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C O N T E N T S

※「アイデアノート」は、凸版文久体を使用しています。
※本文中の商号および製品・サービス名称は、各社の商標または登録商標です。

「TOPPAN SOLUTION」は、トッパンの情報コミュニケーショ
ン分野のさまざまなソリューションをご紹介するWebサイトで
す。展示会やセミナーの開催レポートなど、各種オリジナルコン
テンツも充実。本誌「アイデアノート」のバックナンバーもご覧い
ただけます。課題解決のヒントとして、ぜひご活用ください。

「TOPPAN SOLUTION」
Webサイトのご案内

https://www.toppan.co.jp/solution/

詳しくはこちら！

読む前に、読むデータ D&I編03

Special Feature04

06

茅 和子さん　
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 総務局 人事部 D&I推進担当 ディレクター

Special Interview

東京2020大会を
D&Iの浸透と社会をより良くする契機に

色とりどりの個性を活かす

ダイバーシティ＆
インクルージョンって
何だろう？

GRAPHIC TRIAL 2020 -Baton- 告知19

トッパンのお仕事
田島ルーフィング株式会社様 
床材「パーマリュームシリーズ」
リアルテクスチャ見本帳制作

16

Visual Communication Vol. 7
横浜市経済局様
伝統工芸「芝山漆器」を先端技術で継承

18

10 言語の壁をなくすために
WOVN.io／ジャパリンガル®／VoiceBiz®

12 より多くの人に伝えるために
おまかせアナウンス®／多言語字幕サービス／Braille Neue／ミライスピーカー®
BotFriends®Vision／IoA仮想テレポーテーション®／ロボティクス・コミュニケーション

D&Iを推進するトッパンのソリューション
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説明できる
1.3%

何となく理解
2.2%

意味はわからない
6.0%

まったく知らない
90.5%

「ダイバーシティ」の
認知度はやや高いが、

「D&I」はほとんどの方が
知らない

（N=9,663）

読 む 前 に 、 読 む デ ー タ ｜ D & I 編

多様な人々が受け入れられ、それぞれの特性を活かしていくという
ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の取り組みが強く求められるようになっています。

一般の方におけるD&Iの認知度はどうでしょうか。
どれくらいの人がD&Iに関連した困りごとに直面しているのでしょうか。

●D&Iの用語としての認知度

9割が「D&I」を「まったく知らない」と回答
一般の方向けアンケートでは、「ダイバーシティ」「インクルージョン」を説明できる割合はそれぞれ
14.5%、3.4％。総称である「D&I」は1.3％となっており、まだまだ認知度が低いのが現状です。

Data1

Data 2

出典：株式会社電通「みんなのダイバーシティ調査」（2017年11月）

（N=978）

出典：NPO法人 GEWEL ダイバーシティ認知と理解に関する調査報告書（2019年10月）

● あなたは、性別や身体的なことなど、自分の特徴が理由で何かをできなかったり、不便だったり、
孤独に感じたことがありますか？（直近1年間において）

約4割が「D&I課題に直面したことがある」と回答
社会的な環境が整っていないことで、暮らしの中でD&Iに関連する困りごとに直面したことが
あると答えた人は約4割と非常に多くなっています。

ダイバーシティ＆
インクルージョンに関する課題に
直面したことがあると答えた人

37.5％

「ある」と答えた方の内訳
性別 ………………………………………… 13.1％
身体的特徴 ………………………………… 17.0％
物事の理解 ………………………………… 17.8％
世代間の価値観の違いなど ……………… 16.8％
子育て …………………………………………  9.3％
など



ダイバーシティ＆
インクルージョンって
何だろう？

Special Feature

　ダイバーシティ（Diversity）とは直訳すると「多様性」で、人それぞれの
「違い」を意味します。日本では、男女格差の観点から語られることが
多かったのですが、人種・年齢などの「目に見えやすい違い」や、価値
観や経験などの「目に見えにくい違い」も含まれます。（右ページ参照）

　一方、インクルージョン（Inclusion）とは、一人ひとりの多様性が
受け入れられ、それぞれの特性を活かせている状態のことを指します。
日本では、深刻化する少子高齢化の中、多様な人材の活用で価値創造を
目指す「ダイバーシティ経営」などとともに、D&Iの重要性が語られる
ようになってきました。

　こうして説明すると、とても難しいことのように感じられるかもしれ
ません。しかし、これを読んでいるあなたも、多様性を構成する一員
です。自分は特に何のマイノリティにも属していない…と思われる方も、
さまざまな「個性」を持っています。あなたのその個性こそが、大切に
されるべき「違い」なのです。

　すべての人の「違い」が受け入れられ、共生していける社会の実現に
向けて、トッパンはさまざまなソリューションを提供しています。今号では、
言葉の壁をなくすための多言語サービスや、情報のバリアフリー化を
助けるサービスなど、トッパンの取り組みの一端をご紹介します。

色とりどりの個性を活かす
これまでにないスピードで多様化が進む日本。
今年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、
多様な人々が集まる場がさらに増加することが予想されます。
そこで大事になるのがダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）という考え方です。
今号では、注目が集まるD&Iと、関連するトッパンのソリューションをご紹介します。
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ダイバーシティ＆
インクルージョンって
何だろう？

違いを知り、
違いを活かし合える社会へ

さまざまな方向からD&Iを考える

ダイバーシティは
2つに大別される
人種・年齢などの「目に見
えやすい違い」のほか、価
値観や経験などの「目に見
えにくい違い」も多様性に
含まれます。

訪日外国人観光客、在留外国人が急増する一方で、言葉の通じに
くさが問題になる場面も増えています。英語・中国語・韓国語だ
けでなく、スペイン語・タイ語などさまざまな言語での情報提供
の重要性が高まっています。また、日本語と英語どちらも得意で
ない人にも伝わりやすい「やさしい日本語」も注目されています。

外国人の言葉の壁を取り除くPOINT

1

私たちには多種多様な身体的特徴があり、生活の
中で大なり小なりさまざまな困りごとを感じてい
ます。そこで、人が社会環境に合わせるのではな
く、困っている人に適応できるように製品やサー
ビスを整えていくべきという考え方が浸透してき
ています。2016年に施行された障害者差別解消法
でも、障がい者の負担を提供者の負担を重すぎな
い範囲で取り除く合理的配慮が求められています。

人が社会に合わせるのではなく、
社会を人に合わせる

POINT

2

私たちは、知らず知らずのうちに、「女性は●●
すべきだ」「●●人はこう思うはずだ」など、属性に
よる傾向や役割の決め付けをしてしまいがちです。
そういった傾向はアンコンシャス・バイアス（無意
識の偏見）と呼ばれています。ステレオタイプな
決め付けをして誰かを苦しめたり、傷つけたりす
る表現になっていないかを考えることは、D&Iを
支える大切な要素です。

属性による
役割の決め付けにNO！

POINT

3

目に見えやすい違い

身体的
特徴

人種
・
民族

目に見えにくい違い
宗教、信条、価値観、
ライフスタイル、経験など

年齢 性別

利き手 言語

5



「違い」を知って、
個々の力を活かすために
　オリンピズムの根本原則を成文化したオリンピック憲章の第
6条に「あらゆる差別の禁止」ということがうたわれているよう
に、オリンピックとダイバーシティの考え方には共通したもの
があります。世界各地から集まる観客はもちろん、参加するア
スリート、大会運営に関わるスタッフなど、すべての人が楽し
める大会にする必要があり、そのためには「ダイバーシティ＆
インクルージョン（多様性と包含）」という考え方が重要です。
　ダイバーシティ＆インクルージョンというのは、一人ひとり
が違うということ、そして、その違いを尊重して認め合うとい
うことです。組織委員会では、このD＆Iの考え方を広げて
いくためのアクションワードとして、「Know Differences, 
Show Diff erences.」を掲げています。この言葉が表すように、
まず多様な人がいることを知り、認識してもらうことを大切に
しています。

公益財団法人　
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
総務局 人事部
D&I推進担当 ディレクター

茅 和子さん

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、
大会ビジョンの基本コンセプトの一つに「多様性と調和」を掲げています。
ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）は、いまや世界の「共通言語」として、
すべての人が共有し、行動していくための指針です。
この大会を誰もが楽しめるものにするとともに、
その先にある社会をより良くする契機にすべく取り組まれている、
東京2020大会組織委員会のD&I推進担当の茅さんに、
お話をうかがいました。

東京2020大会を
D&Iの浸透と
社会をより良くする契機に

Special Interview
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　組織委員会では、この考え方をまずメンバーに周知していく
ことから始め、開催に向けて増加するスタッフやボランティア
の人たちにもしっかり伝わるように、eラーニングやテキスト
による研修、外部の有識者による講演などを行っています。

　研修を行った際に受講者の方から、「知識として知っている
と思っていたことでも、実際に障がいのある当事者からお話を
聞くことで実感することや、気づくことがあった」という声を
耳にします。また頭では理解しているつもりでも、実際に行動
する場面になると難しいこともあります。
　多様性や一人ひとりの違いを知り、認めることが大切ですが、

「違い」には言われないと気づきにくいこともあります。性別や
言語などは比較的わかりやすい違いですが、多様性には宗教、
信条、価値観、ライフスタイルといったことも含まれます。
　もっと身近なことで言うと、たとえば「右利きか、左利きか」
ということも「違い」の一つです。世の中は圧倒的に右利きの人
に便利にできていますが、左利きの人はどうしたら使いやすい
かということを考え、どちらでも不便がないようにしていくこ
とが必要です。一人ひとりが違って当然で、そのことで困った
りしないようにならなければいけません。
　言葉の「違い」も意識しなければなりません。たとえば、組織
委員会の職員の国籍はさまざまです。日本語がわからない人も
います。職員全員が対象の資料やメールを日本語だけにしてし
まうと、大事な情報が届かない人がでてきてしまう。英語を併
記することを義務付けていますが、なかなか浸透しませんでし
た。このように言葉の「違い」も意識しなければならないことの
一つです。

　研修では職場や日常生活でのサポートも学びますが、障がい
のある方の困りごとには外から見てわからないものもあります。
組織委員会やボランティアの方の中にも、いろいろな障がいの
ある方がいて、ともに東京2020大会をつくっています。一緒
に仕事をするために何が問題なのか、何が助けになるのか、コ
ミュニケーションの方法はどうしたらよいかなど、みんなで考
えて試行錯誤しています。自分の立場だけで考えるのではなく、
周囲にどういう人がいるか、その人が何に困っているのかなど
の状況を知ることが大切です。私たちが普通に出入りするドア
でも、車いすを使う人はぶつかって入れなかったりします。ド
アを直すのが難しいとしても、「このドアの幅は何センチ」と表
示すれば、その部屋での会議を避けることができます。
　設備の改善や新設には時間がかかりますが、困っている人
がいたら声をかけたり、必要に応じて協力したりするなど、す
ぐにできることもあります。1人では助けられなくても、まわ

頭で理解することと
実践して気づくこと

東京2020大会を
D&Iの浸透と
社会をより良くする契機に

一歩踏みこんで
行動できることを考える

東京2020大会　
ダイバーシティ＆インクルージョン
アクションワード

視覚編の講座の様
子。アイマスクを
つけた人を座席に
誘導する体験を二
人一組で行う

Photo by Tokyo 2020

この言葉をアクションワードとして、「互いを
理解し、多様性を尊重し、個々が力を発揮できる」
大会を目指す。

Special Feature ダイバーシティ＆インクルージョンって何だろう？

東京2020大会組織委員会の
「D&I研修（接遇・サポート）」

　大会本番だけでなく、職場をはじめ日常生活にお
いてもサポートを実践できる人材の育成を目的に実
施。研修は、「視覚編」「聴覚編」「車いす編」の3パー
トに分かれており、障がい当事者の職員が講師を務
めました。
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　東京1964オリンピックで初めて採用
された「スポーツピクトグラム」は、いま
や大会開催に欠かせないものとなって
います。各競技を正確に表し、コミュ
ニケーションツールとして情報を伝え
る大切な役割があるスポーツピクトグ
ラムを、より多くの方に知ってもらう機運を醸成するために、トッパ
ンは触ってわかるポスターを制作しました。熱で膨張する材料を用い
てピクトグラム部分を立体的に加工しており、視覚に障がいのある方
も、触ることで各競技をイメージしやすくなっています。点字部分と
ピクト部分で盛り上がり方を変えたり、ピクト内での盛り上がり方を
均一にするなど、試行錯誤を重ねました。障がいのある方も、そうで
ない方も楽しめる大会の実現の一助となることを期待しています。

りの人たちが協力することによって、良いアイデアが生まれる
こともありますし、助け合える環境があれば、困っている人が
助けを求めやすくなります。

　組織委員会には、さまざまな企業や組織から経験を積んだ
スタッフが集まっています。2020年1月末時点で3千人以上の
人が集まっていますが、国籍や使う言葉もそれぞれ違いますし、
ものごとの捉え方や考え方、働き方も違います。日々、さまざ
まな違いを感じながら、オリンピック・パラリンピック開催に
向けての取り組みを進めています。
　組織委員会は、D&Iの視点が反映された計画を実行に移す
ことで、大会に関わるすべての人が大会を心から楽しめるよう
にと考えています。そのため、狭い枠にはまらないよう意識し
ながら、どうすれば、より良くなるかを考え続けています。ま
た私たちには、オリンピック・パラリンピックを開催した後も、
ここで得た知識や培った経験をそれぞれが、ほかの企業や組
織に広めていく役割があります。
　これから大会本番に向けて関わるスタッフ数は、ボランティア
の方も含めて約11万人にもなります。開催期間中には会場の

飲食や清掃、警備などを担ういろいろな企業も関わってきます。
その方たちにもD&Iの考え方を理解していただくために、真摯
に取り組むことが重要ですし、その方たちを通じて、D&Iの考
え方がもっと広がっていくことを期待しています。
　最近では電車に乗っていても、街を歩いていても多言語の
案内を目にする機会が多くなるなど、社会は徐々に変化してい
ます。とはいえ、まだまだ改善すべきところが多いのが現状で
す。歩きにくい段差のある道路や、使いにくいトイレなど、日
常における困りごとはたくさんあります。もし、そのような局
面に出会ったら、「何かお困りですか？」といった一言で解決で
きる場合もあります。一人ひとりが声をかけて、できることが
ないか聞いてみることがとても重要です。D&Iという考え方を
知ったら、理解するだけでなく、次はどんどん実践してほしい
です。これからはもっと多様化を受け入れ、積極的に行動に移
していくことが求められる社会になると思います。
　東京2020大会をみんなで楽しめるものにするためにどうす
ればいいか、みんなで考え、行動していく。一人ひとりの意識
と行動が変わっていくことで、東京2020大会が今後の社会を
変えていく契機になればと思っています。よく「気を配る」「配
慮する」という表現をしますが、それがもっと自然にできるよう
になればいいと思います。「D&I」という言葉をあえて意識しな
くなるぐらい、誰もが自然に行動できる社会を目指したいです。

東京2020大会がこれからを
変えていく契機に

「触れるピクトグラムポスター」を制作

凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
スポーツ事業推進本部

浜野 健

Toppan’s work

凸版印刷は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のオフィシャルパートナー（印刷サービス）です。
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多様な人々が
共生していくために

D＆Iを推進するトッパンのソリューション

2020年より先の未来も見据えて、一人ひとりの生活を支えていきます。

言葉の壁を
なくすために

能力や空間を
超えた体験を

IoA仮想
テレポーテーション®

P.15

見る 触れる話す

話しかけやすい
ロボットを受付に

ロボティクス・
コミュニケーション

P.15

話す 寄り添う

バーチャルキャラと
AIでご案内

BotFriends® 
Vision

P.14

話す 寄り添う

音のバリアフリー
環境を実現

P.14

聞く
より多くの人に
伝えるために

テキストから
音声を作成

P.12

聞く

音声を多言語で
字幕化

多言語
字幕サービス

P.13

読む

目でも指でも
読める書体

Braille Neue

P.13

読む

多言語サイト
生成サービス

P.11

知る

テキストを
簡単に多言語化！

P.11

読む

対面での
コミュニケーションに

P.11

話す聞く
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外国人の方とのコミュニケーションでこんなお悩みありませんか？

用語集を作成して、包括的に多言語対応をサポート

　各種媒体で、それぞれ多言語化を手配していると、同じ日本語の文章（単語）でも翻訳結果が
異なってしまい、外国人の方が混乱してしまうことがあります。トッパンでは、表記の統一を図る
ため翻訳作業前にお客さまごとの用語集を整備し、各種多言語化サービスへ展開することで、
ツールの品質を上げながら「知る・読む・聞く・話す」をトータルサポートします。

外国人とのコミュニケーションを深める
多言語対応サービス
訪日外国人観光客は年々増加しており、その流れは今後も続くことが予想されます。
しかし、日本の文化に魅了される方がいる一方で、「言葉の通じにくさ」を課題に感じる外国人の方の声を耳にすることもあります。
トッパンは外国人の方が集まる場の「知る・読む・聞く・話す」を、多種多様なサービスを通じてサポートしています。

音声の
多言語化【 】

● 多言語AIサイネージ
「BotFriends® Vision」

● 各種コミュニケーションロボット
に搭載可能！

Webサイトの
多言語化【 】

テキストの
多言語化【 】

詳しくはP.14-15をチェック！

言葉の壁をなくすために

さまざまなツールを
使って、伝えたい

Webサイトの情報を
他の言語でも発信したい

対応できるスタッフが
限られている

用語集
データベース
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お困りでしょうか？

May I help you?

看板

ポスターメニュー POP

外国人とのコミュニケーションを深める
多言語対応サービス

VoiceBiz® （ボイスビズ）

対面でのコミュニケーションがスムーズに！ ［音声翻訳サービス］

　訪日外国人は年々増加しており、窓口における多言語対応が
急務となっていますが、さまざまな言語に対応できる通訳スタッ
フを確保するのは困難です。音声翻訳サービス「VoiceBiz®」は、
音声翻訳11言語、テキスト翻訳30言語に対応したアプリで、
スマートフォン／タブレットに話しかけるだけで翻訳結果(音声・
テキスト)を即時に出力。窓口での手続きや
店頭での接客がスムーズになるほか、外国
人雇用者に対する社内コミュニケーション
ツールとしても利用可能です。

　Webサイトを多言語化するためには、サイトの立ち上げ、翻
訳内容の確認、運用管理など、対応する言語が増すほど時間
やコストがかかります。「WOVN.io」では、既存の和文Webサ
イトから機械翻訳を用いてさまざまな言語のサイトを手軽に生
成できます。和文で修正した箇所がリアルタイムで他の言語の
サイトに反映されるため、従来の方法より情報更新が容易に。
複雑な構成のサイトにも対応でき、よりきめ細かな情報提供が
しやすくなります。

WOVN.io （ウォーブン ドット アイオー）

リアルタイムに多言語で情報発信を！ ［多言語サイト生成サービス］

知る

ジャパリンガル®

案内表示やパンフレットなどの多言語化を支援！ ［テキスト翻訳サービス］

　観光案内や交通案内など、外国人の方の目に触れる情報は
多種多様。「ジャパリンガル®」は、Webサイトから手軽に翻訳
を発注できるサービスです。AI翻訳と、トッパン独自の翻訳者
ネットワークによる人の目でのチェックを組み合わせることで翻
訳負荷を大幅に下げ、手軽で低価格・スピーディー・高品質
なサービスを実現しています。1文字単位で
翻訳発注が可能なため、観光地や宿泊施設、
店舗などのパンフレット、ポスター、案内
表示などの多言語化・改訂に多く活用され
ています。 

読む

聞く 話す

WOVN.io上で
各言語のサイトを
一元管理。
40か国語に対応

Webサイトから
手軽にテキスト
翻訳を発注

各ツールの多言語化に活用可能

店頭や窓口でのコミュニケーションを円滑に

Special Feature ダイバーシティ＆インクルージョンって何だろう？
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おまかせアナウンス®

音声合成を軸に、さまざまな方に向けて情報を発信

声の生成だけでなく、元となるテキストの編集・加工（翻訳や
OCRによるデジタル化など）から、利用シーンに適した情報配
信システムの構築まで、ワンストップでご提供できることが特徴
です。 施設放送や資料の読み上げへの活用はもちろん、目の
不自由な方や、高齢者、外国人の方などに向けて、内容の理
解をサポートするツールとしても活用できます。

　「おまかせアナウンスR」は、音声合成技術を活用し、テキス
ト原稿からナレーション音声を短納期・低コストで作成するサー
ビスです。36種類以上の言語に対応し、日本語の場合、話者
パターンは大人から子どもまで男女17種類から選択可能です。
スピードや声質の高低、イントネーション、抑揚、感情表現など、
きめ細かな調整により自然な音声を実現しています。また、音

すべての方が自分らしく生活を楽しみ、
情報を得ることをサポート
トッパンには、情報のバリアフリー化を助けるさまざまなサービスがあります。
年齢や障がいの有無、国籍などにかかわらず、できるだけ多くの方が情報にアクセスでき、
生活をより楽しめる社会をつくるための、トッパンのサービスをご紹介します。

より多くの人に伝えるために

　「ちひろ美術館」は、画家いわさきちひろの作品をはじめ、
世界の絵本画家の作品約27,200点を収蔵する絵本美術館で
す。開館当初より世界の絵本文化の発展と多様な価値を踏
まえた国際交流を目指しており、美術館内での多言語対応
を強化する一環として2019年12月より、スマートフォンに
よる多言語デジタルガイドを導入しました。音声は日・英
の2か国語で再生、テキストは7言語を表示できます。自分
で音量を調整したり、文字を拡大できるため、難聴の方も、
小さい文字が読みにくい方も、ご自分のペースでいわさき
ちひろの世界を楽しんでいただけます。

聞く

自分のペースに合わせて鑑賞できる多言語デジタルガイド
公益財団法人いわさきちひろ記念事業団様

公益財団法人 いわさきちひろ記念事業団
ちひろ美術館・東京
シニア・アソシエイト

中平 洋子さん

館内Wi-Fiに接続してQRコードを
読み取ると、解説のテキストが 
表示され、音声を聴くことができる

データ加工中心の作業でスピーディーな制作が可能
原稿の修正に強く、話者の声質も安定する

・	テキスト原稿だけでOK
・	話者による人的影響を受けない
・	納期直前でもテキスト修正が可能

おまかせアナウンスR

制作コストやスケジュール、ナレーターの
人的影響等（声質変化など）で制約を受ける

・	収録スタジオが必要
・	声優やナレーターの手配が必要
・	頻繁に収録できない

従来手法

採用事例
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情報を得ることをサポート
トッパンには、情報のバリアフリー化を助けるさまざまなサービスがあります。
年齢や障がいの有無、国籍などにかかわらず、できるだけ多くの方が情報にアクセスでき、
生活をより楽しめる社会をつくるための、トッパンのサービスをご紹介します。

より多くの人に伝えるために

　「ちひろ美術館」は、画家いわさきちひろの作品をはじめ、
世界の絵本画家の作品約27,200点を収蔵する絵本美術館で
す。開館当初より世界の絵本文化の発展と多様な価値を踏
まえた国際交流を目指しており、美術館内での多言語対応
を強化する一環として2019年12月より、スマートフォンに
よる多言語デジタルガイドを導入しました。音声は日・英
の2か国語で再生、テキストは7言語を表示できます。自分
で音量を調整したり、文字を拡大できるため、難聴の方も、
小さい文字が読みにくい方も、ご自分のペースでいわさき
ちひろの世界を楽しんでいただけます。

聞く

自分のペースに合わせて鑑賞できる多言語デジタルガイド
公益財団法人いわさきちひろ記念事業団様

公益財団法人 いわさきちひろ記念事業団
ちひろ美術館・東京
シニア・アソシエイト

中平 洋子さん

館内Wi-Fiに接続してQRコードを
読み取ると、解説のテキストが 
表示され、音声を聴くことができる

データ加工中心の作業でスピーディーな制作が可能
原稿の修正に強く、話者の声質も安定する

・	テキスト原稿だけでOK
・	話者による人的影響を受けない
・	納期直前でもテキスト修正が可能

おまかせアナウンスR

制作コストやスケジュール、ナレーターの
人的影響等（声質変化など）で制約を受ける

・	収録スタジオが必要
・	声優やナレーターの手配が必要
・	頻繁に収録できない

従来手法

採用事例
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なシーンで活用できます。スマートフォンさえあれば、特別な
音響機器は必要なく、オフラインでも使用できるなどの手軽さ
が特徴です。

点字の設置時に、晴眼者が見落としがちな点字の不備に気付
きやすくなります。墨字と点字両方の表示スペースを取る必要
もなくなるため、限られた空間でも情報を提供できます。

　「多言語字幕サービス」は、アナウンスやナレーションなどの
音声を、スマートフォン等でアプリを用いて受信すると、リアル
タイムに多言語の字幕や関連情報が表示されるサービスです。
バスや観光ツアーのアナウンス、舞台のセリフなど、さまざま

　「Braille Neue」は、晴眼者※が使う墨字と視覚障がい者が
使う点字が一体になった、目でも指でも読めるユニバーサルな
書体です。これまで別々の文字にアクセスしていた両者が、同
じ文字で情報を共有できることで、新たなコミュニケーション
の誕生が期待されています。また、「Braille Neue」であれば、

すべての方が自分らしく生活を楽しみ、
情報を得ることをサポート

※��多言語字幕サービスはヤマハ株式会社の「おもてなしガイド」を活用したサービスです

多言語で情報を発信して外国人の方も楽しめる地歌舞伎に
岐阜県中津川市観光課様

ユニバーサル対応への晴眼者の意識向上にも

　地元住人たちによって演じられる、地方に根付いた歌舞伎
のことを「地歌舞伎」といいます。岐阜県は地歌舞伎が盛んで、
外国人観光客も多数訪れています。今回、「馬籠宿�馬籠座歌
舞伎�2019年秋公演」において、国立研究開発法人�情報通信
研究機構（NICT）により、「多言語字幕サービス」を用いた�
多言語音声翻訳技術の実証実験が行われました。日本語、
英語、中国語（繁体字）、スペイン語、フランス語の5か国語で
観劇中のセリフや場面の解説を表示できるアプリがインス
トールされた端末を外国人観光客に貸し出しました。外国
人観光客からは「物語が理解できて楽しめた。もっと歌舞伎
を知りたくなった」などの声がありました。
運用：�凸版印刷株式会社、�ヤマハ株式会社、マインドワード株式会社

※晴眼者：視覚に障がいのない者
（「Braille�Neue」はデザイナー�髙橋鴻介氏によって開発され、トッパンが社会普及を
支援しています）

字幕で「白浪五人
男」を楽しむ外国
人観光客

セリフや場面の
解説をスマート
フォンに表示

実証実験

Special Feature ダイバーシティ＆インクルージョンって何だろう？

多言語字幕サービス
音声情報を文字や画像でわかりやすく解説

読む

Braille Neue （ブレイルノイエ）

目でも指でも読めるユニバーサル書体

読む

Braille
（点字）

Existing Character
（墨字）

Braille Neue
（ブレイルノイエ）
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　トッパンは2019年8月5日～11月10日に「BotFriends® 
Vision」をJR横浜駅に設置し、コミュニケーションAIとバー
チャルキャラクターによる遠隔案内の有用性を検証しました。
近年増加し続ける訪日外国人旅行者を意識し、日本語、英語、
中国語、韓国語の4か国語で案内しました。
　「BotFriends® Vision」は、想定質疑応答どおりに回答する
だけでなく、コールセンターで培った顧客対応ノウハウに基
づき、回答に相手への共感を示す言葉を添えるなど、受け手
の感情を配慮した対応を実現しています。
　実証実験では、人混みの中でもクリアな音で案内できるよう
に「ミライスピーカー®」を搭載。駅周辺地図や店舗案内、乗換案
内など、外部システムとも連携して適切な情報を提供しました。

AIとバーチャルキャラクターでJR横浜駅の案内を
東日本旅客鉄道株式会社様

車いすに乗った方も操作しやすい横型筐体タイプ

ミライスピーカー®

BotFriends® Vision （ぼっとふれんず ビジョン）

高齢化に伴う『聞こえ』の課題解消を目指す

多くの人でにぎわう駅や店舗でのきめ細かな対応を

　高齢化に伴い難聴者が増加しています。また障害者差別解
消法では、企業は必要に応じた援助を行う「合理的配慮」の努
力義務が規定されています。「ミライスピーカー®」はこの課題
に対し、曲面の振動板を用いた「曲面サウンド」で音のバリアフ
リー環境を簡単に構築。これにより「筆談」「大きな声でゆっくり
話す」といった個別の対応を取らずとも、より多くの方にアプ
ローチできます。大きな音を出さずに広く遠
くまで音の情報をクリアに伝える特徴があ
り、介護施設や公共機関での高齢者への
対応だけでなく、学校・幼稚園や企業のセ
ミナーなどでの活用も期待されます。

　多くの人が往来する駅や店舗などは、多種多様な人が行き
交う場所であり、一人ひとりに沿ったコミュニケーションがより
必要とされる空間です。しかし、すべての人にきめ細かに対応
するには、対人だけでは困難です。そこでトッパンは、AIチャット
ボットとデジタルサイネージを組み合わせたデジタルアシスタント

「BotFriends® Vision」を開発。AIによる自動応答のほか、
バーチャルキャラクター「小石川 彩」を遠隔
操作し、対話形式での接客対応を実現して
います。多言語コミュニケーションも可能で、
駅や店舗でその場に人がいない状態でも、
きめ細かな案内ができます。

聞く

実証実験

デザイン性を高めたカーブ
タイプのほか、持ち運びで
きるタイプも

寄り添う話す

大画面にバーチャルキャラクターが登
場し、気軽に話しかけることができる

より多くの人に伝えるために
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IoA仮想テレポーテーション®

ロボティクス・コミュニケーション

能力や空間を超えた体験ができる

個々に寄り添った話し方やサービスを提供する

　一人ひとりに合ったサポートを行うには、場所や状況の変化
に応じた柔軟な対応が重要です。ロボティクス・コミュニケーショ
ンは、施設案内やイベントの受付をコミュニケーションロボット
が担うことを想定したサービスです。まばたきなど人間のよう
な反応をするロボットは音声のみのデジタルアシスタントに比
べて、話しかけやすいという特徴があります。内蔵センサーに
より人の顔を認識できるため、高齢者と判断した場合はアナウ
ンスの大きさやスピードを変える、子どもの場合は優しい口調で
話しかけるなど、きめ細かな対応ができるインターフェースとし
て期待されています。

　IoAとは、東京大学・暦本純一教授によって提唱された、ネッ
トワークを介して人間とテクノロジー・AIが一体化し、意識や
能力を拡張する未来の社会基盤です（図参照）。たとえば、ロ
ボットを通して空中や海中の様子をはじめ、普段見られないよ
うな視点から体験したり、遠隔操作で自分自身が行けない場
所をつないで人と会ったりすることが可能となります。トッパン
は、2016年より暦本研究室と共同で遠隔
体験技術「IoA仮想テレポーテーション®」の
研究・開発を開始。観光、買物、教育等
の分野で、より現実に近い没入感のある体
験を提供するための実証を進めています。

　トッパンは2019年9月28日、「IoA仮想テレポーテーション®」
技術をJリーグ公式戦の観戦に初めて導入し、NTTドコモと共
同でサッカースタジアムに足を運ぶことが困難な鹿島特別支
援学校の子どもたちを遠隔地から試合へ招待しました。当日は、
鹿島特別支援学校の体育館とスタジアムをつないで高画質映
像を投影し、「IoAネック™」※を活用したスタジアム巡りを実施。
同校の先生が機器を装着し、試合前にコンコースなどを案内し
ました。また、現地にいるキャラクターと「ハイタッチ」でコミュ
ニケーションをとる設備も配置。リアルタイム動画に合わせて
タッチすると振動が伝わり、子どもたちは大興奮でした。

Jリーグの試合の臨場感を学校の体育館で
茨城県立鹿島特別支援学校様

現地の興奮がリアルタイムで伝わる

シーンに合ったアプリを搭載して
コミュニケーションが可能

採用事例

見る 触れる話す

寄り添う話す

※�遠隔地にいる人を映像・音声・コントローラーからの振動等でつなぎ、�
意思疎通を可能にするウェアラブルデバイス

Special Feature ダイバーシティ＆インクルージョンって何だろう？

インターネット

空を飛ぶ
（ユーザの体験拡張）

遠方の人と会う
（ユーザの存在拡張）

修理手順を指示する
（ユーザの能力伝達）

IoAの概念図
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F o c u s  o n  W o r k s
トッパンのお 仕 事

印刷技術で床材の質感をリアルに再現し
田島ルーフィング株式会社様 床材「パーマリュームシリーズ」リアルテクスチャ見本帳制作

た見本帳を制作
色柄だけでなく、表面の凹凸も再現する「リアルテクスチャ印刷」。実物の素材が持つ触感や質感をリアルに再現できることから、 
建材や塗装、生地等の見本帳への活用が期待されています。今回、その実用例の一つとして、田島ルーフィング様の床材「パーマ
リュームシリーズ」見本帳をご紹介します。ディレクションを担当した大橋未季（トッパンアイデアセンター クリエイティブ本部）に
話を聞きました。

トッパンが開発した「リアルテクスチャ印刷」は、リアルな 
見た目と触り心地を再現する印刷技術です。素材の表面の凹凸
や、塗装など光沢感のある質感を再現できることから、さまざま
な活用法が期待されていました。そうした中で私たちは、 
2018年12月、多彩な床材を扱われている田島ルーフィング様に、
ビニル床材「パーマリューム」のリアルテクスチャ印刷見本帳の
ご提案をさせていただきました。

パーマリュームシリーズは、プレーンやマーブル、織物柄、
木調抽象柄など、多彩な色柄・質感がそろっている床材で、 
当時の見本帳は、小さく切り抜いた実物の床材が貼られたもの
でした。ご担当者様にお話をうかがってみると、重さと厚みが
あるため扱いづらい、制作の際に現物を切って貼るため時間・
手間・コストがかかる、処理の際には現物をすべて剥がすか 

産廃業者に処理してもらわなければならない、などの課題が 
あることがわかりました。しかも実際には、お客さまは見本帳
を見て床材を大まかに選ばれるものの、最終的には大判の現物
見本をご覧になって決定されることがほとんどだそうで、見本
帳は必ずしも実物である必要はないと思われました。

リアルテクスチャ印刷を使った見本帳にすれば、重さは約
200ｇとなり、現物見本帳の約750ｇから大幅な軽量化が実現
します。背幅も薄くできるので、持ち運びも楽になりますし、
製造工程や処理の際の問題も解決できます。そこで私たちは、
パーマリュームの実物見本帳を１冊お借りし、その一部をリアル
テクスチャ印刷で再現したサンプルを作製して、ご覧いただき 
ました。その結果、リアルテクスチャ印刷の再現性と利便性を
実感いただき、2019年5月、見本帳の再版を機に、リアルテク
スチャ見本帳を採用いただきました。

現物の床材が貼られた実物見本帳の課題

印刷設計・ディレクター：仲山 遵、大橋 未季
プリンティングディレクター：高本 晃宏

【仕様】 判型：297mm×849mm
 用紙：アイベストW　合紙

リアルテクスチャ印刷
の見本帳であることを
示すロゴを付けた
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 用紙：アイベストW　合紙

リアルテクスチャ印刷
の見本帳であることを
示すロゴを付けた
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印刷技術で床材の質感をリアルに再現し
田島ルーフィング株式会社様 床材「パーマリュームシリーズ」リアルテクスチャ見本帳制作
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触感をプラスしています。オフセットの色は、シルクスクリーンが
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必要がありました。また、シルクスクリーンのインキには小さな粒
子を含んだものやマットなものなどいろいろあるので、どれを選び、
どんな割合でブレンドするか、何層重ねる必要があるかなど、チー
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帳シリーズとなっていく可能性を考え、ブランディングの観点から

「プリントテクスチャ」というロゴもご提案させていただきました。
「触感が実物とほぼ変わらない」「軽くて持ち運びしやすく、最初

の打ち合わせにちょうど良い」「処理の手間が格段に違う」など、 
ご好評をいただいています。この見本帳を第一歩として、他の 
シリーズの見本帳への展開も、ご検討いただいているところです。

リアルな質感はもちろん、
軽さと処理のしやすさが魅力

（上）リアルテクスチャ見本帳
床材がもつ独特のまだら感など
も表現されている

（右）従来の見本帳

リアルテクスチャ印刷とは
リアルな見た目と触り心地を追求し
た印刷技術。まず、立体感に優れたス
キャニング技術である「リアルスキャ
ン」で実物を高精細にスキャンし、一
般的なスキャナーでは再現できない
リアルな質感画像データを作成。この
データを用いることで、細かな陰影
と奥行きを強く感じさせるオフセッ
ト印刷を行う。さらに実物表面のテク
スチャに合わせ、特殊インキによるシ
ルクスクリーン印刷を上から重ねる
ことにより、実物に近いリアルな触感
を再現する。

木目、砂、金属
などさまざまな
テクスチャの質
感を表現



青いシルエットがマイ
スターの動き。ヘッド
マウントディスプレイ
をつけると自分の手が
白いシルエットで浮か
び上がり、マイスター
の動きに合わせて作業
を体験可能センサーグローブを着用し、指先の細かい動きを計測

モーションキャプチャからVR教材を制作

伝統工芸「芝山漆器」を先端技術で継承
横浜市経済局様

「想い」「アイデア」をリアルなカタチに。 
心を動かしコミュニケーションをつなぐ 
先端表現技術

Vol.7

1つのシーンを、左右やマイスターの目線など
自由な視点から体験可能

　漆器に貝類やべっこうなどをはめ込んだ「芝
山漆器」は、その繊細な美しさを高く評価されて
います。横浜市経済局様では、優れた技能職
者を 『横浜マイスター』 として選定し、技能継承
する取り組みを推進しており、トッパンはテクノロ
ジーの祭典 『横浜ガジェットまつり2019』 に向け
て、芝山漆器の制作工程の一部を体験できる
VR教材を制作しました。
　「芝山漆器は横浜市を代表する工芸品の一
つですが、現在、職人は減少の一途をたどっ
ています。第一人者である宮﨑 輝生氏の匠の
技を可視化するために、動作をモーションキャ
プチャ※し、それを基にVR教材を作り上げてい
きました」（平本）。
　全身と道具の動きは赤外線カメラで計測。
また、芝山漆器の制作工程資料から 「指先の
細かい動きの把握が重要」と推測し、センサー
グローブを用いて計測しました。制作したVR
教材では、削る際に力が入り指先が反り返る
様子など、細かな動きも表現しています。体

験者の手をVR教材内に表示して、宮﨑氏の
動きに合わせて学習することも可能です。
　ブースに来場された方からは、触覚の再現
や視線の移動の可視化を期待する意見もいた
だきました。
　「技能継承には今回の手法以外にも、360度
映像やARなどさまざまなアプローチが考えられ
るでしょう。今回いただいた意見も含め、より
効果的な学習方法を実現できるよう、研究開発
を進めていきたいです」（平本）。

絵画にはない立体感と、漆と象嵌
との絶妙な取り合わせが美しい芝
山漆器（製作：宮﨑 輝生氏）

※モーションキャプチャ
現実の人物や物体の動きをデータとして記録する技
術で、ゲーム、映画などさまざまな分野で採用され
ています。光学式、慣性式、磁気式、映像解析式など
の手法があり、用途によって使い分けられています。

【担当者】
凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部
ソーシャルデザイン事業部　
ソーシャルイノベーションセンター
先端表現技術開発本部　
ビジュアルコミュニケーション開発部 平本 和己
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グラフィックトライアルとは、トップクリエイターと凸版印刷が協力して新しい印刷表現を探る企画です。色数、用紙、インキ等に制限をつけず、
究極の色再現やリアルな質感再現を印刷技術の力で最大限まで引き出すことで、印刷が持つ豊かな表現の可能性を追求します。

展覧会ではポスター作品と実験プロセスを展示、印刷の魅力をわかりやすくお伝えします。
今年のテーマは「Baton」。“今”は“過去”から、“今日”は“明日”へと、歴史も技術も先人たちから次の世代へと引き継がれながら前へと進みます。

リレーのように、「印刷の可能性」というバトンを次代へつなぐため、クリエイターと印刷のプロフェッショナルがゴールに向かって疾走します。

公式Web 公式SNS

FacebookInstagramTwitter

デザインあ展 
明治
おいしい牛乳

Taku Satoh

所属：TSDO

グラフィックデザイナー

佐藤 卓

Works

7-Eleven City Cafe Waa - Woman There Cat Here

Works

PPP TOKOLO PATTERN MAGNET

「大手町パークビルディング」
のための屋外彫刻作品
[TOWER OF CONNECT]

Works

BRIDGESTONE CALENDAR 2019 TORQUE G02

Works

世界卓球
2015

LAFORET 
GRAND 
BAZAR 
2019 
SUMMER

Works

GRAPHIC TRIAL 2020 開催決定！
テーマは「Baton」

参加クリエイター

会期 ：  2020年4月18日（土）～7月26日（日）
会場 ： 印刷博物館 P＆Pギャラリー（東京都文京区水道 1-3-3）
主催 ： 凸版印刷株式会社 印刷博物館
企画 ： 凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンター
後援 ： 公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）
公式Web  https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/graphictrial/2020/

グラフィックトライアル 2020  -Baton-

※日時・会場は確定次第、公式WebとSNSにてお知らせいたします。
参加クリエイター全員によるトークイベントを開催いたします。

EVENT

Aaron Nieh

所属：AARON NIEH WORKSHOP

アートディレクター

アーロン・ニエ
Asao Tokolo

所属：TOKOLOCOM

美術家

野老 朝雄

Tomohiro Ichikawa

所属：凸版印刷

フォトグラファー

市川 知宏
Yuri Uenishi

所属：電通

アートディレクター、デザイナー

上西 祐理

東京2020
オリンピック·パラリンピック
エンブレム作者
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この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

この情報誌（毎月8,500部）は、太陽光
で発電したグリーン電力100％（年間
3,０00kWh）で印刷等されています。

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント
１冊あたり
https://www.cfp-japan.jp
CR-BS02ｰ13001

グリーン電力証書システムに
参加し、製造にかかる年間電
力4,000kWh相当量の自然
エネルギーの普及に貢献し
ている製品です。


