａ、市場の拡大、市場の深耕にならない 

 ｂ、コストがかかるが効果が見えにくい 

 ｃ、自社製品の差別化につながらない 

 ｄ、会社として理解、認識が不足しており、十分な支援が得られない 

 ｅ、当社の製品は UD と無関係である。 

 ｆ、その他（                    ） 

 

以上で終了です。ご協力大変ありがとうございました。なお、何かお気づきの点があれば下記

にご記入下さい。 
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