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sign 

　
(noun) /sʌɪn/

1 An object, quality, or event whose 
presence or occurrence indicates 
the probable presence or occurrence 
of something else "flowers are often 
given as a sign of affection"

2 A notice on public display that 
gives information or instructions in 
a written or symbolic form  
"I didn’t see the ‘ Stop’ sign"

サイン（印・記号）
名詞 

1	 一定のできごとや事柄を、そのものに代わって
示す、知覚可能な対象。例：愛情を表すサイン
として、花を用いることがある。

2	 できごとや事柄の意味が 1種類に限られていた
り、直接的なものをサインまたはシグナルとす
る分類もある。例：ストップのサインが見えな
かった。　

『.DOCK』 は、 “Document Of Creativity in 

Kobe” の略。 神戸と国内外の都市、 デザ

イナーと市民をつなぐ港のようなメディアにな

ることをめざして、 2012 年 8 月に創刊しまし

た。 デザイン都市 ・ 神戸が考えるデザイン

は、 目に見えるカタチや色だけでなく、 日常

的に存在するもの。 2014 年度は 「デザイン

を一緒に考える」 をテーマに、 「デザインと

は何か」 を学ぶことができるよう、 日々の暮

らしの中にあるデザインをいくつかの角度か

ら探っていきます。

ふ だ ん、 私 た ち が よ く 口 に し て い る

デ ザ イ ン /Design の 語 源 は、 計 画 を 

記 号 で 表 す と い う 意 味 を 持 つ、 ラ テ

ン 語 の Designare。 De （ 記 す ） +Sign  

（印 ・ 記号） だと言われており、 現在の英

語では一般的に、 Sign/ サインは看板など

を意味します。 『.DOCK』 2014 年のリニュー

アル第 1 弾では、 そんなサイン （看板 ・ 標

識） を特集。 生活の中で私たちをナビゲー

トしてくれるサインを、 その構成要素である

「文字」 「色」 そして行動心理に作用する 「関

心」 から検証していきます。

The etymology of ‘design’—a word we often 

speak of—can be found in the Latin word 

‘designare’ (or to ‘designate’), which also 

means to signify, or indicate. Breaking it into 

‘de’ (to write down) & ‘sign’ (mark or symbol); 

we now use the word sign to typically represent 

the boards containing various information we 

see around us. For the first issue of our new, 

renewed .DOCK, we’re featuring signs. Signs 

help us navigate our daily lives; let us inspect 

them by their letters, colors and the interest 

we have in them and how it affects our actions.

“.DOCK” stands for “Document of Creativity 

in Kobe.” It’s a free paper connecting Kobe 

with other cities and designers with citizens, 

started in August 2012. Design, as Design City 

Kobe sees it, is not just shape and colour; it's 

existent in your ever-day life. In 2014, .DOCK 

has adopted the theme “looking at design 

together.” We will try to find exactly what and 

where design is in our everyday lives, from a 

number of angles.
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INTRODUCTION
サインの道しるべ

Road signs are al l  around us. Shinichi 

NAKAGAWA, an official of the Traffic Safety 

Facility of the Construction Bureau of Kobe City 

(Road Department, Engineering Division), told 

us how important these road signs are, even 

though we might not pay attention to them in 

our daily lives. 

(Interview: Duncan Brotherton, Kaori Nikaido, 

Akane Hamada)

身近にあるサインといえば、 道路標識。 ふ

だんは意識していないものの、 実は日常的

に接している重要なサインについて、 神戸

市建設局 道路部工務課 交通安全施設

係長の中川さんにお聞きしました。

（聞き手 ： ダンカン ・ ブラザトン、 二階堂薫、 浜田茜）

Q: 道路標識の役割は？

A: 地理の案内や道路について

の警告、 規制などをお知らせし、

安全でスムーズな交通を確保す

ることです。

Q: What’s a road sign’s job?

A: Informing people of  the 

wa rn ings  and  regu l a t i ons  o f 

the roads and geography, and 

guaranteeing safe and smooth 

traffic.
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Q: 道路標識に関するルールブッ

クはありますか？

Q: Is there a road sign rulebook?

A: はい、 社団法人 日本道路

協会が発行している 『道路標識

設置基準 ・ 同解説』 という冊子

です。

A: Yes, there’s a book published 

by the Japan Road Association called 

“Road Sign Installation Criteria & 

Explanations”

Q: 標識の色は、 どのように決め

られていますか？

A: 一般道路の案内標識は青

地に白、 有料道路は緑、 などと

決まっています。 くわしい理由は

わかりませんが、 運転者が一瞬

で識別しやすいデザインなのかな

と。

A: Information signs on general 

roads are white on blue, and toll 

roads are on green. I’m not sure of 

the reasons exactly, but I believe 

they’re designed so drivers can 

identify them in an instant.

Q: How do you choose the colors?

Q: How about in Kobe?

A:  Road s igns  come under 

the jurisdiction of the Ministry of 

Land, Infrastructure, Transport and 

Tourism. The design and positioning 

a re  m inu te l y  de f i ned  by  the 

Roadsign Administrative Code.

Q: Can you change the design, or 

the colors?

A: 道路標識は国土交通省の

管轄。 「道路標識令」 で、 デザイ

ンや配置の仕方などが細かく定め

られています。

Q: 神戸の道路標識には、 どん

なものがありますか？

Q: 道路標識のデザインや色を

変えることはできますか？

A ： いいえ、 工夫できるのは、

文字の大きさだけです。

A: No. The only thing we can 

change is the size of the letters.
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Q: 歩行者用の標識についても、

教えてください。

A: 歩行者用は、 標識ではなく

サインと呼んでいます。 道路標識

と違い、 わかりやすさや利便性の

他、 遊び心を持たせることも可能

です。

Q:  Cou ld  you  te l l  us  about 

pedestrian signs?

A: We call them “signs,” not 

hyoshiki like we do for road signs, 

to differentiate. They’re special; 

easy to understand, user-friendly 

and it’s even possible to be playful 

with them.

Q: 道路標識は、 今も改良され

ていますか？

A: はい、 工夫を重ねながら、

徐々に進化しています。

ありがとうございました！今後

は、 意識して標識を観察する機

会が増えそうです。

Q: Are road signs being improved?

A: Yes, we’re seeing steady 

evolution over the years.

Thank you very much! We’ll be 

looking more closely at them now!

Q: 道路標識には、 どんな素材

が使われていますか？

A: どんな方向・角度から当たっ

た光もそのまま反射する、 反射材

を使用しています。

Q: What are road signs made of?

A: A reflective material that 

reflects light from any angle or 

direction.
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Letters or characters have the job of conveying 

visual information. Typography is the technique 

of precisely arranging various elements: the 

typeface selection (whose characters are 

created based on common rules), then sizes, 

spaces between characters and numbers, 

line spacing and the number of lines, and 

last ly ensuring space around the text. 

Ideally, characters and text must be easily 

recognizable the instant they are seen, legible 

and beautifully designed. The simple typeface 

used in road signs in Japan is ‘gothic’ (or, 

sans-serif); the strokes of the characters are 

designed to have roughly the same thickness. 

In addition, the size of the characters used—

30cm when the speed limit is 70km/h or 45cm 

for highways with larger traffic volumes—is 

defined in “speed plans” along with the colors 

to be used, published in the national “Road 

Sign Administrative Code.” Common rules are 

decided and improvements made. I feel that 

the desires of many people for traffic safety, 

this instant and in the future, hang over these 

signs. 

(Text: Kaori Nikaido)

文字には、 視覚的に情報を伝える役割があ

ります。 共通のルールをもとにデザインされ

た文字の集合体である書体選びをはじめ、

サイズ、 文字の間隔や字数、 行間、 行数、

スペースの確保など、 いろんな要素を的確

に配置する手法がタイポグラフィ。 パッと見

た瞬間に認識しやすく、 読みやすくて見た目

にも美しいデザインが理想です。 日本の道

路標識に採用されている書体は、 シンプル

で、 文字のすべての画がほぼ同じ太さに見

えるよう設計されている、ゴシック体。 さらに、

使用する漢字のサイズは－制限速度が時

速 70km なら 30cm、 交通量の多い高速道

路では 45cm など－道路の 「設計速度」 に

もとづいて基準値が決められており、 標識

板のサイズについても、 標識板や文字の配

色と同様、 国が定めた 「道路標識令」 に

もとづいて基準値が設定されています。 共

通のルールを定めて、 改良を重ねていくこ

と。 道路標識には、 今この瞬間の交通安

全とともに、 未来の安全性を願う多くの人々

の祈りが込められているような気がします。

（テキスト ： 二階堂薫）

TYPOGRAPHY
サインの文字　



Kobe Bell (Sumiyoshi Station) We finish our 

coffees at Kobe Bell. Both Nikaido and Bianca 

have a cold, but Duncan is genki. Bianca 

suggest we head to the river for a stroll. We 

walk past Coop (which apparently started 

here in Sumiyoshi) Nikaido san explains that 

Sumiyoshi sometimes floods. Even so, the 

banks seem a bit big.Kobe Bell (Sumiyoshi 

Station) We finish our coffees at Kobe Bell. 

Both Nikaido and Bianca have a cold, but 

Duncan is genki. Bianca suggest we head to 

the river for a stroll. We walk past Coop (which 

apparently started here in Sumiyoshi) Nikaido 

san explains that Sumiyoshi sometimes floods. 

Even so, the banks seem a bit big.Kobe Bell 

(Sumiyoshi Station) We finish our coffees at 

Kobe Bell. Both Nikaido and Bianca have a cold, 

but Duncan is genki. Bianca suggest we head 

to the river for a stroll. We walk past Coop 

(which apparently started here in Sumiyoshi) 

Nikaido san explains that Sumiyoshi sometimes 

floods. Even so, the banks seem a bit big.

Kobe Bell (Sumiyoshi Station) We finish our 

coffees at Kobe Bell. Both Nikaido and Bianca 

have a cold, but Duncan is genki. Bianca 

suggest we head to the river for a stroll. We 

walk past Coop (which apparently started 

here in Sumiyoshi) Nikaido san explains that 

Sumiyoshi sometimes floods. Even so, the 

banks seem a bit big.Kobe Bell (Sumiyoshi 

Station) We finish our coffees at Kobe Bell. 

Both Nikaido and Bianca have a cold, but 

Duncan is genki. Bianca suggest we head to 

スワヒリ語で 「旅行」 を意味する、Safari （サ

ファリ）。 探検や狩猟を意味する言葉として、

英語にもなっています。 2 年目を迎えた、 く

らしとデザインを考える 「デザイン都市 ・ 神

戸」 のフリーペーパー 『.DOCK』 は、 デザ

インをテーマにまちをめぐるサファリからス

タート。 ふだんとは違う視点で、 め直します。

スワヒリ語で 「旅行」 を意味する、Safari （サ

ファリ）。 探検や狩猟を意味する言葉として、

英語にもなっています。 2 年目を迎えた、 く

らしとデザインを考える 「デザイン都市 ・ 神

戸」 のフリーペーパー 『.DOCK』 は、 デザ

インをテーマにまちをめぐるサファリからス

タート。 ふだんとは違う視点で、 まちを見つ

め直します。スワヒリ語で「旅行」を意味する、

Safari （サファリ）。 探検や狩猟を意味する

言葉として、 英語にもなっています。 2 年目

を迎えた、 くらしとデザインを考える 「デザ

イン都市・神戸」 のフリーペーパー 『.DOCK』

は、 デザインをテーマにまちをめぐるサファ

リからスタート。 ふだんとは違う視点で、 ま

ちを見つめ直します。 スワヒリ語で 「旅行」

を意味する、 Safari （サファリ）。 探検や狩

猟を意味する言葉として、 英語にもなってい

ます。 2 年目を迎えた、 くらしとデザインを

考える 「デザイン都市・神戸」 のフリーペー

パー 『.DOCK』 は、 デザインをテーマにま

ちをめぐるサファリからスタート。 ふだんとは

違う視点で、 まちを見つめ直します。 スワヒ

リ語で 「旅行」 を意味する、 Safari （サファ

リ）。 探検や狩猟を意味する言葉として、 英

語にもなっています。 2 年目を迎えた、 くら

しとデザインを考える 「デザイン都市・神戸」

のフリーペーパー 『.DO       (650 字 )

6

工事完了後、 道路の建築限界 （クリアランス） 確認中 / Checking the clearance limit after construction
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FF DIN
ドイツ書体基準 「DIN」 の開発について

日ごろ、私たちは標識に記された文字を読

み取るだけで、文字のカタチや背景に思い

をめぐらすことはほとんどありません。 1931

年、ドイツ工業規格として、交通 ・ 工業 ・ 商

業の標識用に DIN 1451 という書体が作成

されました。 グリッドシステム （紙面を均等

な格子状に分けた 「グリッド」 をつくり、それ

に従ってレイアウトする手法） をもとに制作さ

れたこの DIN は、容易に複製できる欧文書

体として、1995 年に FF DIN が登場するま

でドイツで広く親しまれました。 DIN を再評

価し、新たに FF DIN を発表したオランダの

タイポグラフィデザイナー、アルベルト - ジャ

ン ・ プール氏に書体の再生についてうかが

いました。

（インタビュー ： ダンカン ・ ブラザトン）

On signs, we read letters instantly and often 

forget the world of design and history behind 

them. The typeface DIN 1451 was created by 

the Deutsches Institut für Normung (German 

Institute for Standardization) in 1931 to 

standardize signage lettering throughout 

Germany. Being based on a grid system, it 

was easily reproducible. DIN remained largely 

unchanged or unchallenged throughout the last 

century until 1995, when Albert-Jan Pool, a 

type designer from the Netherlands, set out to 

create a revival of the font, FF DIN. I wondered 

what could possibly need updating, so I set out 

to ask Pool directly. 

(Interview: Duncan Brotherton)

A: 書体を再生させるのに最

も 重 要 な こ と は、 DIN 1451 に

欠 け て い る 点 を 徹 底 的 に 見

直 し、 審 美 性 を 意 識 し た 書 体

ファミリー （太さのバリエーショ

ン ） を 作 り 出 す こ と だ っ た。

The  mos t  impor tan t  th ing 

with the revival was to provide 

an extended and aesthetical ly 

overhauled type family based on 

DIN 1451. 

Q: FF DIN の開発について教え

てください。

Q:  Cou ld  you  te l l  us  about 

developing FF DIN?
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FF DIN は、 ラ テ ン 語 と キ リ

ル語、 ギリシャ語のセット。 丸

みを帯びたタイプと横幅の狭い

タイプが提供されているんだ。

FF DIN is available in rounded 

and condensed, with Latin, Cryllic 

and Greek character sets.

  round  FF DIN   italic   condensed  cond. italic

 light           
 regular           
 medium           
 bold           
 black           

初めから DIN 1451 にあった

のは、 「ミディアム」 と 「コンデン

スド」 という 2 種類のウエイト （書

体の太さ） のみ。 太字にしたり、

イタリック体 （アルファベットの書

体のひとつ） 風にしたり、 下線

を引くと読みづらくなるなど、 フォ

ントのかたちが美しいとは言え

なかったんだ。 僕が作成した FF 

DIN は汎用性が高く、 5 種類の

ウェイト （ライト・レギュラー・ミディ

アム ・ ボールド ・ ブラック） があ

り、 字幅も、 ノーマルとコンデンス

ド （左右の幅を狭めたもの）、 そ

してイタリック （斜体） があるよ。

It only had two weights: medium 

and condensed. Usage is fairly 

limited: everyone uses all caps, 

changes the letter spacing, adds 

underscores or uses faux italic and 

or bold styles. All of these are poorly 

legible and most professionals will 

agree they are ugly too. I created 

FF DIN for versatility: it currently 

comes in five weights (light, regular, 

medium, bold & black) in both 

normal and condensed widths with 

accompanying italics. 
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読みやすさとデザイン的な美

しさを両立しているから、 見出しと

して使ったり、広告デザインに使っ

たりもできる。 読みやすさを重視

して、 文字自体のぼかしや装飾

を少なくしたり、 横線を細めに設

定したんだ。 もともとの DIN は、

アルファベットの中でも曲線的な

b、 d、 p、 q、 C、 G、 O、 Q が直

線的に描かれていたけれど、 FF 

DIN では、 平たいカーブに変更。

新しい FF DIN にも、 DIN 1451 な

らではの雰囲気が感じられるよ

う、 全体的に手を加えすぎるこ

とのないよう工夫を重ねたよ。

To improve legibility, I made it 

less patchy. The horizontal strokes, 

which originally had the same 

weight as the vertical strokes, were 

made a little thinner. The original 

version of DIN has straight vertical 

strokes in b, d, g, p, q and C, G, O, 

Q. where we normally see curves. 

In FF DIN I replaced them with flat 

curves. It was a challenge not to 

make too many ‘improvements’ 

though. FF DIN still has the look 

and feel of DIN 1451. I tried to stay 

faithful to the original and not make 

it too soft, too clean or polish away 

too much of its roots.



Scenery in the city of design: Traffic Signs

デザイン都市の風景 ： 交通標識

サンテティエンヌ （フランス） : フランスでは、 交通標識に 「Caractères」 フォントが使われている。  / Saint-Étienne (France): A font called 

Caractères is used for texts on traffic signs in France.

ユネスコが認定する、 文化的で特徴のある都市景

観を持ち、 デザイナーの育成やデザイン関連事

業が盛んな都市のことをデザイン都市と呼びます。

2014 年 7 月現在、 神戸市をはじめ、 世界で 11 都

市が認定されています。 このページでは世界のデ

ザイン都市をテーマに沿って写真で紹介します。

Design Cities are certified by UNESCO those that 

maintain a cultural diversity, with energetic design 

related industries and an atmosphere for desginer 

cultivation. As of July 2014, there are a total of 11 cities 

recoginzed worldwide including Kobe. On these pages 

we will introduce the scenery of other Design Cities.
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モントリオール （カナダ） ： カナダの中でも、 フランス語圏のモントリオールではフランス語だけが表記されているが、 ピクトグラムだけでもわかるように

デザインされている。  / Montreal (Canada): As Montreal is mainly a French speaking city, only French appears on traffic signs. 

Pictograms are also added as guides, however.

深圳 （中国） ： 各道路の用途がピクトグラムで表現されている。  / Shenzhen (China): Each traffic lane's use is explained by pictograms.
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ソウル （韓国） : ソウルでは 「ソウル」 フォントというオリジナルフォントを開発し、 都市のブランディングに活用している。  / Seoul (South Korea): 

An original Seoul font was developed to aid in branding the city.

12
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COLOR
サインの色

General road signs are blue, and toll roads 

green, but do you ever wonder why those 

colors were chosen? The impressions we 

get from the road signs that pop up all over 

the country are the same. Designs that grab 

driver’s attentions, making it easy for them 

to instantly identify and judge, are identical 

to those overseas. In Japan, the Road Sign 

Administrative Code established by the Ministry 

of Affairs in Showa 17 (1942) was revised in 

Showa 25 (1950); black lettering on white 

backgrounds changed to blue lettering; Then 

changed again in Showa 37 (1962) to white 

lettering on a blue background. In Showa 46 

(1971) white lettering on blue backgrounds 

was enforced to maintain visibility and avoid 

situations where visual quality dropped with 

reading difficulties. In addition, color use is 

regulated: danger warning signs are yellow 

and traffic policing signs are red… yet and even 

now steady evolution is taking place.

(Text: Kaori Nikaido)

一般道路の案内標識は青で、 有料道路は

緑…と定められていますが、 その色になっ

たのはなぜなのか、 気に留めたことはあり

ますか。 現在、日本国内のどこの道路を走っ

ても、 目に飛びこんでくる標識の印象は同

じ。 運転者が一瞬で識別 ・ 判断しやすいよ

う、 標識に注意を向けるようにデザインされ

ているのは、 海外でも同様です。 日本では、

昭和 17 年に内務省が制定した 「道路標識

令」が昭和 25 年に改正され、それまでの「白

地に黒文字」 から 「白地に青文字」 で記

すことになり、 昭和 37 年には 「青地に白文

字」 という配色が採用されました。 昭和 46

年には、 標識の見やすさを確保し、 劣化に

よって文字が見にくくなることを防ぐため、

「青地に白文字」 で記すことに。 その他、

警戒標識は黄色、 規制標識は赤…というよ

うに色使いが整理され、 現在も少しずつ進

化中。 できるだけ多くの人が理解しやすく、

記憶に残るルールを定め、 工夫を重ねて

いくことも大切なデザインだと言えそうです。 

（テキスト ： 二階堂薫）
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[ 緑 ]

自然界に最も多く存在する色で、

目にやさしく、 頭をすっきりさせる

作用が。 安全 ・ 安心のサインでも

あるので、 非常口への誘導サイン

としても使用されています。

[ 黄 ]

前方に飛び出し、 近く大きく見え

る 「進出色」。 道路標識の他、 子

ども用の帽子など注意が必要なも

のに使われています。 「後退色」

と呼ばれる黒を組み合わせると、

前後の差がより強く感じられます。

[ 赤 ]

消防車が赤いのは、 注意をひく

ため。 赤には、人間の感覚にまっ

すぐに訴える効果があります。 炎

の色を連想させ、 火の取り扱い

に注意する気持ちも呼び覚ましま

す。

[ 青 ] 

明るい青は視認性が高く、 情報

を伝えるための色としてよく使わ

れます。 「白地に青」 や 「青地に

白」 の文字は瞬時に識別しやす

く、 情報が伝わりやすいという効

果も。

[ BLUE ]

B r i gh t  b l ue  has  a  h i gh 

visibility, and is often used to 

convey information. Blue text 

on a white background (or 

the reverse) is very easy to 

instantly percieve, making it 

easy to convey information.

[ RED ]

Fire engines are red to attract 

notice; the color directly 

grabs peoples attentions. 

We associate it with flames, 

giving rise to the feelings 

of caution we have when 

handling something hot.

[ GREEN ]

Green is a colour abundant 

in the natural world; it's 

easy on the eye and clears 

the head. As it represents 

safety and relief, it's used in 

guidance signs for emergency 

exits.

[ YELLOW ]

Yellow jumps out at us at 

a glance. In addit ion to 

use in signposts, it's used 

in children's school caps 

to remind people to take 

care. Black is also called 

the color of "retreat", and 

it's combination with yellow 

makes us strongly aware.
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INTEREST
関心

これまでのページでは、 サインの 「色」 や

「書体」、 もっと正確に言うと 「見た目」 を取

り上げました。 ここでは、 それらを解釈する

「解釈項 *」 としての私たち自身について考

えたいと思います。

* 解釈項とは、 私たちがサインや記号を認識した時に、

その意味に結びつける思考方法のことです。

( テキスト ： ビアンカ ・ ボイテル )

In the previous sections, color and typography, 

we focused on the sign's, or precisely, the 

signboard's appearance. So let's think a bit 

more about us, the 'interpretants', of these 

signs. 

(Text: Bianca Beuttel)

道路標識を例に話を続けましょう。 Let's stick with the example of road signs.
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Q: 「東京まで車で行きたいとき、 あなたはどうしますか？」

A: 「東京の方向を示す標識の矢印の方向を見て、 それに従って運転します」

もしあなたが上記の質問を受けたら、 このよ

うに返事をするかもしれません。 明解な答え

ですが、 この簡単な質問と答えに含まれる

動詞がサインに関する多くの意味を含んで

います。

質問の中の 「Do （〜する）」 は行動を表し

ます。 サインは行動を促すもの。 私たちは

日常の行動のガイドとしてサインを用います。

この例で言えば、 左を向いた矢印は左に

ウインカーを出させ、 そして左折を促します。

「Want （〜したい）」 は関心を示します。 私

たちは毎日、 無数のサインに出会います。

しかし、 その時の私たちに関係するものは、

そのうちのほんの少しだけ。 私たちの脳は

自動的に、 その時に必要な情報にだけフィ

ルターをかけて、 選択します。 東京に向け

て出発した時に燃料計が満タンだったとした

ら、 ガソリンスタンドの看板は目に入ってこ

ないでしょう。 でも、 燃料計が点滅しはじめ

たら、 すぐにそれらのサインを探し始めるは

ずです。 ガソリンがなければ東京にたどり着

...might be your answer. Sounds obvious, but 

the verbs in this simple question and answer 

reveal a lot about the way we deal with signs.

“Do” refers to activity. Signs evoke action. We 

use them as guidance for pursuing our daily 

tasks. In the example above, an arrow to the 

left will make us set our indicator on left, and 

turn left.

“Want” refers to interest. In our everyday life 

we encounter myriads of signs, but only a few 

are relevant for us in our current situation. 

Our brain automatically filters all this input 

and processes only the information that is 

required to archive our plans. If you want to 

drive to Tokyo and the gas gauge on your car's 

dashboard reads “full”, you probably won't 

notice the signs along the road which announce 

upcoming gasoline stands. But when the gas 

gauge starts blinking, saying you are running 

out of gas, you will desperately look for these 

signs. Without gas you might not reach Tokyo, 

Q: “What would you do, if you wanted to drive to Tokyo?”

A: “Watch for the arrows pointing to the lane that leads in the

 direction where Tokyo is located, and follow them”
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けないので、 ガソリンスタンドの看板が重要

なものになるのです。

「Watch for （〜を注意して見る）」 は知覚を

表します。 哲学者の S.K. ランガー氏によれ

ば、 サインとは 「過去 ・ 現在 ・ 未来のこと、

出来事や条件の存在を示すもの」。 矢印や

燃料計が視覚的なサインであるのに対して、

音や触感、 においのサインもあります。 私

たちの感覚器官で得られる情報はすべてサ

インだと言えるのです。 サイレンは救急車に

道を開ける行動を促し、 焦げた匂いはエン

ジンが故障していることを警告します。

ランガーは 「人工サイン」 と 「自然サイン」

とを分けて考えました。 エンジンの焦げた匂

いは自然サインの例です。 自然サインは自

然の中にある複合的な要素のひとつだと言

うことができます。 対して、 サイレンは人工

サインです。 「救急車が通るので道を開けて

ください」 というメッセージに意図的に結び

つけて鳴らされる音です。 国によってサイレ

ンの音が異なるのは、 人工サインがその国

の慣習に基づくものだからなのです。

「Pointing （指し示す）」 は興味の対象を示

します。 これはサインではなく対象物そのも

ののことで、 サインによってその存在が示

されるようになったものです。 しかしながら、

その対象物を知覚することは難しい （ある

いは不可能な） ので、サインはそれらを 「簡

単に理解できるようにしたもの」 （ランガー）

なのです。 サインから、 関心のあるものに

ついてその存在を推察することができるの

so you'd better take action.

“Watch for" refers to perceptibility. “A sign”, 

as philosopher Susanne K. Langer puts it, 

“indicates the existence—past, present or 

future—of a thing, event or condition.” While 

arrows and blinking gas gauges are visual 

signs, there are auditory, tactile, olfactory 

signs, too. Everything we can perceive with our 

senses can be a sign. A siren will urge you to 

make way for an ambulance. A burning smell 

will alert you; maybe your engine needs a fix.

Langer differentiates between “artificial” and 

“natural” signs. An example for the latter is 

the burning engine smell. “Natural” signs are 

part “of a complex condition”. The siren, on the 

other hand, is an “artificial” sign. The sound 

is “purposefully correlated” with the message: 

Here comes the ambulance to save lives, make 

way! The fact that siren sounds differ from 

country to country clarifies that “artificial” 

signs are based on convention.

“Pointing” refers to the object of interest. It is 

actually not the sign, it is the object, whose 

presence is signified by the sign, that is 

important for our action. That object, however, 

is “harder or impossible to perceive”, while its 

sign is “more easily available” (Langer). From 

the sign we must infer the existence of the 

object we are interested in. You want to drive 

to Tokyo, but can't see Tokyo's skyscrapers yet, 

so you rely on the arrows. You can't look into 
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です。 東京に向かっていても超高層ビルを

まだ見ることはできません。 だから矢印を

信頼するほかないのです。 また、 燃料タン

クの中を直接見ることはできないので、 ダッ

シュボードの燃料計を見て信頼するほかな

いのです。

「Follow （〜を追いかける）」 はアドバイスを

受け入れることを示します。 サインは、 私た

ちが求める結果に対する実践的な行動を

ガイドします。 信頼できる形で示されれば、

私たちはそれに沿って行動します。

関心の対立

しかしながら、 気付いていても従わないサ

インもあります。 特定の行動をやめさせる、

警告や禁止のためのサインです。 約束に遅

れないために急いでいて、 速度制限を超え

る人がいます。 この場合、 時間通りに目的

地に着くという気持ちが、 違反切符を避ける

気持ちを超えてしまうのです。 （捕まらずに

すむ可能性があるという理由もあります）

特に匿名の集団の中でのマナーは、 個人

の喜びや快適、 そして利便性と対立しがち

です。 マナー違反は——人々の眉をつり上

げさせはしますが——耐えることはできます。

しかし、 駅やショッピングモール、 マンション

の公共空間ではあまり効果的とは言えず、

逆に目障りになっているサインを見ません

か？ 「優先座席の近くでは携帯電話の電源

をお切りください！」 「歩道では自転車を押

your gas tank, so you rely on the gas gauge on 

your dashboard.

“Follow” refers to acceptance of advice. Signs 

guide our practical activities, show us how to 

achieve the desired outcome. If they appear 

trustworthy, we act in accordance to them.

Conflict of interest

There are, however, signs we do notice, but 

sometimes consciously choose not to follow 

them. These are signs that try to discourage a 

certain action, as a warning or as a prohibition. 

When you ignore a speed limit sign along the 

road, you might be in a hurry, already late 

for an appointment. The interest in arriving in 

time is stronger than the interest in avoiding 

a speeding ticket (and there are chances of 

remaining uncaught).

In particular, acts of courtesy to the anonymous 

crowd are in conflict with interest in personal 

joy, comfort and convenience. Noncompliance 

will only cause a raised eyebrow; that’s 

bearable. Look around stations, shopping 

areas, common areas of apartment buildings 

and you will find signs that clutter the space 
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して歩いてください！」。

行動に影響を与えるためには、 特定の行動

の禁止を命令するだけのサインを掲げても、

あまり効果はありません。 重要なことは， こ

ちらが期待する行動に従ってもらうための、

個人的な関心を生み出すことです。 確かに

これは簡単なことではないかもしれません。

単に罰金を採用した方が規則を強化できる

ことも多いのです。

more than they are effective: “Turn off your 

mobile phone when near the priority seats!”, 

“Push your bike on the sidewalk!” etc. 

In order to influence behavior, it is not enough 

to just put up a sign that encourages people to 

refrain from a certain action. What is important 

is creating individual interest in complying with 

the desired behavior. Admittedly, this is no 

easy job. Often only monetary penalty helps to 

enforce a rule.

However, in less frequented corners of 

Japanese subway stations or parking lots, 

we can find a different approach: a red torii 

shrine gate sign. I have no proof, if this works, 

but it is placed there to prevent people from 

urinating. 

しかしながら、 日本の地下鉄や駐車場では、

興味深いアプローチを見かけることがあり

ます。 それは赤い鳥居のマークです。 ドイ

ツ出身で、 女性である私には、 これらがど

う機能するかについての確証はありません

が、 これらは立ち小便を防ぐためのもので
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す。 このマークは神社の入口にある鳥居を

サイン化したもの。 これを汚すことは神への

冒涜です。 神道では、 ありとあらゆるものに

神が宿ると信じられています。 なので、 駐

車場のブロックに神が宿らないとは限りませ

ん。 神道を信じるものにとっては、 これらは

効果的です。 ここでは 「善い行い」 を利用

することがもっとも確実な方法です。 罰金よ

りも、 神聖な力が、 特定の行為を防ぐ効果

があるのです。

わたしたちの誰もがサインを掲げる状況に

身を置く可能性があります。 そのとき、 読み

やすさの度合いなどの専門的で重要な問題

もありますが、 それよりも重要なことは見

る人の関心を注意深く考えるということなの

です。

ここからデザインがはじまります。

…

参照元 ： S.K. ランガー 『シンボルの哲学』 （1949)

Tor i i  gates signify the entrance to Shinto 

shrines, where purity is the highest virtue. 

Polluting a holy area would be a sacrilege. 

Shintoism believes that the gods can manifest 

in any object. Thus, one actually never knows 

whether they have just chosen to manifest 

in that concrete block on the parking lot. For 

a believer, it is better not to annoy the gods. 

Ensuring their goodwill is of upmost interest. 

Here, instead of monetary penalty, divine force 

is used to incite a certain behavior.

It is not in the realm of impossibility that some 

of us find themselves in the situation to put up 

a sign. There are crucial practical aspects like 

legibility etc., but before we even start working 

on this, it is important to carefully consider 

‘interest’.

Design starts here.

...

Source: Langer, Susanne K. 1949. 
Philosophy in a New Key. A Study in the 
Symbolism of Reason, Rite, and Art. New 
York: The New American Library.
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Hello! I’m Doc-kun, and I live in Kobe. The theme 

of this issue is Sign. Although I can’t move so I’ve 

never seen them, I hear stories that signs for 

station names in Japan are different from the 

ones in foreign countries. The illustration below 

shows the sign of JR (Japan Railways) Sannomiya 

station in Kobe. You can see which station comes 

before and after. This is not so common overseas, 

especially in Western countries where only the 

current station name is shown. This is similar to 

how postal addresses in Japan and in Western 

countries are written. In Japan, everyone zooms 

in (from a greater area), whereas in Western 

countries everyone zooms out from where they 

こんにちは。新港第三突堤に生息する波
止場のドッくんです。今号のテーマはサ
イン。ぼくは動けないから見たことがな
いけど、日本の駅の駅名標（駅名が表示
されているサイン）は外国のものとは違
うらしい。下の絵は JR 三ノ宮駅のもの
らしいけど、前の駅と次の駅がわかるよ
うになっているよね。外国、特に西欧で
はその駅の名前だけが書かれていること
が多いらしい。これって住所の書き方と
も似てる。日本だと「兵庫県神戸市中央
区…」と大きな地名から自分のいるとこ
ろにズームインしてくるけど、西欧だと
自分を起点にして、通りの名前、町の名

MUTTER MATTER
波止場のつぶやき

『.DOCK』 創刊 3 年目にして突然思い出し

たかのようにあらわれたキャラクター 「ドッく

ん」。 特集ページからこぼれたトピックをここ

でつぶやいていきます。

Doc-kun is the mascot character of .DOCK. 

He mutters and gurgles about topics from the 

issue that wash over his way on his own pages.
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are located. Does this show a clear difference 

with how one sees the world? Can we guess that 

Japanese people identify themselves through 

relationships with others? Is that why station 

name boards show the previous and next stations 

too? What an interesting aspect of design: we can 

see cultural differences through it. Anyway, I’ll 

never be able to ride trains or even see the boards. 

(Sigh.)

前…と世界がズームアウトしていく。周
りの世界をどう捉えるかの違いがあらわ
れているね。日本人にとって自分の存在
は関係性を通じて確認するもの？だから
駅名標にも前後の駅名が表示されてる？
なんてことをサインひとつから考えるこ
とができるのがデザインの面白さだね。
まあ、実際に僕は見たことはないし、電
車に乗ることもきっとないけどね…。




