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メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）とは…

なぜ、メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）が必要なのか？

　メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）とは、よりよい社会環境づくりを目的として、高齢者や障がい
者（弱視・肢体障がい・色覚障がい）、子どもや外国人など全ての人々に正しく情報を伝えるために、読みや
すく、見やすく、使いやすいことを目指して作られるメディアのことです。
　フォント（文字）・色・デザインの使い方を考慮し、障がいの有無や年齢、性別などに関わらず、ありとあ
らゆる人にとって馴染みやすく使いやすいデザイン。つまりユニバーサルデザインとは、すべての人がスト
レスなく社会生活をおくれるように考えられた、生活に密着したデザインなのです。
　例えば、シャンプーのボトルに入ったギザギザの突起や、ボタンの大きなリモコン、段差のない建物等、
様々なユニバーサルデザインが生活の中で活かされています。
　主にプロダクトや建築物を連想しがちですが、印刷物やサイン等の『情報』に対してもさまざまなユニバー
サルデザインが必要とされているのです。

◇同じ情報を共有できない
　特定の色が見えにくい、見えない方もいます。ここでの最大の問題点は「同じ情報が伝わらない」こ
とです。
　例えば、地下鉄の路線図などは、色で路線を区別しています。赤の感知が弱い人には、どの色も茶
色に見えてしまいます。それでは、路線の区別ができません。色の使い方一つでも、印刷物が本来目
指した情報伝達が果たせない場合があるわけです。
　自分がその立場にならないと不便を感じる人の気持ちに気づかないことがあります。しかしなが
ら、情報を知り、それを反映することで、誰にとってもわかりやすく優しい印刷物をつくることがで
きます。

一般色覚者の見え方 赤が判別しにくい色覚者



誰もが違和感なく、見やすい印刷物をめざして
　栄光プリントは、誰もが安心して使うことができるメディア・ユニバーサルデザインの思想に基づき、人
にも社会にもやさしい製品づくりに取り組んでいきたいと考えています。
　何を伝えたいのか、どう伝えたいのか、情報の優先順位やカテゴリー分けがきちんとされているか。一目
ではわかりにくい情報も少なくありません。
　奇抜なデザインが優先されすぎてしまうあまり、ハンディキャップをもっていない人にとっても見づらい
物もあります。
　情報を整理し、目的にあった的確な手段で伝える、そういった情報のユニバーサルデザインを私たちは提
供いたします。

　当社では、当社規定MUDマ
ニュアル、東洋インキ製造（株）
より配付されている「 UDing
シュミレーター 」を使用して、
作成したデータの実用性を検証
します。

知りたい情報がすぐに見つけられる【accessibility】
必要な時に必要な情報が得られること。

栄光プリントが目指すMUD

使いやすさ【usability】
利用状況に関係なく、さまざまな人が見やすく使いやすいこと。

読めて理解できる【literacy】
言語や表現の工夫で、さまざまな人が内容を理解できること。

情緒に訴える【design】
情緒に訴え、行動を誘発するデザインであること。

将来にわたって持続できる工程、品質であること【sustainability】
人体や環境にやさしく、メディアの持続可能性が確保されていること。

UDingシュミレーターを使用して、文
字の読みやすさ・配色などを考慮した
印刷物を制作します。

伝えたい

情報 文字・色
記号の最適化

DESIGN より多くの

理解



グラフィック表現での配慮

　視覚情報の多くは、文字によって伝
達されます。内容が正確であっても、
わかりにくい言葉づかいや表記では伝
わりません。ユーザーの理解度、使用
場所、状況に左右されないことにも配
慮し、正しく伝わる工夫が必要です。

文字情報をわかりやすく

多彩な色覚への配慮

文字情報の重要度（50～60歳代）

ユニバーサルデザイン書体

見やすさ
推奨水準

　高齢化がすすむ日本では、2人に1人は視力の衰えや目の疾患により、加齢により見え方が変化
します。（※見え方は一例）

文字
サイズ
54％行間隔

24％

文字
間隔
11％

書体 8％

文字サイズ … 8ポイント以上
行間隔 ……… 文字サイズの半分
文字間隔 …… ベタ詰め
書　体 ……… ゴシック系

当社使用の従来フォントとUDフォント（モリサワ書体）の比較

高齢者の色覚情報の変化

知知 加加 計計 曽曽 なな クク
新ゴM UD新ゴM 新ゴM UD新ゴM

12345
新ゴM

12345
UD新ゴM

ABCDE
新ゴM

ABCDE
UD新ゴM

新ゴM UD新ゴM 新ゴM UD新ゴM 新ゴM UD新ゴM 新ゴM UD新ゴM

※線の太さや濁点など、見にくい部分が補正されている※

◇加齢による視覚機能の低下
　視力の衰えは40歳代から始まり、50歳を超すと色彩識別能力が下がります。加齢による様々な
目の疾患の発生率も高くなります。
なかでも「白内障」は、50歳代で3割、70歳代で8割以上の割合で発症するといわれます。



◇日本人男性の20人に1人は色弱者
　色の見え方には、先天的あるいは後天的な原因で多くの色覚型があり、一般色覚のC型、赤い光
を感じないP型、緑（2色）の光をを感じないD型があります。色の感じ方でもっとも多いのは、日
本に300万人以上といわれる色弱者です。これは遺伝子タイプによる視覚の多様性であり、男性…
約5％、女性…約0.2％が該当するといわれます。

一般色覚者 C型 赤が判別しにくい P型

※あくまでもシュミレーションであり、見え方を再現するものではありません。

色弱者の色の変化

　色分けのみでなく、縁
取りや破線、抜き出し線
などを使用し、色以外で
も判別できる配慮が必要
です。
モノクロ出力・複写時へ
の変換にも効果的です。

　わかりやすく伝えるた
めには、各要素を水準に
合わせるだけでは十分で
はありません。文字の大
きさやレイアウトのバラ
ンスによって感じ方が異
なるからです。情報の優
先度を明確にし、表現の
強弱に反映することが重
要です。
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MUDは次の機関に必要とされています
　情報発信者は常に「この情報はどんな人にとって必要なのだろうか」「特定の人にだけ機能するつくりになっ
ていないだろうか」を確認しておく必要があります。特に「あらゆる人にとって重要な情報」「権利や安全の確
保に関する情報」などは十分に配慮する必要があります。

MUD が必要とされる機関

教育機関 公共性の
高い機関

危険、用法の
告知機関

情報の公平性が
求められる機関

教育機関
出版社

教材メーカー
玩具メーカー

官公庁、公共交通機関
新聞社

電力・ガス・水道
病院、公共施設

薬品、食品
機器の取扱い

建築・製造現場
標識、ハザードマップ

企業の I R情報
金融機関

生命・損害保険会社

○○病院

各種印刷物におけるUDマークの利用について

ユニバーサルフォントの使用
　このマークは、成果物の一部または全部にモリサワ UD フォント（UD 黎ミ
ン、UD 新ゴ、UD 新ゴ NT、UD 新丸ゴ いずれか）をお使いの場合ご利用いた
だけます。ユニバーサルデザインフォントは、より多くの人へ適切に情報を伝
えられるよう、見やすさや読みやすさを配慮し制作されたフォントです。

CUD（カラーユニバーサルデザイン）マークの許諾
　NPO 法人カラーユニバーサルデザイン機構の検証作業によって CUD に配慮
されたデザインがなされていると認証された様々な印刷物・機器類製品・施設
等には CUD マークの表示が許諾されています。このマーク表示は、多くの人
に「情報が伝わりやすく」「使いやすい」配色がなされている証であり、また「人
にやさしい社会づくり」に貢献している企業姿勢を示すことにもなります。カ
ラーユニバーサルデザインに対応されていない製品に対して差別化を図ること
ができます。

ユニバーサルデザインについては、当社ホームページでもご案内しています。
URL http://www.eiko-p.co.jp

このパンフレットは、当社におけるユニバーサルデザインの手法をもとに作成しております。



UDing シュミレーター実用例

従来の印刷物（名刺） シュミレーター使用（D型）

診　察　券
たかで接骨院

初診日　　　　年　　　月　　　日

TEL/FAX.076-249-7094

〒921-8065
石川県金沢市上荒屋4丁目9番

様No.

休診日／日曜日・祝日
AM8：30～PM12：30
PM2：30～PM 7：30

月
○

○

火
○

○

水
○

○

木
○

○

金
○

○

土
○

休

診療時間

　当社ではMUDマニュアルの規定により、「UDingシュミレーター」（東洋インキ製造（株））を使用して作成した
データの実用性を検証します。

従来の印刷物（DM） シュミレーター使用（P型）

UDingシュミレーター検証例

従来の印刷物（チラシ） シュミレーター使用（P型）

シュミレーターを
使用し、色覚者の
視覚を検証

赤い光を感じにくい
「P型」のいちばん変化の

大きいところ



〒920-0806　金沢市神宮寺3-4-17　TEL (076)251-3076　FAX (076)252-2917
E-mail：yes@eiko-p.co.jp　URL http://www.eiko-p.co.jp


