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　公益財団法人日本デザイン振興会（会長 : 川上元美）
は、主催事業であるグッドデザイン賞の 2016 年度受
賞結果を 2016 年 10 月 28 日に発表しました。
　本年度のグッドデザイン賞は、のべ 4,085 件のデザ
インを対象に審査を実施した結果、1,229 件の受賞が
決定しました。この中には、独自性、提案性、審美性、
完成度などの点で特に高く評価され、今後決定する特
別賞各賞の候補となる 100 点である「グッドデザイン・
ベスト 100」が含まれるほか、東日本大震災の復興促
進を目的に 2011 年度から実施している特例措置枠（※

での受賞が 29 件、海外事業連携の一環となるタイ、
インドからの受賞 40 件が含まれています。
　今回のグッドデザイン賞の特長は、これまであたり
前とされてきたことの役割を更に深化させたり、既存
のものを活かしたり、お互いの役割を補完しあうよう
なデザインがジャンルを問わず受賞していることです。
　リビングアメニティ協会会員企業様の受賞商品の一
部を紹介させていただきます。

2016 年度グッドデザイン賞受賞発表される

会員トピックス

（※�グッドデザイン賞応募に要する全費用の免除を中心とする措
置を適用。

【社　　名】株式会社 LIXIL

【製品名称】衛生陶器『アクアセラミック』

【製品概要】“新品の時の白さが 100 年つづく”衛生陶器『アクアセラミック』
トイレの“汚れ”を防ぐ革新的技術

LIXIL が、ユーザーのトイレに対する一番の困りごとである「清掃性」の解
決に向け開発した、全く新しい衛生陶器『アクアセラミック』。「汚物」と「水
アカ」の汚れを同時に防ぐという新たな性能と、「キズ汚れ」「細菌汚れ」を
防止する従来の性能をあわせ持つことでトイレの 4 つの汚れすべてに応える
ことができる衛生陶器です。

汚物汚れを水のチカラで浮かして流す“超親水性”
『アクアセラミック』は、新開発の超親水性素材を、新製法で秞薬と一体化。
表面を水となじみやすい“超親水性”にすることで、陶器表面に付着した汚
れ「汚物汚れ」を水の力で浮き上がらせ洗い流します。この“超親水性”により、
今までよりも「汚物汚れ」がつきにくくなります。

「水アカ」の固着を防ぎ「便器の黒ずみ」の悩みを解消
『アクアセラミック』では、「水アカ」固着の原因となる、陶器表面の水酸基
（-OH）と洗浄水に含まれる水アカ成分（シリカ）の化学結合を防ぐため、陶
器表面に水酸基が露出しない構造設計。水アカが固着せず、水アカが起因し
た「便器の黒ずみ」などの水アカ汚れがなくなります。
使用実験でも水アカは固着しないことが確認され、『アクアセラミック』の技
術を採用することで、特別なお掃除は不要となり、簡単にささっと掃除する
だけで、便器をずっとキレイに保つことができます。

【評価コメント】便器への汚物の付着が全くなくなるなど、誰も想像しなかったことであるが、本製品では特殊な技
術によって、水だけで付着した汚れが流れる。この技術が実現する、トイレ掃除の軽減や大便後の快適さは絶大で、
住宅のみならずパブリックな場面でも大きく社会に貢献するだろう。また、本便器をすべてのグレードの製品に採
用するという企業方針も素晴らしい。デザインを超えた「発明」とも呼べる画期的な製品は日本のトイレ環境を激
変させるだろう。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/s/aquaceramic/
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【社　　名】株式会社ウッドワン

【製品名称】ワンズキューボ 1500 セレクション

【製品概要】「高性能＋デザイン＋住まい方、愛着を育む本物の木の家を 1,500 万で実現」をコンセプトに、性能面は
長期優良住宅（耐震性は最高等級３）、認定低炭素住宅、省令準耐火仕様とし、デザイン性は見た目だけでなく建
物内部と外部を繋ぐ「TUBE（筒状の抜け）」を建物内に配置し光や風を取込み、視線領域を含めた周辺環境との
調和を図っています。

　　住まい方は固定化された間取りでは無く、ライフステージの変化に対応できる間取りの可変性能を持たせ時間
の流れもデザインしています。住まい手が毎日触れる床・階段・キッチン等には愛着を育む無垢材（森林認証製品）
を使用し、これら全てを備え建物本体価格 1,500 万円を実現しています。

【デザイナー】株式会社ウッドワン�住宅システム営業部

【評価コメント】スケルトン／インフィル分離の考え方をベースに、スケルトン部分で長期優良住宅仕様等、高い性
能を確保しつつ、インフィルの配置に制約を与えにくい空間を実現。インフィル部分では施工の合理化を意識し
た部品の適用等により、コストを極力抑えた得た点が評価された。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.woodone.co.jp/static/onescubo/top.html

【社　　名】株式会社ウッドワン

【製品名称】ワンズキューボ 1500 セレクション

【製品概要】「高性能＋デザイン＋住まい方、愛着を育む本物の木の家を 1,500 万で実現」をコンセプトに、性能面は
長期優良住宅（耐震性は最高等級３）、認定低炭素住宅、省令準耐火仕様とし、デザイン性は見た目だけでなく建
物内部と外部を繋ぐ「TUBE（筒状の抜け）」を建物内に配置し光や風を取込み、視線領域を含めた周辺環境との
調和を図っています。

　　住まい方は固定化された間取りでは無く、ライフステージの変化に対応できる間取りの可変性能を持たせ時間
の流れもデザインしています。住まい手が毎日触れる床・階段・キッチン等には愛着を育む無垢材（森林認証製品）
を使用し、これら全てを備え建物本体価格 1,500 万円を実現しています。

【デザイナー】株式会社ウッドワン�住宅システム営業部

【評価コメント】スケルトン／インフィル分離の考え方をベースに、スケルトン部分で長期優良住宅仕様等、高い性
能を確保しつつ、インフィルの配置に制約を与えにくい空間を実現。インフィル部分では施工の合理化を意識し
た部品の適用等により、コストを極力抑えた得た点が評価された。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.woodone.co.jp/static/onescubo/top.html

【社　　名】ケイミュー株式会社

【製品名称】リサイクル内装ボード（仮称）

【製品概要】原料に火力発電所で発生する石炭灰のほかコーヒーショップから出る使用済み紙カップやコーヒー豆か
すなど多岐にわたる廃棄物を配合し、原料に占める再生材料比率が約 60％を実現しています。
多くの廃棄物から製造されるセメントを含めると、実に 90％超が再生材料由来となります。
セメント素地を露出させ、そこにコーヒー豆かすが見える状態にすることで、無機質なセメント素地にオーガニッ
クな風合いが加わり、１枚１枚が異なる仕上がりで温かみのある室内空間を演出します。

【デザイナー】ケイミュー株式会社�商品企画部　藤田�新次

【評価コメント】火力発電所で発生する石炭灰のほか、コーヒーショップから出る使用済み紙カップやコーヒー豆か
すなど身近な廃棄物を使用しているのがよいと思います。セメント素地が露出された表面の自然なムラは１枚１枚
異なる表情を見せ、経年変化による風合いの変化がとても魅力的です。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.kmew.co.jp/gooddesign/

【社　　名】株式会社ウッドワン

【製品名称】ワンズキューボ 1500 セレクション

【製品概要】「高性能＋デザイン＋住まい方、愛着を育む本物の木の家を 1,500 万で実現」をコンセプトに、性能面は
長期優良住宅（耐震性は最高等級３）、認定低炭素住宅、省令準耐火仕様とし、デザイン性は見た目だけでなく建
物内部と外部を繋ぐ「TUBE（筒状の抜け）」を建物内に配置し光や風を取込み、視線領域を含めた周辺環境との
調和を図っています。

　　住まい方は固定化された間取りでは無く、ライフステージの変化に対応できる間取りの可変性能を持たせ時間
の流れもデザインしています。住まい手が毎日触れる床・階段・キッチン等には愛着を育む無垢材（森林認証製品）
を使用し、これら全てを備え建物本体価格 1,500 万円を実現しています。

【デザイナー】株式会社ウッドワン�住宅システム営業部

【評価コメント】スケルトン／インフィル分離の考え方をベースに、スケルトン部分で長期優良住宅仕様等、高い性
能を確保しつつ、インフィルの配置に制約を与えにくい空間を実現。インフィル部分では施工の合理化を意識し
た部品の適用等により、コストを極力抑えた点が評価された。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.woodone.co.jp/static/onescubo/top.html
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【社　　名】株式会社コロナ

【製品名称】コロナ　FF 式石油暖房機　PK シリーズ

【製品概要】寒冷地域向け石油暖房機
インターフェースは買替え時に今までと同じ感覚で使用できること
を基本にデザインした。ユーザーとして想定される高齢者層への配
慮から、「見やすく、わかりすい」を目標に開発。大きな画面と広い
視野角で見やすい高輝度液晶表示と、スイッチ全体が光って運転状
態が一目でわかる「光るスイッチ」に加え、各種設定を音声により
お知らせする音声ガイドなどユニバーサルデザインに積極的に取り
組み、ユーザビリティに配慮した。また「灯油使用量の見える化」
により使用者の環境に対する意識を高め、節約をサポートする「エ
コガイド」機能を搭載した。

【デザイナー】株式会社コロナ�技術本部�技術管理グループ
� � デザインチーム　廣田　�潤

【評価コメント】寒冷地で頼りになる石油ストーブ。「見慣れた印象な
がらも奇をてらわず実直にデザインされ、安心感、安定感、落ち着
きがあり、王道を行く風格がある。様々な方式の暖房器具がある中
で、地道に操作性や安全性の向上に努める姿勢も評価したい」と評
価された。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.corona.co.jp/heating/large_stove/f_round/pk.html

【社　　名】クリナップ株式会社

【製品名称】洗面ボール�［流レールボール］

【製品概要】手洗いや洗顔などの日常的に使用する水で汚れを流し、次に使う人も気持ちよく使える洗面ボール。一
般的なボールは底面に落ちた水が広がらずに排水口へと流れるすり鉢形状になっているため、水の届かない外周
部分、特に人に近い手前側に汚れが残ってしまいます。本製品は今までにない凸型の底面形状が、吐水を底面全
体に広げることで、汚れを流す洗面ボールです。普段使う水を利用することで、固着しやすい底面に残った髪や
泡が残らないことで更なる汚れを抑制でき、結果としてお手入れの手間も軽減しています。

【デザイナー】クリナップ株式会社　大澤�春菜、間辺�慎一郎

【評価コメント】ボウルに残る汚れの原因を究明し、水流で改善し汚れに
くい形状を提案した製品である。従来の洗面は吐水口から出た水が、
排水口からそのまま排出されてしまうため、汚れの着きやすい部分に
は水流が回っていなかったことが汚れを蓄積させることを発見した。
毎日使う洗面台を、使用時の水流自体できれいにするという発想の転
換から生まれた優れたデザインである。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://cleanup.jp/wash/s/
counter_ball.shtml

UH-F7016PK  （W）ホワイト

UH-F7016PK  （N）シャインゴールド
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【社　　名】三協立山株式会社　三協アルミ社

【製品名称】S. ボーダー「UCHI-MIZU（ウチミズ）」

【製品概要】「UCHI-MIZU」は、廃棄物をリサ
イクル利用した多孔質の保水材料（発泡セラ
ミック）を用いた環境配慮型のルーバースク
リーンです。水分を保つ特殊な材質に加え、
ルーバーをハの字型に組み合わせることで、
ルーバー間のスリットを通り抜ける風を効率
良く冷やし、外気の熱気を和らげます。細部
にまでこだわったオリジナリティ溢れるデザ
インと清涼感で、快適で心地よい暮らしをご
提案します。
※「UCHI-MIZU」は、グッドデザイン受賞

作の中から審査委員が注目した「私の選ん
だ一品」に選ばれ、「都市に気持ちの良い
風をつくるフェンス」として紹介されています。

【デザイナー】マウントフジアーキテクツスタジオ　原田�真宏、原田�麻魚

【評価コメント】フェンスのデザインという中で、水を取り込み、外気の熱を和らげるという発想がまず素晴らしい。
それを実現するために保水性の高い発泡セラミックを採用し、斜めに互い違いに配置されたルーバー間のスリッ
トを流れる風を効率的に冷やすようによく考えられている。ルーバー材を斜めに互い違いに配することで勾配を
つたい、水が滴り落ちる風情を感じられるのもまた良い。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://alumi.st-grp.co.jp/news/2016news/ex20160328.html

【社　　名】タカラスタンダード株式会社

【製品名称】家事らくシンク

【製品概要】シンク内にゴミポケットと３
層の調理面を設け、調理作業の時短化
にこだわった機能シンク。�シンク上段
に置いたまな板から直接切りくずを捨
てられ、「洗う、切る、捨てる」といっ
た一連の調理作業をスムーズに行う事
ができる。中段のアシストスペースに
よって調理スペースが広がり、下段の
ミドルスペースにより茹でこぼしや汚
れやすい魚などの下ごしらえができる。
調理から洗い物まで、シンク内で効率
よく快適に行える事を目指した。

【デザイナー】タカラスタンダード株式会社�開発部　杉浦�亜弓

【評価コメント】シンクの調理機能を最大化したシンク。3 層で重層化された作業スペースは、様々な調理状況の研
究から生み出されており、調理の効率化やシンクの利便性に大きく貢献している。機能が重視された分、形状は
複雑になっているが、オリジナルのトレーやまな板など、細部にわたる工夫によってデザインクオリティを高め
ようとする努力が感じられる。作業スペースがとりにくい日本の一般的なキッチンにおいて、この製品が「快適
で散らからず効率の良い調理」を実現するだろう。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.takara-standard.co.jp/product/system_kitchen/particular_function/index.html#s03
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【社　　名】パナソニック株式会社　エコソリューションズ社

【製品名称】ユニットバス用照明
［Panasonic�ユニットバス照明�点・線・面�（ピンホール LED 照明、フラットラインLED 照明、フラットパネル LED 照明）］

【製品概要】【照明器具のデザインで
はなくあかりのデザインへ】人
は光によってはじめて物体を認
識できる。また、光を受ける床・
壁・天井により空間というもの
を認識し、それらの陰影によっ
て空間全体の印象が決定付けら
れる。日本人が心地よいと感じ
る浴室を創造するために、日本
人ならではの光に対する繊細な

「陰
いん�えい�らい�さん

翳礼讃」という美意識をテーマにユニットバス照明「点・線・面」を開発した。従来の明るさ重視の浴室照明
ではなく、陰影の豊かさを追求した照明空間を LED 技術を駆使し実現した。

【デザイナー】パナソニック株式会社�エコソリューションズ社�デザインセンター　近藤�高宣、岩佐�多基

【評価コメント】リラックスしたい場所でありながらも、グルーミングに代表される様々な作業も行われる浴室空間
で、状況に応じた「調光・調色」が、計算された美しい光によって可能であることが高く評価された。また、ユ
ニットバスだから可能なおさまり形状の工夫も素晴らしく、配光や拡散コントロール、壁に映る光のデザインなど、
同社の分野をまたがった技術ノウハウが活かされている。浴室空間の過ごし方、ユニットバスの可能性を広げて
いくことが期待できるプロダクトである。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://sumai.panasonic.jp/bathroom/i-x/integral/inei/lighting.html

【社　　名】株式会社パロマ

【製品名称】ガスビルトインコンロ　PD-200 シリーズ

【製品概要】一般的なシステムキッチンよりも小さいコ
ンパクトキッチン向けのガスビルトインコンロ。場
所を取らない横幅 45cm のスペースに①天面の空間と
操作性を兼ね備えた「トッププレート」②押し回し
式の点火操作なのにとろ火位置がわかりやすい「と
ろ火ガイド機能」など、限られたスペースにユーザー
へのやさしさ、快適さを追求したコンロ。

【デザイナー】株式会社パロマ�販売部�営業企画室
デザイングループ　有村�淳一、小林�千夏

【評価コメント】掃除がしやすい作りになっています。
IH が流行っている中でまだ需要のあるガスコンロ
のデザインでとてもよいと思います。一人暮らし用
のアパートや簡易キッチン等シチュエーションがイ
メージできます。レトロな感じも共感が持てます。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.paloma.co.jp/product/builtin_conro/lineup/cat05.php
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【社　　名】株式会社ブリヂストン

【製品名称】サイホン排水システム�［スマートサイホン］

【製品概要】従来排水では勾配を設けた排水管を床下に配管して排水を重力で押し流す方式でしたが、サイホン排水
システムとは、小口径の管でサイホンカ（水が落ちることで発生する引く力）を利用して排水する新しい排水シ
ステムです。小口径の排水管を使用することで、床下空間をこれまでより低く設計できる事に加え、サイホンカ
により排水立て管からの距離の制約が減り、キッチンや浴室等の水回りの配置の自由度が大幅に向上します。通
常マンションの部屋の間取りは全ての階で同じですが、この技術により各部屋別の間取りのフリープランが可能
になります。また入居後の間取り変更が容易になり、入居者のライフスタイル変更に合わせたリニューアルが簡
易に実現できます。

【デザイナー】株式会社ブリヂストン　細田�幸宏、豊田�秀司、寺嶋�洋介

【評価コメント】排水にサイホン力を利用するこ
とで、水勾配の取りにくい集合住宅においても
排水立て管からの距離の制約がなくなり、プラ
ンの自由度を増大させる優れた提案である。封
水用の水を残したり、排水による音の発生を抑
えるなど、実用化にあたっての様々な課題を各
部の部品開発によって達成した。これからのス
トック社会において、既存の建築構造を生かし
ながら内装の自由なプランニングを約束してく
れるこの排水システムは、社会的な貢献度の高
い優れた提案であると考える。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2015052201.html

排水の常識を変える「サイホン排水システム」
サイホン排水の原理と従来排水方式との違い

■従来排水

■サイホン排水

無勾配で排水可能な為、床下高さを低く、立て管からの距離も長く設計が可能

床下高さが大

床下高さが小

配管の勾配により押し流し 大口径で非満流

無勾配でサイホン力で排水 小口径で満流

ベランダ側 廊下側

ベランダ側 廊下側

管断面

管断面

固形物

キッチン 洗濯・手洗 浴室

キッチン 洗濯・手洗 浴室

【社　　名】不二サッシ株式会社

【製品名称】ALBEAM�L-Draw（アルビーム　エルドロウ）

【製品概要】「アルビームシステム」は日中の意匠に加え、夜間において「開口部と照明を融合させる」という新し
い考え方により、サッシやカーテンウォールが、LED の内蔵により自ら発光するという建材商品シリーズです。

「L-Draw」はこのアルビームシステムの新しいラインナップとして開発しました。
照明演出方法のバリエーションを増やし、全てのパーツをシステム化し、多種多様な組合せができるように設計
しました。システム化する事で建築家やインテリアデザイナーが自由な組合せで使用することが出来るようにな
り、今までにない演出の方法や、見たことのない新しいサッシの使い方を提案していける建材商品としました。

【デザイナー】	窪田建築都市研究所有限会社　窪田�茂
� � 不二サッシ株式会社�技術本部�商品開発部　福井�隆浩、清水�國孝

【評価コメント】LED 照明をユニット化することで、ガラスを保持する目的のサッシをスマートに照明ステーとして
の役割を担わせた。
商業施設のショーウィンドウやホテル、マンションロビーの演出照明として期待できる。ゆるやかな防犯の機能
も期待できると感じた。
また、ユニット化によって設計者がそれらを自由に組み合わ
せ、カスタマイズできる自由度や、後施工にも対応できる点
に製品としての優位性を感じた。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.fujisash.co.jp/hp/product/led/albeam_ldrow.html
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【社　　名】文化シヤッター株式会社

【製品名称】止水板［BX 止水板　ラクセット］

【製品概要】近年、各地で突発的な豪雨（ゲリラ豪雨）が増加の傾
向にあるが、それによる浸水被害の対策として、既設の建物で
も後付けが可能で女性や高齢者でも容易に設置することができ
る安価な止水板である。自動ドアの枠に直接設置するタイプで
止水板に付帯するレールや工事が不要。また軽量設計した止水
板パネルを量産化して更にコストを抑えた。本体を開口に据え
付けて左右の“パチン錠”を締める簡単な操作でパネルを床に
押しつける独自の圧迫機構を備え、床面からの漏水を抑えてい
る。これにより簡単設置でありながら一般的な止水板と性能的
に遜色のないレベルを実現した。“パチン錠”の締め付けは指一
本で女性でも楽々操作、かつ短時間で設置ができる。またレール不要で建物
フロントの外観意匠を損なうこともないのでスマートに浸水対策ができる。

【デザイナー】	
文化シヤッター株式会社�商品開発部開発一部　菅谷�展之、及川�雅彦、
同　開発企画部�マーケティングチームデザイングループ�リーダー
長峰�大輔、渡部�桃子

【評価コメント】いざというときの防災設備は誰でも簡単に取り扱えるのが理想的で、この止水版はその為に様々な
工夫がされており、シンプルなデザインが取り扱い易さを感じさせる。このような「備え」設備に関しては、機
能を追求し、導入しやすくする事が重要な為、この製品の考え方は理にかなっていて多くの課題を解決した点が
評価された。

【ウェブサイトでの紹介ページ】http://www.bunka-s-pro.jp/shisui/rakuset.html?=v20150609

“パチン錠”の締める簡単操作

【社　　名】リョービ株式会社

【製品名称】GEOPRO（ジオプロ）シリーズ（GC-4V/GT-4V�GT-4PV）

【製品概要】オフィスビルや公共施設などの建築物では、快適性や機能
性に加えて空間全体の意匠性も重視されています。「シンプルでコン
パクトなデザイン」をコンセプトに開発された当社の「GEOPRO（ジ
オプロ）シリーズ」は 2009 年の発売以来、多くの設計事務所に支持
され、オフィスビルや学校などで幅広く採用頂いています。

　この度、同シリーズに「コンシールドドアクローザ」と「トラックレー
ルタイプドアクローザ」を追加。閉じ際のトルクを強くする「カム
機構」と、閉じ速度が安定している「ラック＆ピニオン機構」を掛
け合わせたダブルシリンダー機構により、確実なドアの閉鎖力を確
保しつつ、安全性や快適性も追求している商品となっています。

【デザイナー】リョービ株式会社　経営企画部開発課

【評価コメント】ドアの内部に収めてしまえば見えないプロダクトであ
るにも関わらず、細部に至るまで高精度に美しく仕上げられている。
シンプルで薄厚の本体内部に、世界初の「カム機構」と「ラック＆
ピニオン機構」を融合した「ダブルシリンダー機構」を組み込み、
強い閉鎖力と安定した閉鎖速度を実現しており、美観を損なうこと
なく機能進化させることができる技術力の高さも伺い知ることがで
きた。

【ウェブサイトでの紹介ページ】
http://www.ryobi-group.co.jp/projects/builder/products/11.html

GC-4V

GT4V


