
企業理念 トッパンユニバーサル
デザイン宣言

トッパンユニバーサル
デザイン7原則

ユニバーサル
デザイン対応指針

トッパンは、ユニバーサルデザイン（UD）の重要性を認識し、1999�
年にいち早く「パッケージUD�コンサルティング事業」を開始しまし
た。以降、各事業領域でUD�への取り組みを進め、できる限り多く
の人にとって使いやすく、魅力的なパッケージやコミュニケーション
ツールを企画・開発してきました。

2010�年に制定した「トッパンユニバーサルデザイン宣言」と「トッ
パンユニバーサルデザイン 7�原則」では、多様な人々との対話を重
視し、身体・知覚特性への配慮はもちろん、使用する状況や心地よさ
などの心理面への配慮も含め、「多様性に配慮した社会の実現に貢献」
するための製品・サービス開発の指針としてUD�を位置付けています。

ユニバーサルデザインは、トッパンの企業活動におけるもっとも基本
的な考え方の一つです。「企業理念」の下にユニバーサルデザインに積
極的に取り組み、多様性に配慮した社会の実現に貢献していきます。

ユニバーサルデザイン

使う人への思いやりのこころをこめて作品として製品・サービスを提供する、�
それが私たちのユニバーサルデザインの原点です。�
さまざまな人と対話を重ねひとりひとりの想いにこたえ続けることで�
使いやすく心地よい、人と地球環境に配慮した作品を創りだしていきます。�
くらしに広くかかわる企業としてユニバーサルデザインへの取り組みを通して�
多様性に配慮した社会の実現に貢献してまいります。

2010 年 4月制定

トッパンユニバーサルデザイン宣言

トッパンユニバーサルデザイン 7 原則

1.さまざまな人々の身体・知覚特性に対応しやすくなっている。

2.視覚・聴覚・触覚など複数（多重）の方法により、わかりやすくコミュニケー
ションできる。

3. 直感的にわかりやすく、心理的負担が少なく操作・利用できる。

4. より少ない力での取り扱いや、移動・接近が容易など、身体的負担が少
なく操作・利用できる。

5. 素材・構造・機能・手順・環境などへの配慮があり、安全に利用できる。

6. 適正な価格での提供、社会への充分な供給が可能である。

7. 心地よさ・楽しさ・美しさなどへの配慮があり、感性に響く魅力が
感じられる。

2001年制定�
2010 年 4 月改定

基本的な考え方 考え方

取り組み方針 方針
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コミュニケーションデザインとパッケージデザインについて「ユニバーサルデザイン対応指針」を独自に設け、製品・サービスを開発しています。

■ トッパンユニバーサルデザイン対応指針

心理的要素

触覚

五感的要素

聴覚

味覚嗅覚

視覚
扱いやすくする

音で補足する的確に伝える

他の感覚で代替できる他の感覚で代替できる

■ ソフト面

■ ハード面

見やすさ・
読みやすさ
への配慮

知覚特性 認知特性 操作性・判読性 代替性・選択性 環境対応性

わかりやすさ
への配慮

間違い
防止へ
の配慮

情報媒体の
代替性・
多様性への

配慮

社会への
充分な供給
と適正な
価格設定

取り扱いやすさ・
身体的負担
への配慮

環境への
配慮

グラフィック プロダクト

● デザイン性への配慮
● 利用や使用感での
    楽しさ、明るさ

「心地よさ」「楽しさ」「美しさ」

審美性

● 親しみやすい
● 愛着をもてる
● 繰り返し使いたくなる

コミュニケーションデザインのユニバーサルデザイン対応指針

2020 年度の取り組み 活動実績・データ

多 言 語 AI サ イ ネ ー ジ BotFriends®�
Vision は、利用者に最適な情報を音声
や文字・画像で案内するデジタルアシス
タントです。
AIによる自動応答だけではなく、リア
ルタイムの有人による遠隔対話を組み合
わせた案内が可能。
車椅子の方も利用できる筐体で公共・商
業施設に提供します。

多言語デジタルアシスタントBotFriends® Vision

AI と人が協調・対話する
バリアフリーサイネージ

JR山手線の新駅「高輪ゲートウェイ駅」に採用
2020 年 3月に開業したJR 東日本山手線の新
駅「高輪ゲートウェイ駅」に、「BotFriends®��
Vision」「BotFriends®�Vision+」を提供してい
ます。�
非接触・非対面による案内接客を実現することで、
お客さまや案内係の安全性を配慮した業務運用
に貢献しています。駅の利便性を向上させ、国内
外からの利用者へのおもてなしを支援します。

東北4県のターミナル駅に提供
東日本旅客鉄道株式会社様の仙台駅・盛岡駅・
秋田駅・新青森駅の 4 駅に、「BotFriends®�
Vision」と、リアルタイムの有人による遠隔対話
を可能にした「BotFriends®�Vision+」を2021
年 4 月より提供開始しました。�
非接触型の案内 AIシステムとして、駅を利用す
るお客さまに安心して使っていただける仕組みを
実現しています。

「BotFriends® Vision」に加えて、有人での遠隔接客を組み合わせた
ハイブリッド接客が可能な「BotFriends® Vision+」を提供開始

2020 年度〜の取り組み
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VoiceBiz® は、30言語の翻訳が可能な、
固有名詞や定型文登録に対応した音声翻
訳サービスです。
直感的で使いやすく、翻訳結果が相手に
正しく伝わっているかがわかる、逆翻訳
機能などで、窓口や店頭での接客、外国
人就労者への業務支援などにご活用いた
だけます。

VoiceBiz®

多言語コミュニケーションを
円滑にする音声翻訳 「VoiceBiz Ⓡ」を導入済みのお客さまのニーズを元に、フィリピン語の音声翻訳対

応を実施したほか、自治体や教育・医療分野向けに、利用頻度の高い会話文を定
型文として搭載。さらに利便性を高めています。また、今後も継続してお客さまのニー
ズを把握し、さらなる機能向上を図るべくアンケート機能を実装し、今後の機能追加・
翻訳精度向上に活かしています。

2020 年度の取り組み

音声翻訳対応言語の追加と定型文・固有名詞の拡充

IoA 仮想テレポーテーション ®は、IoA（Internet�of�Abilities：能
力のネットワーク）の考え方を基に、遠隔地の人やロボットの能力
をインターネット経由で利用し、利用者の身体的制約を超え、あた
かも自分がそこにいるような感覚で遠隔体験が可能です。

IoA 仮想テレポーテーション ®

現地の人やロボットに乗り移り
遠隔体験可能 バーチャルとリアルを融合した新しい働き方を支

援するサービス「IoA�Work™（ワーク）」を開発、
2021年 2 月15日より試験提供を開始しました。
本サービスは、利用者がオフィスをリアル空間とデ
ジタル空間から自由に選択できる、新しいリモート
ワークの環境を提供するものです。コクヨ株式会
社が提供するパーソナルワークスペース「WORK�
POD®」にも採用され、専用にカスタマイズした「IoA�
POD™」として利用されました。曲面ディスプレイ
などを用いて没入感を高めるなどの工夫により、「デ
ジタルツイン・オフィス(デジタル空間 )」でのより
効果的な遠隔コミュニケーションを実現しました。

2020 年度の取り組み

リモートワークを支援する「IoA Work™」を試験提供

スマートフォンと「VRscope®」を活用し、認知症の本人体験と認
知症のお客さま応対をVRで手軽に疑似体験できます。認知症の解
説と適切な応対ポイントで構成され、認知症の方の行動への理解と、
適切な応対方法を学習できます。

認知症体験 VR

認知症を体験型で理解、  
適切な応対を学べる ドライバーの高齢化に伴い、認知機能の低下によ

る事故の増加が社会問題化しており、自治体など
による問題解決の取り組みも積極的に行われてい
ます。この高齢ドライバーの認知症に関する社会
的課題に対し、監修に日本意思決定支援推進機
構、企画協力に高齢者安全運転支援研究会を加
えた体制で、認知機能低下のサインを正しく理解
できるコンテンツを新たに制作。認知機能障がい
を認める方の運転の特徴を本人視点で体験するこ
とで、サインを読み取るポイントを的確に学習でき
るコンテンツになっています。

2020 年度の取り組み

認知症体験VR�サービス概要

新たに「認知症体験VR運転編」を制作　　　

※2021年6月よりサービス提供開始

Social Environment GovernanceSocial

ユニバーサルデザイン

58 TOPPAN Sustainability Report 2021



視覚障がい者や外国人を含む全ての人を対象に、薬の情報や開封方法
が視覚的・触覚的に伝わる「やさしく使いやすい」パッケージです。
開封口が触ってわかり、錠剤が取り出しやすい前開き構造でリクロー
ズ可能。服用時に必要な情報（用法・用量）を内面に大きな文字でわ
かりやすく記載。QRコード読み取りによる多言語の自動音声読み上げ
で用法・用量等を伝える「アクセシブルコード」を導入し、印字場所
はデボス（凹）加工により触って位置がわかるようになっています。

パッケージデザインのユニバーサルデザイン対応指針

心理的要素

理解しやすい

注意力、記憶力不足に対応

不安感を与えない

情報接触度の差をフォロー

精神や性格の変化をフォロー

心地よさや楽しさを向上

触覚

五感的要素

聴覚

味覚嗅覚

視覚
触ってわかる

音で再確認できる的確に伝える

他の感覚で代替できる他の感覚で代替できる など

商品識別性
への配慮

持ちやすさ
への配慮

捨てやすさ
への配慮
省資源
への配慮

再封性
への配慮

便利機能取り出しやすさ
への配慮

見やすさ
への配慮

わかりやすさ
への配慮

開封性
への配慮

けがを防止

■ ソフト面

■ ハード面

キャップにバネ構造を採用することで、簡単に片手で開閉が可能。中栓
形状を工夫し、シートのセットしやすさと切りやすさを両立させました。
また、従来のボトル型衛生ウェットシート容器にはない、高いインテリ
ア性と生活になじむ優しい形状により、生活に除菌習慣を取り入れやす
くしています。

ボトル型衛生ウェットシート容器

医薬品向けバリアフリー包材

生活になじむパッケージ

バリアフリー化で使いやすいパッケージ

前開き構造 リクローズ可能

2020 年度の取り組み 活動実績・データ
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容器本体の四面になめらかな凹みが施されたことで高齢者から手の小さ
い子どもまで持ちやすく、全体を見ると「よつ葉」にちなんだクローバー
型の容器になっている、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたパッケー
ジです。
また、カップ容器については、プラスチック樹脂にサトウキビを原料と
するバイオマス樹脂を一部使用、年間約9.5トンの化石燃料由来プラス
チックの削減が見込める環境配慮型のパッケージです。

�レンジ加熱対応スタンディングパウチの自立性と、開封時の開口性を
高めた「いただきパウチ」。湯せんなど火を使わずにレンジで加熱でき、
器への移し替えなしでそのまま食べることができます。
単身・高齢世帯の増加などの社会環境変化を背景に、調理や洗い物の
手間の削減など「食の簡便化」のニーズが高まっており、調理済みの
食品をすぐに手軽に食べたいという「即食ニーズ」に対応しています。

バイオマスプラスチック容器

いただきパウチ

使いやすく、環境にも良いパッケージ

お皿代わりになるパッケージ

おでかけ中でも手軽に手指の衛生を守る、携帯できる消毒剤とハンド
ソープ。ストラップでつり下げることができ、気が付いた時にすぐに
消毒をしたり、石鹸の用意のない水道でもハンドソープで手を洗うこ
とができます。
半透明の優しい色合いとシンプルなデザインのシリコン製のストラッ
プは、長さも3段階に調節可能でどんなバッグやベビーカーにも取り
付けやすいように配慮されています。

シリコン製ストラップ付きハンドソープ / 消毒液

手軽に持ち運べるパッケージ

調理時の湯気による水蒸気で中身がキャップの取り出し口に付着して
しまう問題を、特殊な加工を施すことでスムーズな振り出しを可能に
しました。また、ヒンジキャップの密封性を向上させ、中身が固まる
のを防いでいます。ワンアクションで開封でき、くぼみのある瓶形状
で持ちやすいボトルです。

顆粒調味料容器

スムーズに振り出せるパッケージ
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