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６／23（土）	9:00 ～11:00		 感性工学　／　色彩計画　／　ファッション
A1-01　下肢リハビリテーションのための VR デバイスプログラムの臨床研究

吉岡 聖美（明星大学）

A1-02　曲線形状における巨視的形状特徴「秩序」の定量化
松本 大志 *, 橘高 悠太 **, 加藤 健郎 **, 佐藤 弘喜 ***（慶應義塾大学大学院理工学研究科 *, 慶應義塾大学理工学部 **, 千葉工業大学創造工学部 ***）

A1-03　近赤外線分光法を用いた光色と脳活動の関係性に関する基礎研究
李 天宇 *, 加藤 健郎 *, 下村 将基 **, 芳村 貴正 **（Keio University - Faculty of Science and Technology*, OPTIS Japan**）

A1-04　押下を構成する触覚的要素からユーザが抱く印象の関係
伊藤 汰地 *, 安井 重哉 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

A1-05　衣服の色彩選択と体調に関する調査研究
昆野 照美 *, 柿山 浩一郎 **（札幌市立大学 大学院 デザイン研究科 *, 札幌市立大学 デザイン学部 **）

A1-06　An Analysis of Color Design of Face Mask Art for Visual Perception
CHAO TE-CHUN*, Lai Chih-Chun**, Yu Ting –Yun*（大同大学大学院 *, 大同大学 **）

	 12:50-14:50		 感性工学　／　材料計画

B1-01　介護施設における介護士の業務の観察調査
児玉 彩 *, 佐藤 弘喜 **（千葉工業大学大学院 工学研究科 デザイン科学専攻 *, 千葉工業大学 工学研究科 デザイン科学専攻 **）

B1-02　料理レシピサイト内のクチコミのテキスト解析
中村 裕太 *, 佐藤 弘喜 **（千葉工業大学大学院 工学研究科 デザイン科学専攻 感性デザイン研究室 *, 千葉工業大学 **）

B1-03　User Emotional Context of the Smarthome Control Systems for the Senior
LIN YU, YING CHU（TATUNG UNIVERSITY - The Department of Industrial Design）

B1-04　杢目調テクスチャにおける奥行き感の定量化
松岡 慧 *, 前泊 秀徳 **, 佐藤 浩一郎 ***, 寺内 文雄 ***（千葉大学大学院工学研究科 *, 南条装備工業株式会社 **, 千葉大学 ***）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 形態、構成　／　人間工学
C1-01　室内音響測定による耳周辺におけるイヤーピースの集音特性

平舘 勇馬 *, 白髪 誠一 **（芝浦工業大学大学院 *, 大阪工業大学 **）

C1-02　光硬化性樹脂 AM モデルへの塗装技術の開発
小野澤 明良 , 峯 英一 , 村井 まどか , 木下 稔夫 , 石堂 均（地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター）

C1-03　光硬化性樹脂 AM モデルへのめっき技術の開発
竹村 昌太 , 桑原 聡士 , 土井 正 , 浦崎 香織里 , 高橋 俊也（地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター）

C1-04　ペンジュラム・パターンの生成プロセスの「加速度」に基づく解析 (4)
石井 宏一（秋田大学）

C1-05　要介護高齢者等の介助用装着型補助具の評価
田代 雄大 *, 青木 幹太 **, 西薗 秀嗣 **, 榊 泰輔 **（九州産業大学大学院 *, 九州産業大学 **）

C1-06　Evaluating the Handle Shape and Gripping Comfort of Hair Straighteners
Chien Chung-Ting, Lai Chih-Chun（TATUNG UNIVERSITY）

	 12:50-14:10	 デザイン論　／　デザイン史　／　家具、木工

D1-01　近代日本における公用書体の研究
木内 正人 *, 松村 記代子 **（独立行政法人国立印刷局 *, お札と切手の博物館 **）

D1-02　江戸の工芸デザインとクリストファー・ドレッサーの日本趣味
西垣 江利子（関西大学大学院文学研究科）

D1-03　長野県の木工文化：デザイン史から見た農民美術の意義
石川 義宗 , 禹 在 勇（長野大学 企業情報学部）

D1-04　九州大学歴史的木製家具コレクションにみる同等品文化
新井 竜治 *, 三島 美佐子 **, 吉田 茂二郎 **（芝浦工業大学 *, 九州大学 **）

口頭発表	 口頭 1会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 環境デザイン　／　景観デザイン
A2-01　対人場面における心理的領域と動作領域の検証

吉田 夏稀 *, 堀 涼太 *, 西田 智裕 **, 伊藤 孝紀 **（名古屋工業大学大学院 *, 名古屋工業大学 **）

A2-02　合意形成にみる乳幼児の行動分析
伊藤 誉 *, 西田 智裕 **, 伊藤 孝紀 **, 杉山 弓香 *, 伊藤 孝行 **（名古屋工業大学大学院 *, 名古屋工業大学 **）

A2-03　防犯的な視点から見たプレイスメイキング概念に関する考察
渡 和由 *, 三友 奈々 **（筑波大学 *, 日本大学 **）

A2-04　GPS を用いた都市公園イベントにおける行動把握と空間特性
奥村 健一朗 *, 田淵 隆一 *, 福田 雄太郎 *, 西田 智裕 **, 伊藤 孝紀 **（名古屋工業大学大学院 *, 名古屋工業大学 **）

A2-05　平和都市広島の車体ラッピング広告について (2)
柏尾 浩一郎 *, 森保 洋之 , 大田 正樹 **, 伏見 清香 ***, 坂本 貴寛 ****, 藤坂 恵理菜 *****（色彩生活コーポレーション株式会社 *, マツダ株式会社 **,
広島国際学院大学 情報文化学部 ***, 株式会社坂本美工 ****, 広島市 都市計画課 都市デザイン係 *****）

A2-06　かいわいとサウンドスケープに関する基礎研究
池田 岳史 *, 川合 康央 **, 益岡 了 ***（福井工業大学 *, 文教大学 **, 岡山県立大学 ***）

	 12:50-14:50		 グラフィック　／　CG

B2-01　お菓子のパッケージに見る普遍的なデザイン手法の伝承について
片倉 葵 *, 菊竹 雪 **（首都大学東京大学院システムデザイン研究科 *, 首都大学東京 **）

B2-02　現代の日本人へ向けた新しい和柄文様の制作
関 悠嗣 *, 張 益準 **, 桐谷 佳惠 **（千葉大学 大学院融合理工学府 *, 千葉大学 大学院工学研究院 **）

B2-03　現代人の興味を引く円周率の表現方法
川野辺 晏実 *, 張 益準 **, 桐谷 佳惠 **（千葉大学大学院融合理工学府 *, 千葉大学大学院工学研究院 **）

B2-04　映像制作者のためのプロジェクションマッピングシステムの開発
永野 佳孝 *, 杉森 順子 **（愛知工科大学 工学部 *, 桜美林大学 芸術文化学群 **）

B2-05　水彩画を描きたくさせる指導法としてのデザートファースト水彩
笠尾 敦司 *,**（東京工芸大学大学院 芸術学研究科 メディアアート専攻 デザインメディア領域 *, NPO 法人クリエイティブスマイル **）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 デザイン教育
C2-01　PBL の質向上のための評価方法の検討

村田 恒（横浜デジタルアーツ専門学校）

C2-02　パウル・クレーの造形思考における構造力学の記述に関する考察
岩崎 敏之（静岡文化芸術大学）

C2-03　産学連携による家具開発および展示計画の教育的効果
吉村 祐樹 , 青木 幹太 , 佐藤 慈 , 進藤 環 , 星野 浩司（九州産業大学）

C2-04　Integrating Multimedia Teaching Materials into Model Making Classes of Product Design Education 
CHEN JHIH-JIA*, CHEN MING HSIU**, LIEN JUNG HUI*

（Department of Industrial Design, Tatung University, Taipei, Taiwan*, The Graduate Institute of Design Science, Tatung University, Taipei, Taiwan**）

C2-05　等間隔なグレースケールの円形シールを用いた描写課題について
井上 智史（駿河台大学）

C2-06　児童のカッターナイフ使用の習熟度向上に効果的な教示方法の研究
吉田 傑 *, 細谷 多聞 **（札幌市立大学大学院 *, 札幌市立大学 **）

	 12:50-14:10	 ユニバーサルデザイン

D2-01　BESO 法による盲導犬用ハンドルの形態最適化
井上 泰孝 *, 白髪 誠一 **, 赤井 愛 **, 田上 貴久美 ***（大阪工業大学大学院 *, 大阪工業大学 **, 社会福祉法人 兵庫盲導犬協会 ***）

D2-02　車いす利用者向けのナビゲーション開発に向けた要件策定に関する研究
難波 祐成 *, 久保 雅義 **（京都工芸繊維大学工芸科学部設計工学域デザイン経営工学課程 *, 京都工芸繊維大学 **）

D2-03　HCD に基づいた GPS 音声操作バリアフリー案内ネックレスの提案
姚 李蒞 *, 安齋 利典 **（札幌市立大学大学院 デザイン研究科 *, 札幌市立大学 **）

口頭発表	 口頭 2会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 デザインマネージメント　／　デザイン方法論
A3-01　デザインマネジメント活動を捉えるフレームの探索

及川 雅稔 *,**, 安齋 利典 **, 柿山 浩一郎 **, 山田 良 **（地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 *, 札幌市立大学 デザイン学研究科 **）

A3-02　サービスデザインスプリントの提案
長谷川 敦士 , 赤羽 太郎（株式会社コンセント）

A3-03　大学生のグループワークにおいて発生するコンフリクトを考慮したマネジメント方法に関する研究
中部 主貴 *, 小橋 佳枝 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学 大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

A3-04　プロジェクト型デザイン教育の方法
青木 幹太 , 井上 友子 , 佐藤 佳代 , 星野 浩司 , 佐藤 慈 , 荒巻 大樹（九州産業大学）

A3-05　コーディネートの調査分析法の提案
井上 勝雄 , 堀 いずみ（広島国際大学）

A3-06　ポジショニングマップによるニッチな市場のためのデザイン開発
佐々 知栄子 , 宮澤 以鋼（地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所）

	 12:50-14:50		 デザイン方法論　／　デザイン評価

B3-01　産学共同研究における若者視点の活用と地域・事業協創プロセス
峯元 長 *, 土肥 真梨子 *, 後藤 康 *, 瀬戸 宏一 *, 久保田 夏子 **, 秋山 福生 ***, 小野 健太 ***, 渡邉 誠 ***

（株式会社日立製作所 *, 株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ **, 千葉大学大学院 ***）

B3-02　地域・事業協創に向けたプロジェクトの手法化と活用
土肥 真梨子 *, 峯元  長 *, 後藤 康 *, 瀬戸 宏一 *, 久保田 夏子 **, 秋山 福生 ***, 小野 健太 ***, 渡邉 誠 ***

（株式会社日立製作所 *, 株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ **, 千葉大学大学院 ***）

B3-03　研究開発起点による地域・事業協創に向けたソリューション化
伊藤 誠也 *, 土肥 真梨子 *, 峯元 長 *, 後藤 康 *, 久保田 夏子 **, 富安 邦彦 *, 高橋 絢也 *, 熊谷 正俊 *, 鎌田 真希 *

（株式会社日立製作所 *, 株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ **）

B3-04　非専門家のために改良した文脈におけるデザインアプローチ
浅野 花歩 *, 山崎 和彦 **（パナソニック株式会社 *, 千葉工業大学大学院 **）

B3-05　IoT 機能を中心したプロジェクターのデザイン提案
姚 淳禹 *, 安齋 利典 **（札幌市立大学大学院デザイン研究科 *, 札幌市立大学大学院 **）

B3-06　タッチパネルの触感評価
三木 清史 *, 武内 雅明 *, 福山 昭生 **, 小野 夕貴 **（富士ゼロックス株式会社 *, 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 **）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 その他
C3-01　ベビーカーの二次元振動モデル

久保 光徳（千葉大学）

C3-02　Consideration of Cooperation Possibility in Lampang Ceramic and Echizen Ceramic by Identity Comparing.
Sutas Pornpan, Nishio Kouichi（Fukui University of Technology）

C3-03　共創的デザイン支援研究報告
井上 友子 , 青木 幹太 , 佐藤 佳代 , 佐藤 慈 , 星野 浩司 , 進藤 環（九州産業大学）

C3-04　ヘルスプロモーションに貢献するデザイン分野
都甲 康至 , 田村 良一（九州大学大学院芸術工学研究院）

C3-05　フェーズフリーの概念とフェーズフリーデザインへの展開
松崎 元 *, 佐藤 唯行 **, 秦 康範 ***, 西原 利仁 ****, 目黒 公郎 *****

（千葉工業大学 *, スペラディウス株式会社 **, 山梨大学 ***, アスクル株式会社 ****, 東京大学 *****）

C3-06　浄真寺九品印相の形態分析及び印象評価
楊 鵬 *, 久保 光徳 **, 植田 憲 **, 田内 隆利 **（千葉大学 融合理工学府 *, 千葉大学 工学研究院 **）

	 12:50-14:10	 その他

D3-01　人型サービスロボットデザインにおける比較文化的視点からの受容性評価
中川 志信（大阪芸術大学）

D3-02　一体型オーディオデザイン
益岡 了 *, 谷本 尚子 **, 中原 嘉之 *, 川合 康央 ***, 池田 岳史 ****（岡山県立大学 *, 京都精華大学 **, 文教大学 ***, 福井工業大学 ****）

D3-03　泡盛の現状についてのインタビュー調査
浦崎 秀司 *, 佐藤 弘喜 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

口頭発表	 口頭 3会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 情報デザイン
A4-01　IoT におけるコンテクストを考慮したデザインアプローチの研究

川島 大輝 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院  デザイン科学専攻 *, 千葉工業大学 **）

A4-02　個別案件を起点とした汎用商品化の HCD プロセス
松林 景子 , 蓮池 公威（富士ゼロックス株式会社 ヒューマンインターフェイスデザイン開発部）

A4-03　モーショングラフィックスを活用したデジタルサイネージのためのデザインアプローチの研究
小笠原 直人 , 山崎 和彦（千葉工業大学）

A4-04　都市景観の色データを視覚化するインタラクティブダイアグラム
菊地 遥太 *, 岡本 誠 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

A4-05　社会環境を考慮したデザインアプローチの研究
山下 杏子 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

A4-06　UI デザインのデザインガイドラインの研究
内堀 裕一朗 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

	 12:50-14:50		 地域振興、地域研究

B4-01　食のユーザー体験価値の向上に関する研究
倉持 歩 *, 安齋 利典 **（札幌市立大学大学院デザイン研究科 *, 札幌市立大学 **）

B4-02　エゴグラムに見るアートプロジェクト型ワークショップの効果
矢久保 空遥 , 金 秀敬 , 柿山 浩一郎 , 山田 良 , 酒井 正幸 , 斉藤 雅也 , 原 俊彦 , 蓮見 孝（札幌市立大学 デザイン学部）

B4-03　An Analysis of Totem Elements for the Seasonal Ritual, “Mgay Bari,” from Taiwanese Indigenous Truku
TSAI CHUN-HSIUNG, LO TSAI-YUN（Tatung University）

B4-04　台湾スッポン養殖業における地方産業ブランドデザイン
WU HUI-YUN*, LO TSAI-YUN**（大同大学大学院 *, 大同大学 **）

B4-05　地域創生デザインの為の GPS ロガーの試用と動作評価
柿山 浩一郎 , 矢久保 空遥 , 金 秀敬 , 酒井 正幸 , 山田 良 , 斉藤 雅也 , 原 俊彦 , 蓮見 孝（札幌市立大学 デザイン学部）

B4-06　Bento Box Design
Lin Hsing-Jung, Lo Tsai-Yun（Tatung University）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 情報デザイン
C4-01　異なる文化を持つユーザーに向けたデザインアプローチの研究

張 白鈺 *, 山崎 和彦 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

C4-02　1930 年代アメリカにおける情報デザイン
伊原 久裕（九州大学大学院芸術工学研究院）

C4-03　ビジュアルファシリテーションが活用される領域と役割
和田 あずみ *, 三澤 直加 *, 富田 誠 **（株式会社グラグリッド *, 東海大学 **）

C4-04　ユーザ経験に着目した共創型ワークショップのデザイン
坂川 侑希 *, 山田 哲也 **, 本江 正茂 ***（東北大学大学院 *, 合同会社プロジェクトノード **, 東北大学 ***）

C4-05　状況により変化するインターフェイスデザインの発想のためのスケッチの活用の研究
飛塚 慎太郎 , 山崎 和彦（千葉工業大学）

C4-06　インフォグラフィックスを活用する為の研究
郷津 竜帆（千葉工業大学）

	 12:50-14:10	 地域振興、地域研究　／　デザイン教育

D4-01　地域振興にための「老舗企業」調査（その１）
遠藤 忠 , 禹 在勇 , 石川 義宗（長野大学 社会福祉学部）

D4-02　地域振興にための「老舗企業」調査（その２）
禹 在勇 , 遠藤 忠 , 石川 義宗（長野大学）

D4-03　社会デザインを志向するワークショップの設計に関する試論と事例
北 雄介（京都大学）

D4-04　日常／非日常を行き来するデザイン教育のフィールドワーク
大坪 牧人 *, 板垣 順平 **（名古屋市立大学 *, 長岡造形大学 **）

口頭発表	 口頭 4会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 テーマセッション	-	子どものためのデザイン研究部会：「子どものためのデザイン」
A5-01　視覚障がい幼児の生活動作の習得と遊びについて

谷本 尚子 *, 赤井 愛 **, 倉田 晃希 ***, 宮前 貴行 ****, 益岡 了 *****
（京都精華大学 *, 大阪工業大学 **, 東リ株式会社 ***, 大阪工業大学大学院 ****, 岡山県立大学 *****）

A5-02　視覚障がい児の生活動作習得に関するツール及び手法の調査
宮前 貴行 *, 赤井 愛 **, 倉田 晃希 ***, 古川 千鶴 ****, 谷本 尚子 *****

（大阪工業大学大学院 *, 大阪工業大学 **, 東リ株式会社 ***, 社会福祉法人京都ライトハウス ****, 京都精華大学 *****）

A5-03　視覚障がい児の生活動作習得のためのツール及び手法のデータベース構築
倉田 晃希 *, 赤井 愛 **, 宮前 貴行 ***, 古川 千鶴 ****, 谷本 尚子 *****

（東リ株式会社 *, 大阪工業大学 **, 大阪工業大学大学院 ***, 社会福祉法人京都ライトハウス ****, 京都精華大学 *****）

A5-04　小学校におけるデザイン授業実践とその展開
野崎 雅子（東浅川小学校）

A5-05　「子ども好適空間」研究を軸としたブランディングデザインについて
町田 由徳（岡崎女子短期大学）

A5-06　木育玩具の分類とその教育効果の分析
林 秀紀 *,****, 櫛 勝彦 **, 井上 勝雄 ***（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **, 広島国際大学 ***, 岡山県立大学 ****）

	 12:50-14:50		 テーマセッション	-	子どものためのデザイン研究部会：「子どものためのデザイン」

B5-01　八王子市立高尾山学園のための学習導入ツールの提案
高橋 拓夢 *, 福永 理絵 **, 佐々木 整 ***, 工藤 芳彰 ***

（拓殖大学工学部研究科情報・デザイン工学専攻 *, 拓殖大学工学部情報工学科 **, 拓殖大学工学部 ***）

B5-02　「構造感覚の体得」と「コミュニケーション力」のデザイン
鉄矢 悦朗（東京学芸大学）

B5-03　ヘルスケアの関心を持たせる『子ども健康手帳』
枝松 佐百合 *, 服部 淳子 **, 岡崎 章 ***（拓殖大学 工学部 デザイン学科 *, 愛知県立大学 看護学部 **, 拓殖大学 工学部 ***）

B5-04　気持ち温度計によるワークショップ参加者の気持ちの変化の比較分析 2
若林 尚樹 *, 政倉 祐子 **（札幌市立大学 *, 愛知淑徳大学 **）

B5-05　来園者の主観評定に基づく動物園の評価マップ分析 -「わくわく動物園マップ」を用いた時期による比較 -
政倉 祐子 *, 若林 尚樹 **, 福田 大年 **（愛知淑徳大学 創造表現学部 *, 札幌市立大学 デザイン学部 **）

B5-06　小児科入院病棟におけるアート活動継続による保育士との協働体制
小中 大地（筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程芸術専攻）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 テーマセッション	-	デザイン理論・方法論研究部会：「多空間デザインモデル，デザイ
ン理論・方法論」

C5-01　道具開発における感性工学デザイン指標 ― 序説
和田 功（信州大学 繊維学部）

C5-02　ものづくりにおける科学 ･ デザイン知識の影響分析とそれを応用したデザイン方法論の考察
榮 佑馬 *, 伊藤 応道 **, 向井 翔太 *, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学大学院 *, 慶應義塾大学 **）

C5-03　画像サイズが感動に及ぼす影響の分析
柳井 悠 *, 安本 雄貴 *, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学大学院 *, 慶應義塾大学 **）

C5-04　共時的デザイン研究のすすめ
永田 喬

C5-05　M メソッドシステムの提案
井関 大介 *, 余部 昇太 *, 山野 薫平 **, 加藤 健郎 **, 松岡 由幸 **（慶應義塾大学 大学院 *, 慶應義塾大学 **）

C5-06　新しい社会環境のためのデザイン・フレームワーク
延田 リサ（京都大学）

	 12:50-14:10	 テーマセッション	-	デザイン理論・方法論研究部会：「多空間デザインモデル，デザイ
ン理論・方法論」

D5-01　PaperPrinting
伊達 亘 *, 筧 康明 **,***（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 *, 東京大学大学院 情報学環 **, 慶應義塾大学 環境情報学部 ***）

D5-02　評価グリッド法の対面サービスデザイン評価への応用
佐々 牧雄 *, 讃井 純一郎 *, 中本 和宏 **（関東学院大学 人間共生学部 共生デザイン学科 *, 千葉工業大学 先進工学部 知能メディア工学科 **）

口頭発表	 口頭 5会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 テーマセッション	-	情報デザイン研究部会：「身体性とデザイン」
A6-01　胃袋で考えて動くデザイン教育の試み

横溝 賢 *, 皆川 俊平 *, 早狩 昌幸 **, 河村 奈美子 **（八戸工業大学 感性デザイン学部 *, 八戸ハマリレーションプロジェクト **）

A6-02　「身体感覚」のデザイン
伊藤 精英（公立はこだて未来大学）

A6-03　利用者の身体性に着目したエビデンス・ベースド・デザインによる情報提供の重要性に関する考察
桑波田 謙（株式会社クワハタデザインオフィス）

A6-04　デザイン研究におけるリアルタイムドキュメンテーションの課題と可能性
原田 泰 *, 安武 伸朗 **, 横溝 賢 ***（公立はこだて未来大学 *, 常葉大学 **, 八戸工業大学 ***）

A6-05　函館の歴史的建築を題材としたインタラクティブメディアの制作
鳥井 裕太 , 原田 泰（公立はこだて未来大学 システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科）

A6-06　小学生を対象としたプロジェクション・プレイのワークショップ
飯塚 昂大 *, 原田 泰 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

	 12:50-14:50		 テーマセッション	-	創造性研究部会：「デザインプロセスの面白さと創造性」

B6-01　価値共創によるプロダクトデザインシステム
平田 一郎 , 後藤 泰徳（兵庫県立工業技術センター）

B6-02　デザイン思考を活用した探究型学習に関する教育連携活動の広がり
柚木 泰彦 , 三橋 幸次 , 早野 由美恵 , 渡部 桂 , 岡崎 エミ , 吉田 卓哉（東北芸術工科大学）

B6-03　シニア向け携行型歩行動作・動線追跡システムのデザイン
後藤 泰徳（兵庫県立工業技術センター）

B6-04　デジタルサイネージ導入のための評価指標の提案
石井 成郎 *, 鈴木 裕利 **, 西村 悠 **, 澤野 弘明 ***（一宮研伸大学 *, 中部大学 **, 愛知工業大学 ***）

B6-05　Visual Storyboarding tools for public engagement and spatial justice
Ryo Terui（Identity, In, and Through, the Built Environment - Central Saint Martins）

B6-06　プロセス状況テーブル（ProST）による気づきと創造
前川 正実（京都女子大学）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 テーマセッション	-	創造性研究部会：「デザインプロセスの面白さと創造性」
C6-01　文化特性を抽出するための調査方法の提案

トゥムルハドゥール ウーレン , 山崎 和彦（千葉工業大学 工学部 デザイン科学科）

C6-02　シーンスケッチ：具体的な描写・記述を用いたアイデエーション手法
鈴木 宣也 , 井上 奈那美（情報科学芸術大学院大学）

C6-03　書店で販売するための減塩醤油の創造
田中 隆充 *, 浅沼 宏一 **, 稲田 喜隆 **, 栗澤 順一 ***, 遠藤 芽衣　****, 大坪 秀之 ****, 金澤 健介 *****, 柳原 哲史 *****

（岩手大学 *, （株）浅沼醤油店 **, （株）さわや書店 ***, 川口印刷工業（株）****, 盛岡市 *****）

C6-04　デジタルファブリケーション・スペースの普及とその背景
中村 翼 *,**, 永井 由佳里 **（日本大学 *, 北陸先端科学技術大学院大学 **）

C6-05　STEAM 教育としてのパブリックアートプロジェクトの検討
柏原 寛（中国学園大学）

C6-06　利用者によるフィードバックを受けたダム教材の開発プロセス
本間 由佳 *, 吉冨 友恭 **（明星大学 デザイン学部 *, 東京学芸大学 環境教育研究センター **）

	 12:50-14:10	 テーマセッション	-	創造性研究部会：「デザインプロセスの面白さと創造性」

D6-01　モノづくりスペース FabLab の現状と可能性
大谷 周平 , 由田 徹 , 谷口 俊平 , 前川 正実 , 永井 由佳里（北陸先端科学技術大学院大学先端）

D6-02　画像を利用した感性要求の特定における言語化プロセス
由田 徹 *, 前川 正実 *, 土田 義郎 **, 永井 由佳里 *（北陸先端科学技術大学院大学 *, 金沢工業大学 **）

口頭発表	 口頭 6会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 テーマセッション	-	情報デザイン研究部会：「当事者デザイン」
A7-01　Butterflies Big Fish：生活者と呼応する共創的デザインプロセス

赤坂 文弥 *, 渡辺 浩志 *, 木村 篤信 *, 井原 雅行 *, 本江 正茂 **
（NTT サービスエボリューション研究所 *, 東北大学大学院工学研究科 フィールドデザインセンター **）

A7-02　人文系研究のためのコミュニケーションロボットの開発 (1)
長田 純一 , 對馬 隆介 , 山口 智治 , 笹間 亮平（日本電気株式会社）

A7-03　コミュニケーションロボットの価値とデザインの重要性
對馬 隆介 , 山岡 和彦 , 山﨑 綾 , 田丸 和寿 , 山口 智治 , 長田 純一（日本電気株式会社）

A7-04　「看護のこころ」を引き出す表現活動のデザイン
丸山 素直 *, 須永 剛司 *, 小早川 真衣子 **, 平野 友規 **, 山田 クリス孝介 ****, 渡辺 健太郎 ***, 西村 拓一 ***, 藤満 幸子 *****

（東京藝術大学 *, 東京藝術大学大学院 **, 産業技術総合研究所 ***, 慶應義塾大学 ****, 佐賀大学附属病院看護部 *****）

A7-05　表現のための活動プログラムのデザイン
小早川 真衣子 *, 須永 剛司 **, 丸山 素直 **, 平野 友規 *, 山田 孝介 ****, 渡辺 健太郎 ***, 西村 拓一 ***, 藤満 幸子 *****

（東京藝術大学大学院 *, 東京藝術大学 **, 産業技術総合研究所 ***, 慶應義塾大学 ****, 佐賀大学附属病院 *****）

A7-06　図を介した共創型デザイン１
岡本 誠 , 安井 重哉 , 和田 雅昭（公立はこだて未来大学）

	 12:50-14:50		 テーマセッション	-	情報デザイン研究部会：「当事者デザイン」

B7-01　幼児の協働的表現における創造的活動について
植村 朋弘（多摩美術大学）

B7-02　HCD と UXD を使い分けたデザイン提案の方法
酒井 聡 *, 前田 敦 **, 阿部 真也 **, 須向 秀次 **（東北芸術工科大学 *, 日産自動車株式会社 **）

B7-03　地域住民との共創によって更新される震災伝承展示システムのデザイン
片岡 さくら , 本江 正茂（東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻）

B7-04　面的思考を生み出すワークショップの設計と思考の変化に関する考察
福士 夏季 *, 安武 伸朗 **（シャープ株式会社 *, 常葉大学 **）

B7-05　工芸品ショップを舞台とした当事者デザインの実践２
三野宮 定里 *, 原田 泰 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

B7-06　住民発信型まちづくりの取り組み
永見 豊 *, 渡邉 常義 **, 大姶良 義将 ***, 大波 修二 ****, 横田 憲寛 ****

（拓殖大学 *, 清川・太陽地域再生まちづくり準備会 **, 拓殖大学大学院 ***, （株）オリエンタルコンサルタンツ ****）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 テーマセッション	-	情報デザイン研究部会：「当事者デザイン」
C7-01　デザイン、街に出る 6： 小規模コミュニティのイベント活動における当事者デザインの実践

山内 雅貴 *, 原田 泰 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

C7-02　Co-design: 専門家のデザインから実践者たちのデザインへ
須永 剛司 *, SCHNEIDER Andreas**, 石原 伊都子 **, 森田 祥子 **, 秋元 淳 ***

（東京芸術大学 *, Institute for Information Design Japan (IIDj)**, 日本デザイン振興会 ***）

C7-03　議論を深めるための概念化を支援する手書き図解
渡辺 衆 *, 田丸 恵理子 *, 大谷 千恵 **（富士ゼロックス株式会社 *, 玉川大学 **）

C7-04　プロトタイピングラボのデザイン
野々山 正章（株式会社ソフトディバイス）

C7-05　地場産業発・メイドインジャパン「デザイン思考」
中島 郁子（wirefactory）

C7-06　当事者デザインのためのデザイン原理（２）
宮田 義郎 *, 上芝 智裕 *, 原田 泰 **（中京大学工学部 *, 公立はこだて未来大学 **）

	 12:50-14:10	 テーマセッション	-	情報デザイン研究部会：「当事者デザイン」

D7-01　住民・地域包括支援センター・企業による地域密着型リビングラボ
木村 篤信 , 草野 孔希 , 赤坂 文弥 , 渡邉 浩志 , 井原 雅行（NTT サービスエボリューション研究所）

D7-02　知的障害のある中学生を対象とした身体表出による形の理解
工藤 真生 *, 阿部 崇 **, 鈴木 健嗣 ***（筑波大学附属大塚特別支援学校 *, 東京家政大学子ども学部 **, 筑波大学システム情報系 ***）

D7-03　デザインにおけるプログラミング初学者の躓き
両角 清隆 , 長崎 智宏（東北工業大学）

D7-04　複雑な社会問題に取り組む当事者を支えるグラフィックレコーディング
清水 淳子 *,**,***, 須永  剛司 ****（Tokyo Graphic Recorder*, 多摩美術大学 **, 東京芸術大学大学院 美術研究科 ***, 東京芸術大学 ****）

口頭発表	 口頭 7会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 地域振興、地域研究
A8-01　地域企業の CSR 活動支援を含有したプロジェクト型教育の実践

佐藤 佳代 , 青木 幹太 , 井上 友子 , 佐藤 慈 , 星野 浩司 , 進藤 環（九州産業大学 芸術学部）

A8-02　デジタルサイネージによる伝統的産業の情報発信
佐藤 慈 , 青木 幹太 , 井上 友子 , 佐藤 佳代 , 進藤 環 , 荒巻 大樹 , 星野 浩司（九州産業大学芸術学部）

A8-03　明治期の唐津における観光振興と印刷メディア
世利 幸代（九州産業大学造形短期大学部）

A8-04　商店街の活性化を目指した地域連携型キャリア教育の実践
星野 浩司 , 青木 幹太 , 井上 友子 , 佐藤 佳代 , 佐藤 慈 , 進藤 環（九州産業大学 芸術学部）

A8-05　若者の充実した旅行を支援するための地域発作品の活用指針
齋藤 美絵子 , 松元 真菜（岡山県立大学）

A8-06　地域資源を活用した公共交通のデザインに関する研究
山本 早里 *, 野濱 ありさ **, 尾﨑 拓磨 ***, 前田 萌 **

（筑波大学芸術系 *, 筑波大学芸術専門学群 **, 筑波大学大学院人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻 ***）

	 12:50-14:50		 デザイン教育

B8-01　大学における工芸教育とデザイン教育
伊豆 裕一（静岡文化芸術大学）

B8-02　造形教育におけるインダストリアルクレイ活用の一考察
安齋 利典 *, 石崎 友紀 **（札幌市立大学 *, 株式会社道銀地域総合研究所 **）

B8-03　介助犬チャリティグッズ開発の実践とデザイン教育
本田 敬（愛知県立芸術大学）

B8-04　「失われたクメール美術」教育復活研究
藤澤 忠盛 *, 神田 麻衣 **（昭和女子大学　国際文化研究所 *, ピアニスト **）

B8-05　ビジュアルコミュニケーション
服部 元（御茶の水美術専門学校）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 地域振興、地域研究
C8-01　地域伝統産業プロモーションにおける写真活用と実践

進藤 環 , 佐藤 慈 , 荒巻 大樹 , 星野 浩司 , 青木 幹太 , 井上 友子 , 佐藤 佳代（九州産業大学芸術学部）

C8-02　分散・協働型社会に向けた地方創生 3D 技術活用デザインモデル
青木 宏展 *, 岸本 大輝 *, 高木 友貴 **, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

C8-03　デジタルクリエイティブへの主体性を高めるワークショップデザイン
石川 雄仁（宝塚大学 メディア芸術学部）

C8-04　伝説の山 “ 大江山 ” のトレイルルート開拓と使い易い案内ガイドづくり
久保 雅義 , 坂本 星 , 西山 尚登（京都工芸繊維大学）

C8-05　推進主体と支援組織による効果的な地域産品ブランド化の二層性
工藤 洋司（( 地独 ) 青森県産業技術センター）

C8-06　産学民連携による森林保全のための「自然共生型」産業の確立と実践
板垣 順平 *, 江角 泰 **, 安田 大志 ***（長岡造形大学 *, NPO 法人テラ・ルネッサンス **, 株式会社坂の途中 ***）

	 12:50-14:10	 タイポグラフィ

D8-01　サインデザイン用汎用書体の制作
佐藤 直木（愛知県立芸術大学）

D8-02　日本語本文用書体の視覚的類似度と影響要因についての調査
楊 寧 , 伊原 久裕 *（九州大学大学院芸術工学研究院 *）

口頭発表	 口頭８会場



６／23（土）	9:00 ～11:00		 インタフェース
A9-01　The research of interface design of graphic editor application software for elders

shiuan reui yang*, Jung Hsuan Chen**（National Taiwan University of Arts*, NTUA Department of Graphic Communication Arts**）

A9-02　デザイン初期段階におけるジェスチャインターフェースを用いた立体構成ツールの基礎的研究
中尾 俊祐 *, 川角 典弘 **（和歌山大学大学院 *, 和歌山大学 **）

A9-03　博物館展示物との音声対話による学習支援システムの研究
土屋 雅人 *, 水上 絢菜 **（法政大学 *, 法政大学大学院 **）

A9-04　モバイル端末における振動が音声対話システムとの対話の印象に与える影響について
坂本 星 *, 久保 雅義 **（京都工芸繊維大学 *, 京都工芸繊維大学大学院 **）

A9-05　体性感覚を利用した触覚矢印の概念の確立に向けて
加藤 頌健 *, 安井 重哉 **（公立はこだて未来大学大学院 *, 公立はこだて未来大学 **）

A9-06　ペットボトルを使用した筋力トレーニング支援機器のデザイン研究
城田 隆介 *, 上原 旭陽 **, 土屋 雅人 **（法政大学大学院 *, 法政大学 **）

	 12:50-14:50		 テーマセッション	-	タイムアクシスデザイン研究部会：「タイムアクシスデザイン」

B9-01　タイムアクシスデザインに基づく製品開発プロセスの導出手法
加藤 健郎 *, 安本 雄貴 *, 菊池 真史 *, 松本 敦夫 **, 松岡 由幸 *（慶應義塾大学 *, 日本発条株式会社 **）

B9-02　タイムベーストデータビューワー［プロトタイプⅠ］の開発
池田 泰教 *, 赤羽 亨 **（名古屋造形大学 *, 情報科学芸術大学院大学 **）

B9-03　経時変化に伴う質感変化に着目した複合材料の提案
寺内 文雄 *, 白  柳爛 **, 佐藤 浩一郎 *（千葉大学 *, 株式会社ジャパンディスプレイ **）

B9-04　日常の風景にある価値への気づきと学びの場づくり
羽野 暁（第一工業大学自然環境工学科）

B9-05　感性価値向上に向けたプラスチックと天然有機素材の複合
李 昀叡 *, 白 柳爛 **, 佐藤 浩一郎 ***, 寺内 文雄 ***（千葉大学大学院 *, 株式会社ジャパンディスプレイ **, 千葉大学 ***）

６／24（日）	9:00 ～11:00	 インタフェース
C9-01　「間（ま）」をなぞるユーザインタフェース

安井 重哉（公立はこだて未来大学）

C9-02　触覚インタフェースで実現する盲ろう者の自律的コミュニケーション
高岡 健吾 *, 長谷川 貞夫 **（株式会社インハウス DS*, ルイブライユ SYSTEM プロジェクト **）

C9-03　新しい演奏方法の電子楽器の研究
中島 瑞紀 *, 酒井 聡 **（東北芸術工科大学　大学院 *, 東北芸術工科大学 **）

C9-04　非言語コミュニケーションをより豊かにするための支援デバイスの提案
中田 悠理 , 石川 勇次郎（京都工芸繊維大学大学院）

C9-05　オブジェクティブ・ディスプレイ・インターフェイス
関口 敦仁（愛知県立芸術大学美術学部デザイン専攻）

C9-06　触ることを促すデザインの研究
安田 朱里 *, 細谷 多聞 **（札幌市立大学大学院 *, 札幌市立大学 **）

	 12:50-14:10	 その他

D9-01　旅行みやげの構成要素と受け取り手の関係
西尾 修朔 *, 佐藤 弘喜 **（千葉工業大学大学院 *, 千葉工業大学 **）

D9-02　熊本地震における医療施設の被害と防災減災対策に関する課題調査
竹田 周平（福井工業大学）

D9-03　Gender differences in the evaluation of spatial formation elements in virtual space
サイ ラクシミ *, 趙 領逸 **（広島国際学院大学大学院工学研究科 *, 広島国際学院大学情報文化学部 **）

口頭発表	 口頭９会場



６／23（土）	11:00 ～12:00		 ポスターセッションA
PA-01　呼気によって動作する人形を制作するワークショップの実施と評価

三谷 篤史 *, 村松 真澄 **, 吉岡 聖美 ***（札幌市立大学　デザイン学部 *, 札幌市立大学　看護学部 **, 明星大学　デザイン学部 ***）

PA-02　継続的インタラクションを目的とした要介護高齢者のアート制作と心理評価
吉岡 聖美 *, 三谷 篤史 **, 村松 真澄 **（明星大学 *, 札幌市立大学 **）

PA-03　e ラーニングムービーにおけるアニメーション効果の検証
王 宛奕 *, 田中 佐代子 **（筑波大学人間総合科学研究科 *, 筑波大学芸術系 **）

PA-04　若者の感性言語表現を豊かにする研究
大久保 優希 , 橋田 規子 , 澤畠 唯（芝浦工業大学）

PA-05　UD 視点による呼吸器プロダクトの可能性についてー 4
肥田 不二夫 *, 孫 澤 *, 中川 一人 **, 権 寧博 ***, 伊藤 玲子 ***, 戸田 健 ****

（日本大学大学院芸術学研究科 *, 日本大学生産工学部 **, 日本大学医学部 ***, 日本大学理工学部 ****）

PA-06　地域創生に向けたユニバーサル製品（プロトタイプ）の提案
安齋 利典 , 小宮 加容子 , 佐々木 のぞみ , 田島 奈々（札幌市立大学）

PA-07　青年期における楽器を始める心理的障壁の研究と導入楽器の提案
三谷 全哉 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

PA-08　外出時に特化した有床義歯・リテーナー用メンテナンス用品の提案
佐藤 里菜 *, 高山 靖子 **（静岡文化芸術大学大学院　デザイン研究科 *, 静岡文化芸術大学 **）

PA-09　小柳産業株式会社（廃棄物リサイクル業）の CI デザイン計画の実行
佐藤 ちひろ , 田堂 玲 , 石井  瀬奈 , 中村 咲季 , 禹 在勇（長野大学）

PA-10　長崎県五島列島赤島における雨水利用を用いた離島振興活動
近藤 晶 *, 笠井 利浩 **（福井工業大学 環境情報学部デザイン学科 *, 福井工業大学 環境情報学部環境食品科学科 **）

PA-11　秋田市大森山動物園案内サイン
ベ ジンソク（秋田公立美術大学）

PA-12　Research of Design Driven Entrepreneurship under China's New Economic Model
Wei Xu*, Xudan Yan**（Dalian University of Technology - School of Architecture and Fine Art*, Dalian Medical University - School of Art**）

PA-13　アジアの地域・風土性を生かしたデザイン・アート展覧会の現状把握とその体系化の研究
藤澤 忠盛 *, 神田 麻衣 **（昭和女子大学　環境デザイン学科 *, ピアニスト **）

PA-14　アクティビティを生み関係をつむぐ場のデザイン
小玉 一徳 *, 桑原 宏明 **, 森 敏子 ***（国立大学法人 三重大学 *, 株式会社 空間デザイン **, 亀山トリエンナーレ実行委員会事務局 ***）

PA-15　伝統技法を活用したテーブルウェアのデザイン研究 その１
山口 光 *, 松沢 卓生 **, 十亀 陽太 *（山口県立大学大学院 *, 株式会社浄法寺漆産業 **）

PA-16　次世代型観光 “ オーガニックツーリズム ” の実践と評価
柴田 一樹 *, 渡口 ひかり **, 渡辺 裕之 *, 武藤 衣純 ***, 松崎 さおり ****, 植田 憲 *****

（千葉大学大学院 *, 木更津市 DMO**, カインズ ***, 暮らしの工房 ののま ****, 千葉大学 *****）

PA-17　地域・事業協創への参画意識醸成の為のビジュアライズ
石井 菜月 *, 秋山 福生 *, 松井 咲樹 *, 志田 樹大 *, 橋本 慶吾 *, 久保田 夏子 **, 土肥 真梨子 ***, 峯元 長 ***, 小野 健太 *

（千葉大学大学院 *, 株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ **, 株式会社日立製作所 ***）

PA-18　内発的観光に寄与するマップ制作・活用
金 主榮 *, 林 旻毅 *, 陳 雨璇 *, 陳 熙 *, 張 詩典 **, 松崎 さおり ***, 植田 憲 ****（千葉大学大学院 *, 台湾交通大学 **, ののま ***, 千葉大学 ****）

PA-19　歴史的造形物の３D データ活用による地域のものづくり支援
高木 友貴 *, 青木 宏展 **, 岸本 大輝 **, 植田 憲 *（千葉大学 *, 千葉大学大学院 **）

PA-20　市民の愛着を生み出す、路線バスのグラフィック設計
森本 涼子 , 藤田 真実保 , 渡邊 菜摘 , 安武 伸朗（常葉大学）

PA-21　未活用の自然資源を活用した循環型のものづくり
渡辺 裕之 *, 武藤 衣純 **, 柴田 一樹 *, 渡口 ひかり ***, 松崎 さおり ****, 植田 憲 *****

（千葉大学大学院 *, カインズ **, 木更津市 DMO***, 暮らしの工房ののま ****, 千葉大学 *****）

PA-22　住民主体の実践的なコミュニティを “ 育てる ” デザインの開発
平山 義活 *, 須永 剛司 **（東京藝術大学大学院 美術研究科 *, 東京藝術大学 **）

PA-23　内発的地域活性化を促すデザイン活動のあり方
宮田 佳美 *, 植田 憲 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PA-24　地域資源としてのジオウを用いた商品開発（その３）
水井 遥夏 , 石川 義宗 , 禹 在勇（長野大学）

PA-25　minamo chair ー水面に浮かぶ感覚を再現するイージーチェア
村田 佳奈 *, 赤井 愛 **（株式会社ユニオン *, 大阪工業大学 **）

PA-26　Survey on the Current Situation of Bed Furniture and User Behavior - Take College Students as Example
ZHANG JIA-WEN, LO TSAI-YUN（Tatung University）

ポスター発表	 ポスター A会場



PA-27　弾性スギ圧縮木材による収納家具部材の振動特性
高木 拓哉 *, 阿部 眞理 **, 白石 照美 **, 小幡谷 英一 ***, 足立 幸司 ****

（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学工学部 **, 筑波大学 ***, 秋田県立大学木材高度加工研究所 ****）

PA-28　弾性スギ圧縮木材による平織り加工を施した座面部材の開発
沢田 信哉 *, 高木 拓哉 *, 阿部 眞理 **, 白石 照美 **, 小幡谷 英一 ***, 足立 幸司 ****

（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学工学部 **, 筑波大学 ***, 秋田県立大学木材高度加工研究所 ****）

PA-29　視覚・触覚・聴覚が分類や記憶に影響を及ぼす研究
北名 和宏 *, 柿山 浩一郎 **（札幌市立大学 デザイン研究科 *, 札幌市立大学 デザイン学部 **）

PA-30　台湾における洋式ダブルマットレスの販売戦略に関する研究
LIN TING-YU*, LO TASI-YUN **（大同大学大学院 *, 大同大学 **）

PA-31　タケ材の特性を活かした収納家具の開発
妹尾 涼 *, 白石 照美 **, 阿部 眞理 **（拓殖大学大学院 *, 拓殖大学 **）

PA-32　女性用公共トイレの混雑を解消するツールに関する研究
和田 沙樹（京都工芸繊維大学 デザイン学専攻 製品デザイン計画研究室）

PA-33　プログラム造形によるデザイン
木村 光（愛知産業大学 造形学部）

PA-34　海外輸出に適したいちごパッケージの提案
橋本 慶吾 , 渡邉 誠 , 小野 健太 , 石井 菜月 , 高橋 香輝 , 萩原 志周 , 久保田 百合（千葉大学大学院）

PA-35　セイヨウミツバチ用の新しい養蜂巣箱提案
久保田 百合 *, 永瀬 彩子 *, 三輪 正幸 **, 小野 健太 *, 渡邉 誠 *（千葉大学大学院 *, 千葉大学 環境健康フィールド科学センター **）

PA-36　モダニズム思想における装飾の考察
岸本 健 * 五十嵐 浩也 **（筑波大学大学院 *, 筑波大学芸術系 **）

PA-37　触感のデザイン 表面形状の違いがもたらす触感の印象の変化について
東 翔大 *, 片田 汰架 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

PA-38　人工的な目から視線を感じる不快感の評価
大竹 美緒 , 山田 博之 , 小山 慎一（筑波大学）

PA-39　東大阪市公共サインにおけるピクトグラムデザイン
森 優子（大阪樟蔭女子大学）

PA-40　重心の偏りと素材の表面に着目した積み木の提案
吉澤 知恵 *, 佐藤 浩一郎 **, 寺内 文雄 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PA-41　疎水性フュームドシリカを用いた撥水剤の提案
藤村 諒 *, 佐藤 浩一郎 **, 寺内 文雄 **（千葉大学大学院 *, 千葉大学 **）

PA-42　新しい手すりの提案
横山 広充 *, 田中 明浩 **, 宮岸 幸正 *（大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 *, JR 西日本不動産開発株式会社 **）

PA-43　運転手に一時停止を促す立体横断歩道
永見 豊 *, 福島 雅弘 **, 滝沢 正仁 *（拓殖大学 工学部 *, （株）ＭＯＡ **）

PA-44　浮世絵風レンダリングによる歴史的文化景観の再現
清川 真純 , 小林 夏美 , 遠坂 彩香 , 伊藤 沙恵 , 土屋 輝恵 , 鴇巣 凌哉 , 川合 康央（文教大学 情報学部 情報システム学科）

PA-45　異なる色覚型を持つ人同士が相互理解を図るツール提案
市川 貴大 *, 和田 功 **（信州大学大学院 *, 信州大学 **）

PA-46　どうぶつカチャ：子どもが表現したくなるツール（スマホ・カメラアプリ）のデザイン
樊 汝之 *, 須永 剛司 **（東京藝術大学 美術研究科 *, 東京藝術大学 **）



６／24（日）	11:00 ～12:00	 ポスターセッションB
PB-01　探究心を成長させる遊び「わくわくひろがる 星の子たんけんたい」の活動報告

佐竹 希里 , 小宮 加容子 , 江口 怜南（札幌市立大学）

PB-02　ユニバーサルな参加・蓄積型の遊び「テープであそぼ」の提案とその活動報告
高橋 真由 , 小宮 加容子 , 木村 はるな（札幌市立大学）

PB-03　論理的思考を促す遊び「想像しよう！生き物たちのすみか」の活動報告
宮浦 志穂 , 小宮 加容子 , 園部 唯（札幌市立大学 デザイン学部）

PB-04　複数の感覚と体の動きをつなげる遊び「オトノイエ」の活動報告
小宮 加容子 , 猪股 祐衣 , 佐藤 花映（札幌市立大学）

PB-05　キャベツダイエットを促進させるための提案
中山 立輝 , 山崎 和彦（千葉工業大学工学部デザイン科学科山崎和彦研究室）

PB-06　近年の映画配給における洋画ポスターの再設計に関する研究
小崎 雄大 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

PB-07　メーキャップによる肌色同化現象の発生確認と測定
童 欣路 *, 張 益準 **, 桐谷 佳惠 **（千葉大学大学院 融合理工学府 *, 千葉大学大学院 工学研究院 **）

PB-08　一輪車乗用の習熟補助具の提案
志田 樹大 , 小野 健太 , 渡邉 誠（千葉大学）

PB-09　昆虫食のための試行錯誤・記録・表現
高橋 祐亮 , 須永 剛司 *（東京藝術大学 *）

PB-10　コンテンツとしての MOOC デザインの現状と課題の考察
長谷 海平 *, 中村 宏 **（京都大学 高等教育研究開発推進センター *, 東京通信大学 メディア教育支援センター **）

PB-11　雪上で使用する新たなモビリティ玩具の提案
中野 司（千葉大学大学院）

PB-12　自動運転時代におけるヘッドライトデザインの研究
小田 航（芝浦工業大学）

PB-13　新聞記事から読む「アイビーファッション」の社会的受容について
松ヶ瀬 美歩 *, 中川 麻子 **, 中島 永晶 **（大妻女子大学人間文化研究科人間生活科学専攻 *, 大妻女子大学 **）

PB-14　女子がときめくコンパクトのデザイン
内田 康之 *, 西 夏海 *, 丸山 琴美 *, 松村 いつか **, 宮下 哲一 **（日本大学 *, 株式会社プラシーズ **）

PB-15　視覚的対話における落書コミュニケーションの活用
若林 尚樹 *, 安齋 利典 *, 倉持 歩 **, 山岡 美紗希 ***, 宮浦 志穂 ***（札幌市立大学 *, 札幌市立大学大学院 **, 札幌市立大学デザイン学部 ***）

PB-16　携帯型一覧テレビのデザイン
天野 信子（イー・プレゼン）

PB-17　デザインリフレクション：実践知の共有をチームづくりにつなげる方法
瀧 知惠美 *,**, 須永 剛司 ***（ヤフー株式会社 *, 東京芸術大学大学院 美術研究科 **, 東京芸術大学 ***）

PB-18　探索指向 PBL とそのデザイン環境
上平 崇仁 , 佐々木 塁 , 若林 聖奈 , 小笠原 梓 , 小澤 博司 , 石井 健太郎（専修大学ネットワーク情報学部）

PB-19　「Designing ours」出版プロジェクト
永井 由美子 *, 江口 晋太朗 **, 上平 崇仁 ***, 鹿内 麻梨子 , 富田 誠 ****, 富田 真弓 *****

（千葉工業大学 *, TOKYObeta Ltd.**, 専修大学 ***, 東海大学 ****, GK Graphics*****）

PB-20　等角投影図を用いた理工系の研究活動の協働的視覚化
植田 育代 *, 富田 誠 *, 田中 香津生 **, 工藤 拓也 ***, 有賀 雅奈（東海大学 *, 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター **, Sponge***）

PB-21　企業と消費者の交流により共感を創出するウェブサイトの構築
小縣 慎太郎 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学 デザイン経営工学課程 *, 京都工芸繊維大学 **）

PB-22　紙立体を活用した触知によるアイデア生成手法
井上 順子 *, 横須賀 ヨシユキ **, 小山内 靖美 *, 井口 泰寛 ***, 佐藤 佳奈子 ***（日本電子専門学校 *, 横須賀デザイン研究室 **, マルマン株式会社 ***）

PB-23　価値の置き換えを用いたサービスデザインの報告
野田 佳穂莉 , 萩原 園華 , 小野寺 夏海 , 安武 伸朗（常葉大学）

PB-24　共創デザインの教育プログラム 3
仲田 英起 *, 井上 順子 *, 小山内 靖美 *, 安中 悟 *, ヨシユキ 横須賀 **（日本電子専門学校 *, 横須賀デザイン研究室 **）

PB-25　デザイン要件の抽出と優先順位決定の仕組みに関する考察
原 葉月 , 水谷 元（東京工芸大学 デザイン学部）

PB-26　エージェント群を用いた津波避難行動シミュレーションシステム
川合 康央 *, 吉田 周生 *, 海津 ゆりえ **, 池田 岳史 ***, 益岡 了 ****

（文教大学 情報学部 *, 文教大学 国際学部 **, 福井工業大学 環境情報学部 ***, 岡山県立大学 デザイン学部 ****）

PB-27　愛の形：人を愛する気持ちを表現する体験型作品
梶谷 文雄 *, 清水 泰博 **, 須永 剛司 **（東京芸術大学院　美術研究科 *, 東京芸術大学 **）
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PB-28　最盛期の活気をイメージした軍艦島ライトアップの 3DCG モデル
崔 智英 , 白崎 琢也 , 柴田 守（長崎総合科学大学）

PB-29　Socially-Sensitive Notification Systems
Nabhan Ralph（University of Tsukuba - Graduate School of Comprehensive Human Sciences - Master's Program in Art and Design）

PB-30　メンタルモデルの視点を通した UI デザイン検討
松林 さつき *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学 大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

PB-31　新しい UAV 操作システムの提案と実装
吉田 周生 , 松塲 匠 , 川合 康央（文教大学 情報学部 情報システム学科）

PB-32　Brand Logos Through The Eyes of University Student Users
Baniani Mahshid（Faculty of Art and Design, University of Tsukuba）

PB-33　金属の発錆を利用した視覚表現の研究
保科 耀介 *, 菊竹 雪 **（首都大学東京大学院 *, 首都大学東京 **）

PB-34　書店において興味を持てる文庫小説の発見を助けるサービスの提案
佐藤 謙治 *, 張 益準 **, 桐谷 佳惠 **（千葉大学大学院融合理工学府 *, 千葉大学大学院工学研究院 **）

PB-35　Research on Industrial Design Parks Ecological Mode
Li Yuzhen*, Li Qian**, Xu Wei*

（Dalian University of Technology - School of Architecture fine arts*, Tokyo University of the Arts - Graduate school of fine arts**）

PB-36　参加型デザインワークショップでのフラットな関係構築にデザイン系学生が果たす役割
福田 大年 *, 佐藤 祐衣 **, 佐野 萌夏 **, 本間 しおり **, 太田 文明 ***, 三澤 直加 ****, 樫田 航太郎 *****

（札幌市立大学 *, 札幌市立大学デザイン学部 **, 株式会社アイ・エム・ジェイ ***, 株式会社グラグリッド ****, ライオン株式会社 *****）

PB-37　「作家性」に着目したブランド・コミュニケーションに関する研究
内田 哲人 *, 木谷 庸二 **（京都工芸繊維大学大学院 *, 京都工芸繊維大学 **）

PB-38　スリットアニメーション技術を応用した知育玩具が幼児の成長に与える役割について
余 碧華 *, 松本 宏行 **（ものつくり大学大学院 *, ものつくり大学 **）

PB-39　拡張キャンパス型地域創生デザインの試行「ツーリズム」
金 秀敬 , 矢久保 空遥 , 柿山 浩一郎 , 酒井 正幸 , 山田 良 , 斉藤 雅也 , 原 俊彦 , 蓮見 孝（札幌市立大学 デザイン学部）

PB-40　Design Research on Intelligent Umbrellas Based on Experience Design
Mingliang Song*, Huilan  Yu*, Chenxi  Yao**, Jianjun Liu*

（Dalian University of Technology-School of Architecture Fine Art*, Tongji University- College of design and innovation**）

PB-41　Children-oriented E-reading Product in Digital New Media Era
YU HUILAN*, Song Mingliang, Zhang Lu, Li Miaomiao（Dalian University of Technology/School of Architecture Fine Art）

PB-42　Applying the Legend of the Gods of Wealth to Wallet Design
shiuan reui yang*, Chia Chen Hsu **（National Taiwan University of Arts*, NTUA Department of Graphic Communication**）

PB-43　製品名と行為名が個人のアイデア発創に及ぼす影響
加藤 健大（芝浦工業大学大学院）

PB-44　Co-design プロジェクトの中で起きた異分野共同・協働の変化
王 怡文 *, 須永 剛司 **（東京藝術大学大学院 *, 東京藝術大学 **）

PB-45　研究者の潜在的要求を引き出す制作者の対話スキル
元木 環 *,**, 岩倉 正司 *, 塩瀬 隆之 ***（京都大学情報環境機構 *, 京都大学学術情報メディアセンター **, 京都大学総合博物館 ***）

PB-46　サービスデザインにおける説明可能性概念の応用
鈴木 綾 *, 山内 裕 **, 平本 毅 **（フリーランス *, 京都大学経営管理大学院 **）


