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はじめに

2018 年 11 月、東京以外では初めてとなる大規模なグッドデザイン賞受賞対象展

が神戸で開催されました。

1957 年に創設された「グッドデザイン賞」は、長年にわたり、わたしたちのラ
イフスタイルと社会の変化に寄り添いながら「よいデザイン」を選び続けてきま

ごあいさつ

「GOOD DESIGN AWARD 神戸展」は 28 日間と短期間にも関わらず、延べ 6,171 人

の方々にお越しいただき、盛況のうちに幕を閉じることができました。ご来場の
皆様をはじめ、開催にご尽力いただきました方々に心より感謝申し上げます。

2008 年 10 月 16 日に神戸市はユネスコ創造都市ネットワーク「デザイン都市」に

した。近年は形ある製品に留まらず、サービスやまちづくり等の幅広い対象が数

認定され、「住み続けたくなるまち、訪れたくなるまち、そして、継続的に発展

ビジョンをもってデザインの領域を柔軟に広げていく同賞は、他のデザイン賞に

地元の皆様に最新の情報を発信し続け、創刊 120 周年を迎えることができました。

多く受賞しています。デザインを通じて「よりよい暮らし」を作るという明確な
はない「公共性」を獲得しています。

神戸市は 2008 年にユネスコ創造都市ネットワークの「デザイン都市」に認定さ

するまち」を推進し続けて 2018 年で 10 周年を迎えました。また、神戸新聞社も
そんな節目にデザインの最先端が一堂に集まるグッドデザイン賞の受賞展をここ
神戸の地で開催できたことを非常にうれしく思います。

れ、2018 年に 10 周年を迎えました。その節目の年に、グッドデザイン賞を媒介

本展を開催した神戸ファッション美術館は 2018 年から神戸新聞グループが指定

ン」をコンセプトに企画されたのが「GOOD DESIGN AWARD 神戸展」でした。

指して展覧会を企画しており、本展は最新のデザインに触れることができる、非

に都市とデザインの関係を改めて見つめ直すべく、
「都市の明日をつくるデザイ

本書は、高い先進性と公共性を有するグッドデザイン賞受賞対象により彩られた

「GOOD DESIGN AWARD 神戸展」と、展示に合わせ市内各所で行われた関連イベ
ントの全体像をまとめた記録集です。

管理者として運営を受託しました。愛される美術館、また来たくなる美術館を目
常に意味のある展覧会になったと自負しています。

最後になりましたが本展開催に際し、特別協力を賜りました日本デザイン振興会
様をはじめ、ご出品いただきました企業様、ご支援ご協力を賜りました関係者の
皆様に厚くお礼を申し上げますとともに、神戸がデザイン都市としてより発展す
ることを祈念いたしましてごあいさつとさせていただきます。

グッドデザイン賞神戸展実行委員長
神戸新聞社取締役
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門野隆弘
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グッドデザイン賞

EXHIBITION

グッドデザイン賞は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の
総合的なデザイン評価・推奨の仕組みです。1957 年に通商産業省（現経済産業

省）によって創設された「グッドデザイン商品選定制度（ G マーク制度）」を前
身とし、これまで約 60 年にわたり、デザインによる産業と生活文化の向上のた

め、「よいデザイン」を選び続けてきました。これまでの受賞件数は 47,000 件を
超えています。

同賞が制定されたきっかけは、戦後の日本企業による海外製品のデザイン盗用で
した。表彰を通して企業に「よいデザインとは何か」を啓蒙することで、オリジ
ナルの製品開発をうながす目的がありました。当初は審査委員が街に出て受賞対
象を探し歩いたそうですが、1963 年に公募制に移行し、1998 年の事業民営化を
経て、現在に至ります。
HALL
車両展示

GOOD DESIGN
HYOGO
兵庫の
グッドデザイン

出口

City of
GOOD DESIGN
BEST 100
2018

都市にデザインを

そばにあるグッドデザイン

GOOD DESIGN AWARD 神戸展会場図
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SHOP
撮影 OK（録画不可）

GOOD
DESIGN,
GOOD
FASHION

身にまとう
グッドデザイン

2008 年には、それまでの産業的視点からの審査を脱し、「デザインを使う側」の
視点に立った評価方針へと舵を切りました。現在、グッドデザイン賞はデザイン

の優劣を競う制度ではなく、審査を通じて新たな「発見」をし、社会と「共有」
することで次の「創造」へとつなげる仕組みと位置づけられています。2015 年
の「フォーカス・イシュー」の設定はその立場をより鮮明にし、
「いま私たちが

向き合うべき問題」に対し、受賞対象がどのような解決の糸口を示しているのか

Library

LONG LIFE DESIGN

GRAND
AWARD
GOLD
AWARD

このマークがある
作品のみ触れます

入口

フラッシュ不可

通話禁止

飲食禁止

メモ等は鉛筆を
使用してください

を文章で明確に提示しています。

近年は、工業製品に限らずアプリケーションやまちづくりのプロジェクトにまで

受賞対象が広がり、行政が主導するデザイン・プロジェクトや都市インフラなど、
暮らしに直結するものも数多く選ばれています。また、アジア各国のデザイン賞
との連携によって海外からの応募も増加しています。デザインの役割が社会課題
の解決へと向かったことと相まって、幅広い領域を扱う「グッドデザイン賞」と
いう制度自体が、日本に限らず、現代社会が抱える問題を顕在化させる一つの

「装置」になっていると捉えることもできるでしょう。今日のグッドデザイン賞
は他のデザイン賞にはない公共性を有し、デザインの評価を超えて未来を指し示
す活動となっています。

EXHIBITION
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LO N G L I F E D E S I G N A W A R D

ロングライフデザイン賞
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞では、私たちの生活に溶け込み、長く
愛されてきたものが選ばれます。新しいことが重視される傾向にあるデザイン賞
の中でも、長く存在することを評価するという点で、世界的にもユニークな賞で
す。1977 年、
「グッドデザイン商品選定制度」創設 20 周年記念事業として始まっ

た同賞は、2008 年からは一般からの推薦によりノミネートされる方式に変わり、

私たちの生活を取り巻く様々なものごとが選ばれるようになりました。今年度受
賞した「東京タワー」や 2017 年度受賞の銀座「歩行者天国」のように、いわゆ

るデザインの範囲を超えて様々な対象が顕彰されるのも同賞の特徴です。展示で
は、2018 年のロングライフデザイン賞受賞対象に加え、過去の受賞対象の中か

ら、家庭の中で日々使われているであろう「日用品」をあわせて紹介しました。
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EXHIBITION
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G OOD DESIG N, G OOD FA SH ION

グッドデザイン、グッドファッション
工業製品のイメージが強いグッドデザイン賞ですが、服や靴などの「装身具」も
受賞対象に選ばれています。ただし、ファッションショーに登場するような、デ
ザイナーの世界観が前面に押し出された「表現としての服」が選ばれることはほ
とんどありません。カバンやアクセサリーであっても、製品が生まれるまでの背

景が重視されます。このことはグッドデザイン賞における「グッドデザイン」が、
単に綺麗なものやデザイナーのクリエイションを意味するのではなく、多くの人
の生活に寄与する「良」や「善」に主軸があることの証です。

快適さを求めて機能的な素材を用いた製品や、これまでにないアイデアで使い勝
手を向上させた製品は、身につける人のストレスを減らします。また、現代のラ
イフスタイルの変化を適切に読み解き、その時々のニーズに応えた製品を提供す

ることも、ある種の「生活の改善」といえるでしょう。お洒落や流行ではなく、
新たな機能や視点のプラットフォームとしての装身具を展示しました。
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G OOD DESIG N BEST 100
グッドデザイン・ベスト 100
年間約 1,300 件を超えるグッドデザイン賞受賞対象の中でも、特に優れた評価を

与えられたものが「グッドデザイン・ベスト 100」として選出されます。さらに
高い評価を得ると「グッドデザイン金賞」となり、金賞の中から選び出された 1
点が「グッドデザイン大賞」を受賞します。

2018 年度の「グッドデザイン大賞」には、奈良県のお寺が中心となって始めた
取り組み《おてらおやつクラブ》が選ばれました。7 人に 1 人といわれる子ども

の貧困問題の解決を目指し、お寺に集まる供物を「仏さまのお下がり」としてお
すそ分けする仕組みです。全国のお寺の「ある」を社会の「ない」につなげる活
動方針が評価されました。

2018 GOOD DESIGN GRAND AWARD

グッドデザイン大賞

貧困問題解決に向けてのお寺の活動
おてらおやつクラブ

2018 GOOD DESIGN GOLD AWARD

1 人称童話シリーズ

グッドデザイン金賞

QuickFree®（クイックフリー）

エンタテインメントロボット
aibo

ジムニー／ジムニーシエラ

小田急電鉄
70000 形特急車両
ロマンスカー GSE

淡路島の住宅

ホテル
hanare

丸の内駅前広場から
行幸通りに繋がる景観

農業と食文化の
地域内循環システム
フードハブ・プロジェクト

ミズベリング・プロジェクト

大地の芸術祭
Bamboo Bicycle
越後妻有アートトリエンナーレ
[Spedagi Rodacilik/
および大地の芸術祭の里の取り組み Minivelo, Gowesmulyo/ Joybike]

Gogoro Energy Network
+ Gogoro Smartscooter
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PENTAX K-1
アップグレードサービス

ポータブル X 線撮影装置
FUJIFILM CALNEO Xair

木津川遊歩空間
「トコトコダンダン」

ブラビア ® A9F シリーズ

プラネタリウム投映機
コスモリープ Σ

津波避難訓練アプリ
逃げトレ

EXHIBITION
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2 0 1 8 GOOD F OCUS AWARD

グッドフォーカス賞
2018 年度に新設されたグッドフォーカス賞には 4 つの部門がありました。

グッドフォーカス賞［新ビジネスデザイン］

グッドフォーカス賞［技術・伝承デザイン］

［新ビジネスデザイン］では、新たなビジネスモデルや新

［技術・伝承デザイン］は、中小企業を対象に、高度な技

インとして特に認められたものが選ばれます。10 年の歳

られます。「アンダーテンプル」という下から持ち上げる

産業の創出、イノベーションの促進に寄与する優れたデザ
月を費やして完成した全国路線バス情報整備の取り組み

《ナビタイム全国バスデータ整備プロジェクト》は、私た
ちの生活に直結する、利便性の高いサービスです。《ゆい
まーる高島平》は既存団地の空き部屋を改修し、「高齢者

だけで暮らしたくない」「スタッフにいつも見られている

生活は嫌だ」という声に柔軟に対応した高齢者住宅です。
安心とプライバシーのバランスが優れており、今後同じよ
うな形態のサービスが増えていく可能性を感じます。子ど

もが描いた絵が実物のぬいぐるみとなって届けられる

《オーダーメイドのぬいぐるみ クリッチャ》がもたらす夢

のような体験は、幼児期の情緒形成に多大な影響を与える
ことでしょう。

術や技能によって実現された特に優れたデザイン製品に贈
こ れ ま で に な い 形 状 の ツ ル を 採 用 し た《SWANS E-NOX
NEURON》は、若年陸上競技者の頭部サイズが小さくなっ

ているという事実に着目して生まれた製品です。近年、自

動車工場での採用が進むウェアラブルチェアですが、
《ア
ルケリス》は医療現場に焦点を定めました。モーター等を
搭載していないため、精密機器に囲まれた手術室での使用
に適しています。《ガジラ DS カッター シリーズ》は、油

圧ショベルの先端に取り付けるアタッチメントです。切断
能力が高くかつ軽量なブレードは、鉄筋コンクリート建築
の老朽化による解体作業の増加と慢性的な人手不足に悩む
建設業界にとって魅力的な製品となっています。

NEW BUSINESS DESIGN

［新ビジネスデザイン］

サービス付き高齢者向け住宅
ナビタイム
全国バスデータ整備プロジェクト ゆいま～る高島平

オーダーメイドのぬいぐるみ
「クリッチャ」

DESIGN OF TECHNIQUE & TRADITION

［技術・伝承デザイン］

SWANS E-NOX NEURON
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ウェアラブルチェア
アルケリス

ガジラ DS カッター

EXHIBITION
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グッドフォーカス賞［地域社会デザイン］

グッドフォーカス賞［復興デザイン］

［地域社会デザイン］は、地域社会の持続的発展や経済の

［復興デザイン］は、自然災害の復興に対して寄与する優

《ナラティブブック秋田》は、機能分化が進む医療現場に、

［復興デザイン］は、東日本大震災に関わるプロジェクト

情報共有プラットフォームを作る試みです。効率化を図る

号、天神復興住宅》は、官民が連携する「建物提案型復興

活性化に特に寄与すると認められたものに贈られます。
患者をケアする様々な職能の人がスマホや PC でつながる
ことを目的とせず、患者の思いを中心に置き、今後の終末
医療介護のあり方を問う姿勢が高く評価されました。台湾
の《The Gifted City》は、デザイナーが障害者と一緒に生

活用品を制作するソーシャルデザイン・プロジェクトで、
社会福祉を日常生活に組み込むことを目的としています。
墨田区にある《喫茶ランドリー》は、カフェの機能以外に

洗濯機やミシン、アイロンなどが設置された喫茶店で、

「私設の公民館」を構想の原点としています。本年度の
ファイナリストに残った《hanare》同様、街と場の関係性

をほどよい距離感でどう構築していけるが、地域に関わる
デザインの要点になっています。

れたデザインを表彰するものです。グッドフォーカス賞

が占めました。《釜石市の復興公営住宅（大町復興住宅 1

公営住宅買取事業」の最初の事例です。
「縁側」と呼ばれ

る幅 2m 以上の共用通路を外周に配したデザインにより、
住民同士の関係性に余白を設けているのが特徴です。
《釜
石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市立唐丹児
童館》は、津波の被害を免れた旧中学校の敷地内に防災拠
点にもなる小・中学校、児童館を集約し、地域再生のシン

ボルとしています。《福島アトラス》は、避難と復興状況
を市町村の垣根を超えて 1 冊にまとめる事でその全体像を
把握し、住民の生活再建の参考として役立てるための地図
作成活動です。今年開催されたヴェネツィア・ビエンナー
レ国際建築展・日本館にも出展されました。

DESIGN OF COMMUNITY DEVELOPMENT

［地域社会デザイン］

地域包括ケア支援システム
ナラティブブック秋田

City Service-car
The Gifted City

喫茶ランドリー

DISASTER RECOVERY DESIGN

［復興デザイン］

釜石市の復興公営住宅
（大町復興住宅 1 号、
天神復興住宅）
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釜石市立唐丹小学校・
釜石市立唐丹中学校・
釜石市唐丹児童館

福島アトラス
- 原発事故避難 12 市町村の復興を
考えるための地図集制作活動 -

EXHIBITION
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日本を代表するデザイン都市として、10 年以上にわたって都市の行政にデザインを反映させてきた

2018 年 2 月に神戸展実行委員会から本展ディレクターへの就任依頼を受けました。東京以外では初

して、あらためて心からの感謝を申し上げます。

考えたのは普段はデザインを意識しない方々にもデザインを身近に感じてもらえる機会を作ることで

神戸市において、最新年度のグッドデザイン賞受賞デザインを多くの皆様にご覧いただけたことに対

誰の身近にもある日用品から、人目に触れにくい部分で用いられるプロユースの製品、公共的な製品、
建築や施設、アプリケーションなど、私たちは「デザインされた対象」に取り囲まれて暮らしていま
す。そのような目に見える対象だけでなく、システムやサービス、何らかの目的を持った活動や「仕
組み」といった、目には見えなくても私たちの生活を成り立たせるために必要な部分にまで、デザイ
ンの力が発揮されるようになり、デザインはますます誰にとっても身近なものとなっています。

今回の企画では、最新のグッドデザイン・ベスト 100 やロングライフデザイン賞をはじめとする展示

めてとなる大規模なグッドデザイン賞展です。神戸でグッドデザイン賞展を開催するにあたり、まず
した。デザインやクリエイティブに関わる仕事をしている人だけでなく、多くの人に「デザインとは
何か？」を考えてもらうことが、ユネスコ創造都市ネットワークの「デザイン都市」である神戸の未
来を作ることになると思ったからです。

また、単なる巡回展としないためにも、神戸で活動しているデザイン関係者の方々と協力し、独自の
展示内容を作り上げる必要を感じました。結果として、身の回りにどういうデザインがあればいいか

議論を重ね、近年のグッドデザイン受賞対象からこれからの都市生活に求められるデザインを選び、
神戸展だけの展示内容「City of GOOD DESIGN」のコーナーを作ることができました。学生を対象

に加え、トークや模擬審査などの関連プログラムが展開されました。それらを通じて多様な領域に及

とした模擬審査では、グッドデザイン賞審査委員や事務局の方を講師に招き、大学生・高校生に実際

されているか、リアリティを伴ってお伝えできたように考えています。

戸芸術工科大学の学生たちと協働し、各週末にフレッシュな感性で受賞対象を来場者に伝えることが

ぶデザインの実例をご紹介いただけたことによって、デザインがいかに私たちの身の回りで広く活か

さらに、使う人の立場になって考え抜かれた結果生み出された美しさや、独創的な表現といった、デ
ザインならではの多彩な魅力も感じていただけたのではないでしょうか。

そして、City of GOOD DESIGN として、神戸独自の視点や課題意識に基づいて、歴代のグッドデザ

イン賞受賞作がテーマ立てられて紹介されたことも意義深い試みでした。よいデザインは、見る人や
使う人に、便利さや快適さをもたらすだけでなく、私たちが今まで知らずにいたことや、ものごとの
新たな見方、これまでにない可能性などに気付くきっかけも与えてくれます。神戸という地域に身近
なテーマのもとに示されたグッドデザインから、豊かな気付きが生まれたことを期待しています。

デザイン都市・神戸において、今後も行政と市民が共に手を携えながら、地域の社会、人々の豊かな
暮らしの基盤を築いていけるよう、課題の解決に向けた眼差しや、都市の未来への展望を描くための
意志と創造力が育まれていくためにも、今回の企画がいくらかでも寄与できるならば、日本デザイン
振興会としても喜ばしい限りです。

の審査会の雰囲気を体験してもらうことができたと思います。ギャラリートークのプログラムでは神
できました。残念ながら告知不足でしたが、市内のデザイン事務所に声をかけ、ささやかながらも
オープンスタジオを実現できたことも次につながる成果だったと思います。

これから更に、一人一人が能動的に生きることを考える時代になるのだろうと思います。その時代に
あって、どういう都市になってほしいか？ どういう神戸にしたいか？ ウキウキする未来とは？……

本展のグッドデザイン賞受賞対象から何かしらのヒントを得たとすればこんなに嬉しいことはありま
せん。私自身も本展の準備のため、神戸やデザインについて改めて考える中で多くの学びを得ること
ができました。

末尾になりましたが、貴重な機会を提供していただいた日本デザイン振興会をはじめ、審査委員の
方々、ご協力いただいた方々に感謝申し上げます。

神戸市クリエイティブディレクター
天宅

正

公益財団法人日本デザイン振興会理事長
大井
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C i t y of G OOD DESIG N
City of GOOD DESIGN 選考会

第 1 回：9 月 17 日（月）

シティ オブ グッドデザイン：未来のための 8 つの問い

－

グッドデザイン賞審査委員の伊藤香織さんを

お招きして、選考者の顔合わせを行いました。
それぞれの選考者には、事前にグッドデザイ
ン賞ウェブサイトで過去の受賞対象を調べて

デザインはそれぞれの時代において「豊かさ」や「便利な暮らし」を実現するた

いただき、初回の選考会の際に数件の候補を

めに、私たちの生活を形作ってきました。総人口に占める高齢者の割合が 27.3%

挙げてもらいました。それぞれの候補に対し

に達し、世界に先駆けて超高齢社会の現実と向き合っている現在、これからのデ

てお互いに意見交換を行いました。

ザインは高齢化がもたらす社会の変化と無関係ではいられません 。認知症の増
1

参加者：伊藤香織、久慈達也、小泉亜由美、

加や一人暮らしによる孤立に加え、都市のバリアフリー化や交通網の再整備も切

小泉寛明、島田陽、天宅正、中野優、村上豪

迫した課題です。一方、少子化による外国人労働者の受け入れや、都市と地方の

英、神戸市企画調整局産学連携課職員他

2 拠点居住などが都市に新たな多様性をもたらすものと予想されます。世代や障

がい、文化、価値観に関係なく、全ての人にとって都市が住みやすくあるために

第 2 回：9 月 25 日（火）

は「様々な人にとっての暮らしやすさ」が実装されている必要があるでしょう。

－

前回の各自の提案をもとに、まずキュレー

神戸市は 2008 年にユネスコ創造都市ネットワークの「デザイン都市」として認

ターが大まかなカテゴリー分けを行いました。

定され、今年 10 周年を迎えました。市民による活発な創造活動はもちろん、未

それを議論の叩き台として、都市の問題を考

来の問題を予見し、デザイン的な思考で対応に当たることも都市がデザインを掲

えるために必要なグッドデザイン賞受賞対象

げることの可能性です。超高齢社会を前に、デザインと私たちは、どのような暮

を選びだしていきました。ある程度まとまり

らしを確立できるのか。神戸ゆかりのデザイナーやまちづくりの実践者が、これ

が見えてくると、それぞれの項目で「足りな

からの都市の課題解決につながる製品やサービス約 30 点を選び出し、未来の暮

い 点」や「こ う い う 視 点 も あ る の で は」と

らしのヒントを考えました。

いった意見も生まれ、必要に応じてその場で
新たな受賞対象を追加していきました。

参加者：久慈達也、小泉亜由美、小泉寛明、

アドバイザー：伊藤香織（都市研究者／東京理科大学教授）

笹崎綾野、島田陽、天宅正、中野優、丸山僚

原田祐馬（審査委員／アートディレクター／ UMA / design farm 代表）

介、村上豪英、神戸市企画調整局産学連携課

セ レ ク タ ー：小泉亜由美（一般社団法人神戸ファーマーズマーケット）

職員他

小泉寛明（有限会社 Lusie）

笹崎綾野（神戸芸術工科大学准教授）
島田

陽（タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所）

第１回と第２回の議論を踏まえ、アドバイ

中野

優（株式会社ライフデザイン阪急阪神）

した。そこでいただいた意見や受賞対象も考

天宅

ザーの原田祐馬さんに内容を確認いただきま

正（神戸市クリエイティブディレクター）

慮し、「都市とデザイン」を考えるための 8

丸山僚介（デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO）

つのカテゴリーを設定し、展示する受賞対象

村上豪英（神戸モトマチ大学・アーバンピクニック）

を確定させました。

神戸市企画調整局 産学連携課 創造都市担当

1

28

出典：平成 30 年度版高齢社会白書
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移動できるとしたら？

できるとしたら？

得られるとしたら？

学べるとしたら？

誰もが適切に

《WHILL Model C》パーソナルモビリティ
WHILL 株式会社

受賞年度：2017 年

《阪堺電車 1001 形 堺トラム》超低床路面電車
阪堺電気軌道株式会社

受賞年度：2017 年

《タートル・タクシー》タクシー

《シカ踏切》侵入防止システム

近畿日本鉄道株式会社＋株式会社京三製作所

《移動スーパーとくし丸》移動スーパー
株式会社とくし丸

受賞年度：2014 年

受賞年度：2017 年

グッドデザイン・ベスト 100

《東北食べる通信》月刊誌
NPO 法人東北開墾

三和交通株式会社＋株式会社アイ・エム・ジェイ
グッドデザイン・未来づくりデザイン賞

誰もが健康的な食事を

受賞年度：2014 年

グッドデザイン金賞

《SEND》生産者支援プラットフォーム
プラネット・テーブル株式会社

受賞年度：2017 年

グッドデザイン金賞

受賞年度：2017 年

誰もが求める情報を

《コミューン シリーズ》ワイヤレス対話支援システム
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社
グッドデザイン・ベスト 100

受賞年度：2016 年

《さわれる検索》検索
ヤフー株式会社

ロフトワーク＋古市淑乃建築設計事務所

受賞年度：2017 年

い物難民」という社会課題に対し、地元スーパーが提供する商

るのか。知りたい情報に辿り着くための様々な道筋が用意され

動し、道端で出会えば、そのままカートの上で、立ち話ならぬ

「座り話」をしている光景を見た。そのまま図書館に入り、スー

仕組みが《移動スーパーとくし丸》だ。約 400 品目を積んだ

軽トラックが玄関先まで販売に来てくれるサービスは、まさに

パーで買い物をする。彼らの姿は未来の日本の希望に思えた。

「コンビニより、コンビニエンス（べんり）」。

車椅子が「必要な人」と「そうでない人」という垣根を超え、

《東北食べる通信》は、食べ物が一緒に届く月刊誌。生産者に

た《WHILL Model C》は、着実に実社会に浸透している。今

材だけでなく雑誌を通して、生産地と都市をつなぎ直そうとい

「セグウェイ」のようなパーソナルモビリティとして考えられ

年 9 月には約 50 億の資金調達に成功し、海外展開を加速する

予定だ。

乗り降りが容易な超低床路面電車《阪堺電車 1001 形 堺トラ

取材し特集記事を作り、収穫された土地の風景を掲載する。食

需要を予測することで、
「ホテルやレストランのシェフが希望

鹿と電車の接触事故のように、都市交通網が野生動物の生態系
に影響を及ぼすことも憂慮すべきこと。鉄分補給のため線路を
舐めにくる鹿に対し、これまでも様々な対策が講じられてきた

が、超音波により鹿の線路侵入を防ぐ《シカ踏切》は、時間に

よって超音波の発信を止めることで、列車運行時間外の鹿の横

置の確認ができる地図アプリがあれば安心して自然の中で遊べ

がある人でも、音声で検索すればデータベースから 3 D データ
を探し出し、立体物として出力してくれるオープンソースの仕

う生産者支援のプラットフォームだ。データ解析技術を用いて
する食材」と「生産者が作っている食材」の間の食い違いを減

らし、同時に、市場には出回らない規格外品などのフードロス

も減少させる。生産者に高い収益をもたらす SEND の仕組みは、

でもスマートフォンに搭載された G P S 機能を活用し、現在位
るだろう。

組みだ。難聴者に対してはワイヤレス対話支援システムの《コ

都市に住まう者にとって、自然と触れ合える環境は貴重だ。そ

環境を作るための機器は、すでに病院や公共施設等に取り入れ

野外で調理を楽しむのに打ってつけの製品である。間伐材を使

ミューンシリーズ》が有効。必要としている人に聞こえやすい
られている。

デザインやアートがバイオテクノロジーと結びつき新たな可能

動手段にバリアフリーが組み込まれていることが嬉しい。

て世代にとっても便利な移動を実現している。市民の身近な移

ている世界はきっと明るい。
《さわれる検索》は視覚に障がい

う。現在は、台湾を含め全世界 39 通信が刊行されている。

生産地と都市の流通に一石を投じたサービスが、
《SEND》とい

世はアウトドアブーム。山での遭難や道迷いも増えている。

《 YA M A P（ヤマップ）》のように、携帯の電波が届かない場所

一方で、
《BioClub Shibuya》のように、これまで学びの機会が

ム》は、高齢者や障がい者はもちろん、ベビーカーを押す子育

受賞年度：2014 年

力を失う。そういう人たちにとって都市はどれだけ優しくなれ

う試みである。購読者が現地へと足を運んだり、SNS を介して

生産者と食材を料理した人のコミュニティも拡がっているとい

《 YAMAP（ヤマップ）》インターネットサービス・アプリコンテンツ
グッドデザイン・ものづくりデザイン賞

し障がいや疾病を抱えて生きる可能性があるのだから。オラン

材を、個人事業主の販売パートナーが「移動販売車」で届ける

グッドデザイン・未来づくりデザイン賞
株式会社セフリ

加齢により視力や聴力が衰える。あるいは疾病により視力や聴

ダ・ロッテルダムの郊外を訪ねた時、高齢者が電動カートで移

受賞年度：2016 年

グッドデザイン・ベスト 100

受賞年度：2015 年

タクシーに乗ってコンビニに夕飯を買いに行く。それが地方の

高齢者の現実だと聞く。全国で 700 万人に達するとされる「買

株式会社カンセキ

社会福祉法人誠友会＋株式会社山﨑健太郎デザインワークショップ

高齢者や障がいを持つ人が気兼ねなく移動できる街であること
は、健常者にとっても暮らしやすいに違いない。誰もが老いる

《テンマクデザイン マキコン》ロケットストーブ

《はくすい保育園》保育園

受賞年度：2014 年

《BioClub Shibuya》バイオラボ

誰もが自然から

こで得られる体験も得難い。
《テンマクデザイン マキコン》は、
えば森の維持にもつながる。乾燥枝など周囲にある木材をその
まま使える仕様は災害時にも期待できる。

著しく限られていた内容が開かれ始めている。近年、海外では

自然から学ぶことは多い。であれば、
《はくすい保育園》のよ

性を示しているが、国内にもこのような施設があることは心強

覚が子どもたちの原体験に織り込まれるだろう。階段状の空間

い。大学や企業の研究施設を訪ねるのはハードルが高いとして
も、街中のコワーキングスペースなら顔を出してみようかとい

う気になるだろう。発酵食品や環境問題を扱う映画の鑑賞会、

うに、敷地を自然豊かな傾斜地にすれば、自然の中での身体感
は緩やかな仕切りとなりつつも、子どもたちに大きな段差を乗
り越える、という全身を使った体験を生み出す。

ファッションデザインなど様々なイベントが行われ、コミュニ
ティを形成している。

「儲からない」という理由で辞めていく農業従事者の希望であ
り、長期的には「食料危機」という望まぬ未来を遠ざける。

断を可能にした。お互いの移動性を確保した上で、人と動物が
ともに暮らすための仕組みだ。

《タートル・タクシー》は、神奈川・西東京を拠点にする三和交
通の一風変わった取り組み。乗車したタクシーのスピードが速
すぎて怖い思いをした経験は誰にでもあるだろう。
「お腹に子ど

もがいるから」
「体調が悪いから」丁寧に運転してほしい。そん
な希望に応えるために、ボタン一つで運転手に「ゆっくり走っ
てほしい」と伝えられるサービスを行っている。技術革新だけ
が幸せな未来をもたらすものではないことを改めて実感する。
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6

7

8

できるとしたら？

活かせるとしたら？

見つけられるとしたら？

楽しめるとしたら？

誰もが創造的な働き方が

《Good Job! Center KASHIBA》障害福祉サービス事業所

社会福祉法人わたぼうしの会＋一級建築士事務所 大西麻貴 + 百田有希 / o＋h
受賞年度：2017 年

グッドデザイン・ベスト 100

受賞年度：2017 年

《CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ》創造教育プログラム
デザイン・クリエイティブセンター神戸＋神戸市
グッドデザイン・ベスト 100

《HELLO GARDEN》「自ら考え生み出す暮らし」を探る実験広場
株式会社マイキー＋HARAPECO LAB.＋(un)ARCHITECTS

受賞年度：2017 年

受賞年度：2016 年

《Smart Parking Peasy》スマートパーキング
株式会社 NTT ドコモ

《ストアカ》まなびのマーケット
ストリートアカデミー株式会社

誰もが都市の可能性を

受賞年度：2017 年

グッドデザイン特別賞［未来づくり］

《コミュニティステーション東小金井》地域共生型商業施設
株式会社 JR 中央ラインモール＋株式会社リライト
グッドデザイン特別賞［地域づくり］

受賞年度：2016 年

誰もが新しい関係性を

《B`s・行善寺》福祉施設
社会福祉法人佛子園

受賞年度：2017 年

グッドデザイン特別賞［地域づくり］

《トーコーキッチン》入居者向け食堂サービス
有限会社東郊住宅社

受賞年度：2016 年

グッドデザイン特別賞［地域づくり］

《 &（安堵）》永代供養墓
手紙寺證大寺

受賞年度：2017 年

グッドデザイン金賞

誰もが生きることを

《COGY》車椅子
株式会社 TESS

受賞年度：2016 年

グッドデザイン金賞

《チャイルド・ケモ・ハウス》診療所

株式会社手塚建築研究所＋公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金ほか
受賞年度：2015 年

《髪の毛で音を感じる新しいユーザインタフェース「Ontenna」
》
音知覚装置

富士通株式会社

受賞年度：2016 年

グッドデザイン特別賞［未来づくり］

《Good Job! Center KASHIBA》は、障がいのある人と一緒に

都市のポテンシャルは空白地にこそ現れる。中心部はコイン

同性愛を公言する著名人、同性婚に対応する結婚式場も以前ほ

「あきらめない人の車いす」がコンセプトの《COGY》は、
「足

ぽぽの家」は障がいのある人の創造性を芸術作品や仕事につな

現地に行ってみるまでは空き状況も分からない。これまで大き

「戸籍を同じくする一族で墓を守る」という従来の考え方では

のリハビリ用に開発された。右足を動かすと左足が動くという

る。商品開発やワークショップを行う「工房」、地域の人も利

《Smart Parking Peasy》だ。I oT センサーを組み込んだ簡易な

ちを提案するが、そこには同性同士も含まれる。少子化と価値

「ショップ」、その商品を全国へ流通させる「ストックルーム」

た。スマートフォン操作での予約、クレジットカードからの自

これからの働き方について考えるための場所。事業主の「たん

げる活動を行なってきた。本センターはその新たな拠点であ
用できる「カフェ」
、各地の福祉施設で作られた商品が並ぶ

など、様々な「つながり」を生み出すための機能を備えた空間
となっている。

誰もが先生になれる可能性を拓いたのは、
「学びのマーケット」

を掲げる《ストアカ》
。バック転や YouTuber になる方法など、
従来の市民講座にはないユニークな講座が登録されている。ス
キルを持った「教えたい」個人と「教わりたい」個人をマッチ
ングするサービスは、これまでは「仕事」にならなかったジャ

ンルの扉を開き、多様な「働き方」を可能にするかもしれない。
一方、神戸市の創造教育プログラム《CREATIVE WORKSHOP

ちびっこうべ》は、デザイナー・建築家・シェフといった専門
家と子どもたちがお互いの良さを出し合って「共に作る」とい
う体験を生み出すプログラム。2012 年から 2 年に 1 度、これ

パーキングが不足し、駐車場を見つけるのも一苦労。その上、
な変化がなかったコインパーキングの仕組みを刷新するのが、
装置で設置コストを下げ、遊閑地の有効活用への道筋を拓い
動精算など、現代に相応しいカーライフ・サポートといえる。
郊外の高架下という遊休地をパブリックスペースへと変えた

ど珍しいことではなくなった。そんな時代に、
《&（安堵）》は
なく、夫婦・恋人・友人など幅広い関係に開かれた墓所のかた

の多様化により、
「死」のデザインにも新たな関係性が築かれ
つつある。

《トーコーキッチン》は、カードキーでのみ開くドアが設置さ
れた入居者向けの食堂。朝食 100 円、昼食・夕食 500 円とい

《コミュニティステーション東小金井》は、物販、飲食店、フ

う圧倒的なリーズナブルさを誇るだけでなく、入居者の健康的

る商業施設。企画から運営までを自主的に行う体制を構築する

者も利用できる点。食堂サービスを通して、入居者の人間関係

リーペーパーライブラリ、イベントスペースなどから構成され
ことで取り組みの持続性を高めている。一方で、実験広場を名

乗る《HELLO GARDEN》は、街の中の使われていない私有地

な食生活を支える。ユニークなのは、カードキー所有者の同行
のお手伝いもしている？

を「都市のスキマ」と捉え、暫定的な利用を試みる。菜園と

従来の福祉施設とは全く異なる発想で、
「ごちゃ混ぜ」の街の

も生み出す。これらの取り組みをみると、都市には様々な形の

設《B`s・行善寺》。高齢者デイサービスに保育園、内科クリ

オープンスペースをつくり、公共公園ではできない遊びの体験
「空き地」があり、使われることを待っているように思う。

までに 4 回開催された。多様な職能に触れながら、子どもたち

賑わいや豊かさを取り戻そうとするのは、お寺が母体の福祉施
ニック、天然温泉、食事処、プール、フラワーショップ等々が

こぎ」式の車椅子。脊髄損傷などにより下半身がマヒした患者
身体の自動反射を利用し、歩行が困難な方にもう一度自分の足
で動ける喜びを提供する。

《髪の毛で音を感じる新しいユーザインタフェース「Ontenna」》
は、ヘアピンのように髪の毛に装着する知覚装置。ろう者に

とって「音のアンテナ」となる製品だ。30 ～ 90 d B の音圧を
256 段階の振動と光の強さに変換する。音源をリアルタイムに

変換するため、音のリズムや大きさを感じとることができる。
ポートアイランド（神戸市）にある《チャイルド・ケモ・ハウ
ス》は、小児がんの子どもたちが家族と共に治療に専念するこ

とができる「家のような病院」
。病院と自宅が離れ離れでは、
子どもはもちろん、家族の負担も大きい。子どもたちを笑顔に
する建築は、ウイルスや細菌、カビなどの侵入を防ぎ、治療環
境として望まれる高い清浄度を実現している。

併設され、施設全体が障がい者の就労支援の場となっている。

は自分たちで考え、工夫し、オリジナルな「夢のまち」を作り
上げる。2017 年 KIDS DESIGN AWARD 受賞。

GOOD DESIGN
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EXHIBITION
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G OOD DESIG N H Y OG O

GOOD DE S I GN L I BRARY

兵庫のグッドデザイン

グッドデザインライブラリー

兵庫県内企業や団体によるグッドデザイン賞受賞対象を紹介しました。

神戸が「デザイン都市」に認定された 2008 年から 2017 年までの『GOOD DESIGN AWARD 年鑑』ほか、

出展企業・団体名（順不同）
：
兵神装備株式会社

株式会社吉住工務店
剣菱酒造株式会社
神東地所株式会社

大和船舶土地株式会社
株式会社神戸新聞社

2017 年度都道府県別受賞件数：
北海道

4

岩手県

7

青森県

5

宮城県

10

山形県

2

秋田県

0

福島県

12

栃木県

3

茨城県
群馬県
埼玉県
千葉県

36

展示内容に関連する書籍を集めました。

2

3
25
9

東京都

578

新潟県

29

石川県

11

山梨県

1

神奈川県 59
富山県
福井県

9

11

長野県

14

静岡県

35

岐阜県
愛知県
三重県

10

47
3

滋賀県
京都府

4
24

大阪府

199

奈良県

4

兵庫県
和歌山県
島根県
鳥取県
岡山県

20

4
1
0
3

広島県

14

徳島県

2

山口県

2

香川県

4

高知県

2

愛媛県

0

福岡県

20

長崎県

1

佐賀県
熊本県
大分県
宮崎県

鹿児島県
沖縄県
海外

2

8
3
0
0
1
289

万人のためのデザイン（エレン・ラプトン／BNN 新社／2015）

あたらしい「路上」のつくり方 実践者に聞く屋外公共空間の活用ノウハウ（影山祐樹／ DU BOOKS ／2018）
エリアリノベーション：変化の構造とローカライズ（馬場正尊／学芸出版社／2016）

インクルーシブデザイン：社会の課題を解決する参加型デザイン（ジュリア・カセム／学芸出版社／2014）
The HIGH LINE（James Corner Field Operations／Phaidon Press／2015）
ひとり空間の都市論（南後由和／ちくま新書、筑摩書房／2018）

60VISION ロクマルビジョン 企業の原点を売り続けるブランディング（ナガオカケンメイ／美術出版社／2008）

WeOwnTheCity—世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり方（フランチェスカ・ミアッツォ／フィルムアート社／2015）
世界を変えるデザイン―ものづくりには夢がある（シンシア・スミス／英知出版／2009）
目の見えない人は世界をどう見ているのか（伊藤亜紗／光文社新書／2015）
絵ときデザイン史（石川マサル／MDN／2015）

ユニバーサルデザインの教科書（中川聰／日経 BP 社／2015）

参考：2017 年公益財団法人日本デザイン振興会年次報告書

EXHIBITION
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開会式 & 内覧会

GOOD DESIGN AWARD 神戸展

PROGRAM

2018. 11 . 22
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日
会

開会式 & 内覧会

時：11 月 22 日（木） 14:00 ～14:30（記者内覧会 13:00～）
場：神戸ファッション美術館

Thu. 開会式 & 内覧会

開幕

23

Fri.

25

Sun. グッドデザイン模擬審査（大学生対象）

29

Thu. 館外クロストーク「良いものをつくる良いデザイン」

30

Fri.

館外クロストーク「都市の忘れものーデザインがその土地でできること」

12 . 1

Sat.

ギャラリートーク「ウキウキ、デザイン都市」

8

Sat.

記念講演会「美しいものごとーグッドデザインがもたらす可能性」

9

Sun. グッドデザイン模擬審査（高校生対象）

記念講演会「皆で良くしていくデザイン―総合力が生むグッドデザイン」

14

Fri.

市内オープンスタジオ

15

Sat.

グッドデザイン模擬審査（大学生対象）

24

Mon. 閉幕

グッドデザイン賞関係者交流会「LONG LIFE BAR」

関係者並びに展示にご協力いただいた方々総勢 124 名にご出席いただき、開会式
および内覧会を開催しました。2018 年の GOOD DESIGN AWARD 大賞を受賞した

「おてらおやつクラブ」の福井良應副住職から、プロジェクトについてスピーチ
いただいたのち、日本デザイン振興会、神戸市会議長、主催者によるテープカッ
トで開会を祝いました。

市内オープンスタジオ

PROGRAM
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記念講演会

「皆で良くしていくデザイン―総合力が生むグッドデザイン」
齋藤精一（審査副委員長／株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長）

日
会

時：11 月 23 日（金・祝） 14:00 ～ 15:30

場：神戸ファッション美術館 4 階第 1 セミナー室

記念講演会

「美しいものごと―グッドデザインがもたらす可能性」
柴田文江（審査委員長／有限会社デザインスタジオエス代表）

日

会

時：12 月 8 日（土） 14:00 ～ 15:30

場：神戸ファッション美術館 4 階第 1 セミナー室

参加者：70 名

参加者：98 名

グッドデザイン賞審査副委員長の齋藤精一さんをお迎えし、デザインの現状や

2018 年のグッドデザイン賞審査委員長を務めた柴田文江さんをお迎えし、グッ

位置についてお話いただきました。モノからコトへと移り変わってきたデザイン

自身が手がけられた製品やプロジェクトをもとにお話いただきました。参加者か

グッドデザイン賞の展望、そして代表を務める株式会社ライゾマティクスの立ち
の歴史を振り返りながら、現在は「社会の豊かさ」の実現につながるデザインが
求められていることが確認されました。展示初日のオープニングトークに相応し
く、グッドデザイン賞の意義を改めて理解する時間となりました。

40

ドデザイン賞の評価に対する考え方はもちろん、デザイナーとしての考え方をご
らは「グッドデザイン賞のどういうところが評価されているのかがわかった」

「社会に対するデザインの解決策や今の美しさが分かって、モノの見方が変わっ
た」というコメントが寄せられました。

PROGRAM
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館外クロストーク

「良いものをつくる良いデザイン」（神戸市工業課「CROSS」第 11 回）

鈴木啓太（審査委員／ PRODUCT DESIGN CENTER 代表取締役）× 寳角光伸（審査委員／有限会社寳角デザイン代表取締役）

館外クロストーク

「都市の忘れもの―デザインがその土地でできること」
岩佐十良（審査委員／株式会社自遊人代表取締役）

ナビゲーター：秋元淳（公益財団法人日本デザイン振興会）

天宅正（神戸市クリエイティブディレクター）

日

日

会

時：11 月 29 日（木） 17:00 ～ 19:00

場：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）1F カフェ

参加者：41 人

会

時：11 月 30 日（金） 19:10 ～ 21:10

場：デザイン・クリエイティブセンター神戸（K I I TO）1F カフェ

参加者：31 人

神戸市工業課が開催しているトークシリーズ「CROSS」がグッドデザイン賞の

新潟県南魚沼市で旅館「里山十帖」を運営する岩佐十良さんをゲストに迎え、神

お迎えし、日本デザイン振興会の秋元淳さんの進行で、それぞれがデザイナーと

てうかがいました。『自遊人』の編集から「里山十帖」のオープンに至るまでの

関連イベントとして開催されました。審査委員の鈴木啓太さんと寳角光伸さんを
して大切にしている「ものづくりのスタンス」についてうかがいました。「こど
もでも絵を描けるようなシンプルさ」や「過去に何がつくられてきたかという歴
史」を大事にする一方で、「そもそも作る必要があるのか？」についても考える
という指摘に、参加された多くの方が頷いていました。

42

戸市クリエイティブディレクターの天宅正さんが土地とデザインの関係性につい
経緯を軽やかに語る岩佐さんのトークによって、終始和やかな雰囲気の中での進
行となりました。その「土地独自の価値を発見すること」と「住んでいる人々が
それに気が付くこと」が大切だという指摘は、地方創生が叫ばれる現状におい

て、地元の人を巻き込みながら、しっかりと地に足をつけた活動こそ重要である
というメッセージとなりました。

PROGRAM

43

模擬審査

グッドデザイン模擬審査

デザインを見る視点を養うことを目的に、学生向けにグッドデザイン賞の審査過

程を体験する模擬審査を実施しました。2018 年の「グッドデザイン・ベスト 100」

の中から、3 点を個人やグループで選び出しました。

模擬審査に先立ち、グッドデザイン賞事務局よりグッドデザイン賞についての説
明があり、練習として消しゴム等の日用品を審査してみました。はじめは製品に
対して批判的になりがちでしたが、
「グッドデザイン賞では良い面を探す」という

視点を伝えられてからは、それぞれに製品が持つポジティブな要素を探し出そう

としていました。それによって、それまで見えなかった点にも視野が広がりました。
「グッドデザイン・ベスト 100」の模擬審査では、100 点の受賞対象をグループで
分担しながら資料を読み込み、実際に展示品を前にして観察しながら「考えて選
ぶ」ことを何度も繰り返しました。途中、講師のアドバイスも受けながら、参加
者は自分なりの視点で受賞対象を評価することができました。

日

時：11 月 25 日（日） 10:00 ～ 17:00

講

師：原田祐馬（審査委員／ UMA / design farm 代表）、グッドデザイン賞事務局

対

象：大学生

参加者：4 人
日

時：12 月 9 日（日） 13:00～15:30

講

師：グッドデザイン賞事務局

対

象：高校生

参加者：15 人
日

時：12 月 15 日（土） 10:00～17:00

講

師：原田祐馬（審査委員／ UMA / design farm 代表）、服部滋樹（審査委員／gra f 代表）、

対

象：大学生

グッドデザイン賞事務局

参加者：11 人

44
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模擬審査
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PROGRAM
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ギャラリートーク

学生ギャラリーツアー

「ウキウキ、デザイン都市」

学生ギャラリートーク

伊藤香織（審査委員／東京理科大学教授）、原田祐馬（審査委員／ UMA / design farm 代表）、

協力：神戸芸術工科大学

日

日

時：11 月 24・25 日／ 12 月 1・2 日、8・9 日、15・16 日、22・23・24 日

会

場：神戸ファッション美術館展示室内

天宅正（神戸市クリエイティブディレクター）、久慈達也（本展キュレーター／ DML）

会

時：12 月 1 日（土） 17:00 ～ 17:50

場：神戸ファッション美術館展示室内

参加者：約 15 人

参加無料

「City of GOOD DESIGN」は、グッドデザイン賞の過去の受賞対象の中から、都市

生活にとって有益と思われるものや都市の課題を考える上で示唆に富むものを有
識者が選び出す神戸展独自の企画でした。その展示内容を解説するギャラリー

トークでは、選考の過程に立ち会った 4 人の関係者が、会場の展示を前に「都市

会期中の土・日

14:00 ～ 15:00

神戸芸術工科大学の協力により、プロダクトデザイン・インテリアデザインコー
スの学生たちが「グッドデザイン・ベスト 10 0」の中から独自の視点で選んだ受

賞対象約 10 点をピックアップし、ツアー形式で解説しました。

とデザイン」について来場者と一緒にもう一度考える機会になりました。
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関連ワークショップ
参加学生のコメント

私たちが普段利用している日用品から兵庫県内のデザインまで展示内容は幅広

かったので、ギャラリートークの事前準備をとおして、ふだん興味を持つことが

100 円ワークショップ「My マークを作ろう！」

なかったモノ・ゴトに目を向け、自分の考えを見直す機会となりました。ギャラ
リートークでは、参加していただいた方々からの想定を超えた意見や反応を学生
の立場ながらもうかがえたことはすごく刺激的でした。学外でのトークイベント
ということで自身の一言一言に対する言葉の重さや責任感を感じ、決められたタ

日

になりました。

参加者：11 月 23 日 40 人、12 月 1 日 66 人、12 月 8 日 77 人

イムスケジュール内での導線やトーク構成を含めた全体をマネジメントする機会

会

時：11 月 23 日（金・祝）／ 12 月 1 日（土）
、8 日（土）
場：神戸ファッション美術館エントランスロビー

小林優也（プロダクト・インテリアデザイン学科 4 年／当時）

ギャラリートークをやってみて、伝えることの難しさを感じました。自分は口下
手で人前だとあがりやすいため、説明が煩雑になり伝えたい点が伝わらないこと
がよくあると思っています。そのため、作品を数点取り上げその作品について説
明するという条件はかなり難しく感じました。グッドデザイン賞自体は昨年も目
を通していましたが、このような機会がなければここまで本腰を入れて勉強をし
なかったのではないかと感じます。本番までの数週間はサイトなどで勉強し、本
物に触れるため会場にも数回足を運びました。ギャラリートーク当日は、序盤パ
ニックになってしまい、少し説明が不足した部分もありました。ピックアップし
た作品の一番伝えたいことを伝えるように努力はしましたが、十分なトークだっ
たとは言い難いかなと感じます。知識や語彙を深めることで、より説得力のある
トークができたなと反省し、また場数を踏むことも大切だなと思いました。一方
でギャラリートークを受けて、普段の製品の見方や考え方からさらに一歩踏み込
むような癖がついたように思います。

瀬野雄介（プロダクト・インテリアデザイン学科 3 年／当時）
申込不要で来場者が気軽に参加できるワークショップを全 3 回、開催しました。
オリジナルのシンボルマークで缶バッジやキーホルダーを制作しました。
学生スタッフ：

嵐萌希、上田皓、幸福咲実、小林優也、瀬野雄介、田島浩樹、田中志歩、
田邊莉沙、戸田彪芽、仲村優希、福井月子、松村茉由子
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関連イベント

連動企画：オープンスタジオ

「デザイン都市 10 周年」を祝して、市内のデザイン事務所やクリエイティブ関連

施設のオープンスタジオを実施しました。参加事務所や施設には本展のロゴマー
クが掲示され、来場者にはデザインの成果物や普段の仕事の様子をご覧いただき
ました。

株式会社神戸デザインセンター

灘高架下

Storage books, art & design「Good Design Award ブックフェア」

12 月 15 日（土） 11:00～19:00

12 月 15 日（土） 12:00～20:00

オープンスペース DEP. 展示「My Good Design Work」

12 月 14 日（金） 9:00～19:00
参加企業：

家具工房アートワークス
Magical Furniture
ANCHOR BRIDGE
Cultivate Industry
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関連イベント

LONG LIFE BAR

オープンスタジオの会場の一つ COCCA をお借りして、グッドデザイン賞展関係

者交流会を開催しました。グッドデザイン賞にちなんだ企画ということで、ロン
グライフデザイン賞を受賞した食品・酒類のみで宴席を構成しました。オープン
スタジオに参加した作家・デザイナーはじめ市役所職員や主催企業関係者など多
くの方にご参加いただきました。
日
会

デザイン・クリエイティブセンター神戸 KIITO

フリースペース「COCCA」

12 月 15 日（土） 10:00～19:00

12 月 15 日（土） 13:00～18:00

12 月 14 日（金） 10:00～19:00
参加入居者：

時：12 月 14 日（金） 19:00～

場：フリースペース「COCCA」

12 月 14 日（金） 13:00～22:00

NPO 法人プラス・アーツ

両備ホールディングス（株）

株式会社フィリーズギャラリー
株式会社デザインヒーロー

ティーハウス建築設計事務所
MAQ LAB KOBE

kuyo design works.

アートワークスタジオ
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GOOD DESIGN AWARD 神戸展関係者一覧 （2018 年 11 月現在）

実行委員
委 員 長

門野隆弘（神戸新聞社／地域活動局長）

副委員長

馳川潤哉（神戸市／企画調整局産学連携担当部長）

副委員長

入江智美（神戸新聞社／地域活動局次長兼事業部長）

副委員長
委

員

委

員

委

員

委

員

監

事

事務局長

前島紳作（神戸ファッション美術館／副館長）

山本亮子（神戸市／企画調整局政策企画部創造都市担当課長）
天宅

正（神戸市クリエイティブディレクター）

仲井雅史（神戸ファッション美術館／学芸部長）

養父尚三（神戸新聞社／地域活動局事業部担当部長）
木村悦子（神戸新聞社／地域活動局事業部次長）

メインシンボル

中村大知（神戸新聞事業社／営業二部長）

総合ディレクター
天宅正

キュレーション・空間構成
久慈達也（DML）

広報・宣伝

記念講演会・トークイベント登壇者

ギャラリーツアー

上達弘明（神戸市）

齋藤精一（審査副委員長／株式会社ライゾマティクス 代表取締役社長）

プロダクト・インテリアデザイン学科学生

高槻麻帆（神戸市）
佐藤愛（神戸ファッション美術館）
株式会社 TM オフィス

柴田文江（審査委員長／有限会社デザインスタジオエス代表）
岩佐十良（審査委員／株式会社自遊人代表取締役）

鈴木啓太（審査委員／ PRODUCT DESIGN CENTER 代表取締役）
寳角光伸（審査委員／有限会社寳角デザイン代表取締役）
秋元淳（公益財団法人日本デザイン振興会）

グラフィックデザイン

什器制作

近藤聡（明後日デザイン制作所）

HIROYUKI IKEUCHI STUDIO

グッドデザイン模擬審査講師

照明

服部滋樹（審査委員／gra f 代表）

天宅正

企画・構成

大谷竜輝（神戸新聞社）
中村有里（神戸新聞社）

大江雅人（神戸新聞事業社）
運営・管理

財部賢一（神戸ファッション美術館）
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BABATA WOOD DESIGN

株式会社テクニカル・アート
電気工事

株式会社ユニオンアルファ

原田祐馬（審査委員／ UMA / design farm 代表）
グッドデザイン賞事務局

神戸芸術工科大学

嵐萌希、上田皓、幸福咲実、小林優也、

瀬野雄介、田島浩樹、田中志歩、田邊莉沙、
戸田彪芽、仲村優希、福井月子、松村茉由子
100 円ワークショップ

株式会社デザインヒーロー
撮影

岩本順平（ DOR）

City of GOOD DESIGN アドバイザー

伊藤香織（審査委員／東京理科大学教授）

原田祐馬（審査委員／ UMA / design farm 代表）
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出展受賞対象リスト

GOOD DESIGN AWARD 2018 BEST 100 （p.18 - 22 に掲載分以外）

TouchFocus

軽く開けるクリップ

Qoobo

歩行トレーニングロボット

ボーカロイドキーボード
VKB-100

Pigeon

フロムノーフエア

Panasonic

「エアかる」

デジタルミュージック
プレーヤー

密閉型インナーイヤー

歯科用チェアユニット
スペースライン EX

海水のミネラルから生まれた

ロビーチェア

業務用冷蔵庫・冷凍庫・

紀の国住宅・きの家

オフィス防災備蓄システム
PARTS-FIT

ジョセフジョセフ
クラッシュボックス

上池台の住宅
いけのうえのスタンド

町営住宅河和第二団地

仮設 HUB 拠点

西名古屋火力発電所 7 号系列

オフィスビル
コープ共済プラザ

9°（クド）U90、U150

SELECT100 ボウル

かまどさん電気

オフィスビル
荒川ビル

スターバックス
パブリックスペース
リージョナルランドマークストア てつみち

台中国家歌劇院

久保田

デジタルスチルカメラ

スピードライト

CineAlta VENICE（MPC-3610）

LG

GVIDO｜グイド

STICK

Asean Electric Breast Pump

DMP-Z1

Panasonic
リショーネ Plus

XPN-S10601

Smartmi Evaporative humidifier

NR-F604WPX-H

HP Spectre

シリーズ

Ultrawide uhd monitor
34WK95U]

DSC-RX0

Cinebeam Laser 4K Projector
HU80K

モスト

American Standard

星野リゾート OMO5 東京大塚

小型オフロード消防車
RED LADYBUG

Rig Dog Xtreme Impact Glove
Honeywell

3M™ PELTOR™ ProTac™ III
騒音制御型イヤーマフ
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470EX-AI

レシーバー
IER-Z1R

N-VAN

燃料電池バス
SORA

人協働ロボット
COBOTTA

X 線画像診断装置
FUJIFILM DR CALNEO Dual

newspapers
The Affairs

洋服の仕立て直しサービス
ループケア

イノベーティブプラスチック
NAGORI 樹脂

- まちへの新しい挨拶の形 -

冷凍冷蔵庫

雪峰

渋谷 PARCO

建て替え工事仮囲い ×
AKIRA ART WALL

国際空港のガチャ売り場デザイン SMAiLEE ～ SMA 患者さんとご家族・ ぬいぐるみ病院
JAPANESE CAPSULE TOY GACHA 医療関係者のコミュニケーション
サポートアプリ～

電子契約

組織改善クラウドサービス

災害医療支援電子システム

身体で聴こう音楽会

Lyu-Chuan of Taichung City

クラウドサイン

マルチタスクオペレーションの はじめてばこキャンペーン
活性化
ワーキングポイントプロジェクト

Xmas’ T (RE) e Nursery
AaaM Architects

アルブロード 23NP

被曝の森のライブ音
プロジェクト

モチベーションクラウド

J-SPEED+

マルチモーダル生体認証

「Bio-IDiom

バイオ イディオム」

農園応援 山形かわにし紅大豆

石巻・川の上プロジェクト第 2 期
「耕人館」&「たねもみ広場」
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出展受賞対象リスト

LONG LIFE DESIGN AWARD

2018 年受賞対象 + 過去の受賞対象

《GX シリーズ（代表機種 :GX200）》汎用エンジン 本田技研工業 《雪印メグミルク 6 P チーズ》チーズ 雪印メグミルク 《Suica》I C カード乗車券 東日本旅客鉄道

《G 型しょうゆさし》しょうゆさし 白山陶器 《サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ》無菌包装米飯 佐藤食品工業 《スクラップブック D》スクラップブック コクヨ
《チップスター》成型ポテトチップス ヤマザキビスケット 《キャンバスオールスター》シューズ コンバースジャパン 《ゴジラ》キャラクター 東宝 《チキンラー
メン》インスタントラーメン

日清食品 《プラレール》鉄道玩具

日産自動車 《はらぺこあおむし》絵本

タカラトミー 《機動戦士ガンダムシリーズ》アニメーション作品

偕成社 《ニューボトル缶》ボトル缶 大和製罐 《
「お茶づけ海苔」ほか

オインタナショナル 《スコッチ・ブライト抗菌ウレタンスポンジたわし》スポンジたわし

サンライズ 《キューブ》乗用車

日本電波塔

共和 《セメダイン C》

工作用接着剤 セメダイン 《ぺんてる修正液》修正液 ぺんてる 《ニベアクリーム》スキンケアクリーム ニベア花王 《コクヨ伝票》伝票 コクヨ 《エネループ》充

電式ニッケル水素電池 パナソニック 《化粧石鹸カウブランド赤箱》化粧石鹸 牛乳石鹸共進社 《写ルンです》レンズ付きフィルム 富士フイルム 《関西ノート B5
学習帳》神戸ノート

関西ノート 《キューピーマヨネーズ》マヨネーズ

GOOD DESIGN, GOOD FASHION

キユーピー 《ディスペンパック》ディスペンパック ディスペンパックジャパン

ングス 《エクリア リフリー》家庭用低周波治療器

フロンティア 《伊勢丹マクミラン / イセタン》紙手提袋

エレコム 《TIN BREATH》アクセサリー

ナガエプリュス 《ブルーシードバッグ》バッグ

未来のための 8 つの問い

《WHILL Model C》パーソナルモビリティ WHILL 《タートル・タクシー》タクシー 三和交通 + アイ・エム・ジェイ 《阪堺電車 10 01 形 堺トラム》超低床路面電車
阪堺電気軌道 《シカ踏切》侵入防止システム 京三製作所 《移動スーパーとくし丸》移動スーパー とくし丸 《東北食べる通信》月刊誌 東北開墾 《SEND》生産者
支援プラットフォーム プラネット・テーブル 《コミューンシリーズ》ワイヤレス対話支援システム ユニバーサル・サウンドデザイン 《さわれる検索》検索 博報堂

ケトル 《BioClub Shibuya》バイオラボ

アプリコンテンツ

古市淑乃建築設計事務所 《テンマクデザイン

セフリ 《はくすい保育園》保育園

マキコン》ロケットストーブ

カンセキ 《YAMAP》インターネットサービス・

山﨑健太郎デザインワークショップ 《Good Job! Center KASHIBA》障害福祉サービス事業所

マイキー 《コミュニティステーション東小金井》地域共生型商業施設

三越伊勢丹ホールディ

BRIDGE KUMAMOTO

TESS 《ontenna》音知覚装置
ス製紙機

わたぼうしの会

リライト 《Smart Parking Peasy》スマートパーキング

シン

富士通デザイン 《チャイルド・ケモ・ハウス》診療所

手塚建築研究所 《LIMEX 名刺》名刺

TBMa 《PaperLab A-8000》乾式オフィ

セイコーエプソン 《Lipton Fruits in Tea》リプトンティータンブラ ハッピーアワーズ博報堂 《カバーステッチ専用ミシン》家庭用カバーステッチ専用ミ

ブラザー工業 《ジャックオーランタン型のゴミ袋》ゴミ袋

電通東日本 《シェアフルーツ》桃

伊達水蜜園 《キュリオスマートロック》スマートロック

Qrio

《KAKAXI》農地モニタリングデバイス KAKAXI Inc. 《KOBE パークレットの取り組み》パークレット 神戸市建設局ほか 《断層用鋼管》鋼管 JFE エンジニアリング
《ビジョンパーク》病院

NEXT VISION

特別出展：《RC-10K》自動式電気釜
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神戸新聞

NTT ドコモ 《B's・行善寺》福祉施設 五井建築研究所 《トーコーキッチン》入居者向け食堂サービス 東郊住宅社 《& 安堵》永代供養墓 證大寺 《COGY》車椅子

メディカルウェア フォーク 《ジュニア用軟式プロテクター・BPP570》野球用プロテクター アシックス 《軽量 かるさらバスローブ》バスローブ ニトリ 《KASANE
A-rue 《Room’s》スリッパ

吉住工務店 《保月の家》併用住宅（オフィス＋

神東地所 《石垣の上に建つ鉄骨の家》賃貸住宅（リノベーション） 大和船舶

土地 《BELL TREE 御幸通》集合住宅（賃貸住宅） 大和船舶土地 《避難所もっとより良く非常袋 # 並べる防災》防災

え生み出す暮らし」を探る実験広場

グッドデザイン、グッドファッション

ASTRUCT 《ズッキン 2》作業用帽子

剣菱酒造 《ラテラッセ大手町》分譲テラスハウス

《ちびっこうべ》創造教育プログラム デザイン・クリエイティブセンター神戸 《ストア力》まなびのマーケット ストリートアカデミー 《HELLO GARDEN》
「自ら考

《ストレスフリーアクティブ学校制服》学校制服 菅公学生服 《デサント オルテライン 水沢ダウンジャケット シャトル》ダウンジャケット デサント 《ジップスクラブ》
apron》 エプロン

住宅） 吉住工務店 《剣菱》日本酒

City of GOOD DESIGN

三菱鉛筆 《デュラレックスピカルディーシリーズ》グラス ジ

住友スリーエム 《オーバンド》輪ゴム、ゴムバンド

兵神装備 《篠山市北新町みずほの家・ななつ星》ノーマライゼーションの実現

《小型ポンプ組立・運転ルーム》工場

お茶づけレギュラーシリーズ》食品 永谷園 《駅す

ぱあと》ソフト・アプリケーション ヴァル研究所 《アサヒ スーパードライ》ビール アサヒビール 《東京タワー》東京タワー

《アラビックヤマト》液状のり ヤマト 《カップヌードル》インスタント麺 日清食品 《 ユニ 》鉛筆

兵庫のグッドデザイン

GOOD DESIGN HYOGO

東京芝浦電気（現株式会社東芝） 選定年度：1958 年

所蔵：公益財団法人日本デザイン振興会
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編集後記

本展のために 2008 年前後からグッドデザイン賞受賞対象を網羅的に調べたところ、2013 年に選定対

象の傾向に大きな変化を感じた。いうまでもなく、この変化は 2011 年の東日本大震災がもたらすも

のだ。およそ 2 年のタイムラグは震災後に立ち上がった企画が製品化されるなり、プロジェクトとし
て一定の成果を得るまでの時間だろう。展覧会でも見られたように、現在、グッドデザイン賞には地
域活性化のための「形を伴わない」デザインや地方自治体の取り組みも多い。「社会の課題を解決す

るのがデザインの役割である」という視点が、審査する側と応募する側双方の共通認識として確実に
根付いているようにみえる。

グッドデザイン賞は色や形の美しさ、あるいは機能だけを評する賞ではなくなっている。その点が批
判的に捉えられることもあるだろうが、グッドデザイン賞という制度自体がデザイン史を更新する一
つの枠組みだと考えれば、この変化は「健全な」ものだ。私がそう考える根拠は二つある。

一つには、ものづくりの環境が変化したこと。ここ数年のデジタル技術とファブリケーションの革新
がもたらしたものは、大量生産・大量消費という 20 世紀的な産業構造の終局である。戦後日本が
拠ってきた方法論が崩れ、その変化に気づくのが遅れた我々は「失われた 30 年」を過ごそうとして

いる。デザインの土台が根底から変わりつつある現在、デザインの在り方や捉え方も変わらざるを得
ない。

もう一つは、デザインの国際化だ。これまで「デザイン」を規定してきたのは、モダニズムの渦中に
ヨーロッパを中心に作り上げられた価値観であり、それは主に白人男性により記述されるものであっ
た。「インクルーシブデザイン」という考え方が登場してきたように、現在、デザインが対象とする

集団も地域も多様化している。つまり、それぞれの立ち位置で「デザインとは何か？」を考えなけれ
ばいけない時代になったのだ。

そうした視点から日本の「グッドデザイン賞」という制度を眺めれば、存外それは心強く映る。サス
テナビリティの責任を果たすロングライフデザイン賞があり、賞制度を通じてデザイン領域の捉え直

しが生じている。こうした姿勢はその時代時代で「健全な」デザインを模索してきた結果として、
もっと高く評価されて良いものだろう。近年のグッドデザイン賞の歩みは、日本のみならずデザイン
史の「未来」を手繰り寄せるものだと信じている。

久慈達也

62

GOOD DESIGN AWARD 神戸展

記録集

発 行 日：2019 年 6 月 30 日

編

集：久慈達也（DML）

天宅正（神戸市クリエイティブディレクター）

デザイン：近藤聡（明後日デザイン制作所）
写

真：岩本順平（ DOR ）

印

刷：株式会社グラフィック

発

行：グッドデザイン賞神戸展実行委員会

P.18、21、22、37、40 - 42、46 - 47 の一部、49、51、58 - 59 は除く

〒650-8571 神戸市中央区東川崎町 1-5-7

株式会社神戸新聞社

