
＜受賞結果一覧＞ 

賞（賞典） 作品名 作者 出身校 

大賞 
（賞牌と賞金 100 万円） 自然色彩集 

鈴木 陽香 
（スズキ ハルカ） 

武蔵野美術大学 
造形学部 視覚伝達デザイン学科 

佳作 
（賞牌と賞金 30 万円） 

Sunset in Between Letters 
小瀬古 智之 
（コセコ トモユキ） 

武蔵野美術大学大学院 
造形研究科 デザイン専攻 

未来昆虫記 
永尾 牧子 
（ナガオ マキコ） 

武蔵野美術大学 
造形学部通信教育課程 
デザイン情報学科 

三菱化学賞 
（賞牌と賞金 30 万円） 

foot （プラットホームにおける

音情報の視覚化提案） 
内野 真仁 
（ウチノ マサヒト） 

東洋大学 
ライフデザイン学部 
人間環境デザイン学科 

審査員特別賞 

水野誠一賞 
（賞牌） 

ことばの境目 真崎 大輔 
（マサキ ダイスケ） 

武蔵野美術大学 
造形学部 視覚伝達デザイン学科 

石井幹子賞 
（賞牌） Drifting in the mind 

奥村 拓弥 
（オクムラ タクヤ） 

京都嵯峨芸術大学 
芸術学部 メディアデザイン学科 

榮久庵憲司賞 
（賞牌） 風火輪 

于 冠一 
（ウ カンイチ） 

武蔵野美術大学 
造形学部 工芸工業デザイン学科 

向井周太郎賞 
（賞牌） 潤杯 

平澤 麻 
（ヒラサワ アサ） 

京都市立芸術大学 
美術学部 デザイン科 

柏木博賞 
（賞牌） うみのエフィ 

栗原 綾子 
（クリハラ アヤコ） 

東京藝術大学 
美術学部 デザイン科 

河原敏文賞 
（賞牌） 

人形アニメーションと砂絵の

合成 
三浦 義弘 
（ミウラ ヨシヒロ） 

京都工芸繊維大学 
工芸科学部 造形工学課程 

坂井直樹賞 
（賞牌） Re:Sound Bottle 

藤原 惇 
（フジワラ ジュン） 

多摩美術大学 
美術学部 情報デザイン学科 

都築響一賞 
（賞牌） 

未来に生きる誰かのために 
-福島第一原発における封印

機能をもった博物館の提案- 

菅原 雅之 
（スガワラ マサユキ） 

日本大学 
理工学部 海洋建築工学科 

日比野克彦賞 
（賞牌） 

就労継続支援事業所で作ら

れるモノのデザイン 
北井 沙希 
（キタイ サキ） 

神戸芸術工科大学 
デザイン学部 
プロダクトデザイン学科 

茂木健一郎賞 
（賞牌） 

可愛威 案浦 芙美 
（アンノウラ フミ） 

金沢美術工芸大学 
美術工芸学部 デザイン科 

【資料 1】 

作品の詳細については、 

資料 2：受賞作品一覧、または当アワードウェブサイト（www.m-kagaku.co.jp/mcjda/）をご参照ください。 



＜受賞作品一覧＞ 
【大賞】 

作 者： 鈴木 陽香 （武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科） 

作 品 名： 自然色彩集 
作品概要： 日本には色を表す言葉が多く存在するが、ほとんど

が平安時代に生まれたもので、日本人独特の色彩

観を表すには不足である。日本の色名の起源を辿る

と、古代日本で使用された色名は染料・顔料による

命名であったことに辿りつく。そこで私は自然そのも

のの色を染色によって定着させ、古代のように染料・

顔料に基づいた色名に命名し直した。それを使用し

色見本帖を百冊制作した。日本人の根幹にある色に

対する豊かな感覚を感じてほしい。 
 

 
 

【佳作】 

作 者： 小瀬古 智之 （武蔵野美術大学大学院 造形研究科 デザイン専攻） 

作 品 名： Sunset in Between Letters 

作品概要： 「拡大した細部に夕景を感じるタイプフェイス」 
細部に夕景のシルエットを宿した文字を、大文字、小

文字、数字、約物と全 70 体制作しました。一見すると

普通の書体ですが、拡大するとその表情が夕景のシ

ルエットに変化します。各文字の細部を覗くと、それ

ぞれの夕暮れ時のドラマがそこに存在します。夕景と

文字の形の共通要素をヴィジュアルコミュニケーショ

ンを通して提示することが、本作品の目的です。 
 
 
 

【佳作】 

作 者： 永尾 牧子 （武蔵野美術大学 造形学部通信教育課程 デザイン情報学科） 

作 品 名： 未来昆虫記 

作品概要： 私が毎日歩く東京の路上には、多くのゴミが落ちてい

ます。そんな多くのゴミが落ちている現状に少し目を

向け、見直すきっかけになればよいと思い「未来昆虫

記」を制作しました。この作品は、昆虫たちがこのゴミ

の多い東京の環境で、どんな進化や擬態を遂げ変化

するのかを想像し、制作した立体作品です。実際に 

見て感じていただき、この虫たちが暮らす未来がどん

な世界になっているかを見る人に想像してもらいたい

と思い制作しました。 
 
 
 

【三菱化学賞】 

作 者： 内野 真仁 （東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科） 

作 品 名： foot （プラットホームにおける音情報の視覚化提案） 

作品概要： “foot”は、健常者だけでなく色覚障害や聴覚障害が

ある方や外国の方にも使える、ユニバーサルデザイ

ンの視点を取り入れた列車情報デザインの提案です。

従来の電光掲示板の文字情報やアナウンス・発着 

メロディーなどの音声情報をより正確に伝達し、ホー

ムの危険性を減らすことにより、利用者がより安全・

快適に鉄道を利用できるよう考えました。 
 

【資料 2】 



【水野誠一賞】 

作 者： 真崎 大輔 （武蔵野美術大学 造形学部 視覚伝達デザイン学科） 

作 品 名： ことばの境目 

作品概要： 本作品は、Twitter でつぶやかれる言葉の位置情報を日本地図にマッピン

グする web システムである。Twitter は 2012 年 2 月現在、日本国内だけで

ユーザー数は 3000 万人を超えるといわれている情報サービスである。  

まさに今、日本人がどこでどんな言葉をつぶやいているか、どう変化して 

いるのか。そのことばの境目を視覚化していく。web 上でそのつぶやき地図

を検索できるシステムを制作した。 
    

【石井幹子賞】 

作 者： 奥村 拓弥 （京都嵯峨芸術大学 芸術学部 メディアデザイン学科） 

作 品 名： Drifting in the Mind 

作品概要： 多くの人は、生活の中で常に“何か”を見ています。しかし、その“何か”  と

は、必ずしも認識の対象には成り得ていません。意識の下の触れるか 触

れないかのあたりで漂うように存在している“何か”には、新たなひらめきの

きっかけとなる情報があるのではないでしょうか。この作品では、漂う  イメ

ージに触れる、消す、眺めるといった行為で、その“何か”に対峙する ことを

試みました。 
    

【榮久庵憲司賞】 

作 者： 于 冠一 （武蔵野美術大学 造形学部 工芸工業デザイン学科） 

作 品 名： 風火輪 

作品概要： 人間の成長に合わせて進化する軽 EV モビリティの提案です。未来のスマ

ートシティでは、短時間・短距離移動が主流となり、伝統的な四輪モビリティ

より、軽やかで素早く移動できる軽モビリティが多用されることが予測できま

す。この軽 EV モビリティは、ユーザーの身長や体重、感覚などの「生理上

の 変化」と、習慣、センス、価値観などの「精神上の変化」にあわせて、骨

格や操作方法、走り方などを変化させられるため、汎用性が高く、長く大切

に 使うことができます。自転車とバイクの中間で、整備も簡単な、身体に近

い存在です。 
    

【向井周太郎賞】 

作 者： 平澤 麻 （京都市立芸術大学 美術学部 デザイン科） 

作 品 名： 潤杯 

作品概要： 日本には風鈴や水盤など、季節ごとに情緒や感性を刺激するようなモノが

たくさんあります。そのような日本の感性を取り入れた加湿器をデザインし

ました。「蒸発する」水の形ではなく、杯に超音波振動による水の微粒子を

「溜める」形により、水を含んだ気体の微妙な表情の移り変わりを視覚化し

ました。ただ部屋を加湿するだけでなく、見る人の感性を引き出し、冬の室

礼として、生活に風情や楽しみ、潤いをもたらします。 
    

【柏木博賞】 

作 者： 栗原 綾子 （東京藝術大学 美術学部 デザイン科） 

作 品 名： うみのエフィ 

作品概要： 誰もが小さい頃に夢中になったことのある絵本。夜、眠る前に親に読み聞かせ

てもらったとか、友達と一緒に図書室でウォーリーを探したなんて思い出をもっ

ている人も多いのではないかと思います。紙に印刷という昔ながらのメディア

である絵本は、長く人々に愛されていて、身近な存在です。その絵本について、

伝えたい内容や世界観をもっと楽しく演出する方法があるのではないかと考え、

新しい絵本のかたちを作りました。 



【河原敏文賞】 

作 者： 三浦 義弘 （京都工芸繊維大学 工芸科学部 造形工学課程） 

作 品 名： 人形アニメーションと砂絵の合成 

作品概要： 個人制作のコマ撮りアニメは、カメラアングルの固定、セットの使い回しなど

で、映像が単調になりがちである。そこで、人形をグリーンバックで撮影し、

背景に砂絵を合成するという新たな手法で映像を制作した。大がかりな  

舞台を必要とすることなく、絶えず変化する砂絵が映像の単調化を防ぐこと

で、ストップモーションの欠点を補った。 
    

【坂井直樹賞】 

作 者： 藤原 惇 （多摩美術大学 美術学部 情報デザイン学科） 

作 品 名： Re:Sound Bottle 

作品概要： 録音した音声が音楽として再生されるボトル型の音楽メディア。データベー

ス化された既存の音源を、形式的かつ無機的な行動の繰り返しによって 

管理・鑑賞する現代の音楽メディア。それらを扱う習慣に物足りなさを覚え、

変化のある体験型音楽メディアを創りたいと考えた。日常の音声を音楽の

構成要素に用いることで、普段何気なく耳にする音の無限の可能性や音楽

の楽しさを再認識し、その時ならではの固有の音楽を体感してほしい。 
    

【都築響一賞】 

作 者： 菅原 雅之 （日本大学 理工学部 海洋建築工学科） 

作 品 名： 未来に生きる誰かのために -福島第一原発における封印機能をもった博物館の提案- 

作品概要： 原発は推進派だけが権力を握り、情報の不透明性が問題になっている。 

今後は包み隠さず公開し、多くの人が原発を正しく理解した上で未来への

進み方を考えることが必要だろう。そこで、世界的重大事故でありながら、

推進派だけが作業する福島第一原発を負の遺産とし、そこに事故原発の封

印と同時に原発施設の実物を公開するための建築を提案する。原発は他

人事でも宗教でもない。全てをさらけ出し、話し合えば解決策があるはず

だ。 
    

【日比野克彦賞】 

作 者： 北井 沙希 （神戸芸術工科大学 デザイン学部 プロダクトデザイン学科） 

作 品 名： 就労継続支援事業所で作られるモノのデザイン 

作品概要： 障がい者福祉事業所において作られるモノと道具と作り方の提案。モノ自

体のデザインのみならず、作業が楽しくなったり、誰でも簡単に作れることを

目的とした。靴下の生産過程で出る廃材を用いており、「ねじる」と「結ぶ」の

2 つの動作だけで作ることができる。日本で増え続けている事業所において、

デザイナーと障がい者が 1 対 1 で繋がるプロジェクトではなく、作り方を考え

ることで、どこの事業所でも真似ができ、広がりのあるモノづくりを目指し

た。 
    

【茂木健一郎賞】 

作 者： 案浦 芙美 （金沢美術工芸大学 美術工芸学部 デザイン科） 

作 品 名： 可愛威 

作品概要： 女の子が毎日一回は反射的に発してしまう「カワイイ」という言葉。カワイイ

は自分の感覚にあったもの、好きなもの、全てに向けられる一番ポジティブ

な言葉だと私は思います。そんな目に見えないカワイイのパワーを、「女の

子のカワイイのシンボルであるリボン」×「女の子のお洒落のように、各々の

美意識が込められた服である甲冑の形」で具現化して伝えたいと思いまし

た。各々の心を動かす「カワイイ」と思うモノ、感覚を大切にしてほしいです。 



＜審査員総評＞  
水野 誠一（ソシアル・プロデューサー） 
 

年々、応募作品の質が粒ぞろいになってきています。また過去の入選作品が、実際に出版されるなど、世の中から高く評価されるケースも

増えてきました。これも、このアワードを長年続けてこられたお陰だと感謝しています。審査員は今回、いつもより長時間にわたっての熟議

の結果、各賞を選びましたが、それは優劣付けがたい作品が多かったからに他なりません。常識の枠を飛び出した学生らしい元気な作品を

発見できたことも収穫でしたが、地味ながら、独創的な視点から研究をまとめた作品や、時代の要請を深く考慮し、また独自の創造性を加

味した秀作が多かったと思っています。  

石井 幹子（照明デザイナー） 
 

本年のアワードは、これまでの中でも力作が多く、見ごたえがありました。中でも大賞となった「自然色彩集」は、質、量ともに優れた作品で、

四年間学んだ集大成ともいえる卒業制作の名に値するものと思います。作品の幅が広くなって充実してきましたが、例年に較べてやや社会

性に欠ける傾向があるのは残念です。先行き暗い現代に、未来を先取りする、世の中を元気にするような作品が多数現れることを期待して

います。  

榮久庵 憲司（インダストリアルデザイナー） 
 

心の遊びへ作品が傾倒していることは、時代像が表れていることでしょう。役に立つことより、心の空白を何かで埋めようとする作品が多い

という印象がありました。一つ懸念する点は、作品が個人に終止してしまうのではないかという点です。多数の人を満足させる研究が今後必

要となるでしょう。突破口ができれば少しずつ切り口を広げて、より奥深く研究ができます。面白いデザイン、形のないものを形にすることこ

そデザインの進化です。  

向井 周太郎（武蔵野美術大学名誉教授、デザイン研究者） 
 

今年は昨年とは異なるバラエティに富んだ作品が多かった。特に、大賞となった日本の自然色の新しい色彩見本帖の研究制作、佳作の書

体の細部に夕景をしのばせたタイプフォトやゴミ問題への警告をゴミで作った昆虫に託した新しい試みなどは、手と造形の根本的な意味と

その社会的役割の未知の可能性をあらためて省みる機会になった。他方、三菱化学賞に代表される新しいテクノロジーによる興味深い問

題提起のデザインも目立った。  

柏木 博（武蔵野美術大学教授、デザイン評論家） 
 

最終審査に残った作品は、方向性がかたよることなく、多用な表現と提案がありよかった。大賞、佳作、そして三菱化学賞のそれぞれがまっ

たく異なったテーマになっていたことにもあらわれています。大賞の自然のなかから抽出した色見本は、大作といえます。佳作の夕景に文字

を組み合わせた作品は、物語性を感じさせる魅力を持っていました。「未来昆虫記」はゴミ問題を美しく表現しています。そして、三菱化学賞

のプラットフォームの情報の視覚化の提案に可能性を感じました。  

河原 敏文（プロデューサー、ディレクター、CG アーティスト） 
 

今年の応募作品は全体的に俯瞰すると、とてもバランスがとれていたと思います。大賞と佳作を取った三作品は、いずれも完成度の高い手

作りのものでした。物作りがどんどんコンピュータ化する昨今、これは、トテモいいことだと思います。また一方で、審査員特別賞の多くがテク

ノロジーを駆使した作品となりました。しかしながら、インターネット関連、スマート・モバイル関連にもっと若者らしい斬新な提案がなかったの

は、少し淋しい限りです。  

坂井 直樹（慶應義塾大学 SFC 教授、コンセプター） 
 

今回は「自然色彩集」「Sunset in Between Letters」等、興味対象をとことん突き詰めた個性豊かな力作が揃ったため、選定は難航し、私自

身も最後まで大賞を決めることは今回とても困難であった。また、いかに情報を受け、そして取り篩い分けるかが、大量のデジタル情報が溢

れる現代社会においては大きな課題となっている。そのような時代の中、三菱化学賞を受賞した「foot （プラットホームにおける音情報の視

覚化提案）」は、情報デザインの重要性を、改めて考えさせる作品であると感じた。  

都築 響一（編集者） 
 

毎年言っているけれど、卒業制作っていうのは、就職のためのプレゼンとはちがうと思う。社会に出てやれること、じゃなくて、社会に出たら

やれないかもしれないこと、をもっと見てみたい。プレゼンテーションの技術は、みんなフォトショップやイラストレーターを駆使して、すごくき

れいになっているけれど、それで失われるものも大きいことを、知っておいてほしい。先生たちは、たぶん教えてくれないから。  

日比野 克彦（アーティスト） 
 

学生だからこそ作れる作品ってなんだろう？学生らしからぬ作品ってなんだろう？学生らしい発想ってなんだろう？学生らしからぬ発想って

なんだろう？卒業制作展は毎年ある。同じ人間はいないから、同じ学生はいないから、同じ発想はないから、同じ作品はないから、やりたい

ほうだいやりたいことをやろう。自分がやりたい事が一番上手く。そんな作品がもっと見たい。 
 

茂木 健一郎（脳科学者、ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー） 
 

賞は定着し、応募者のレベルは年々上がっている。社会的問題に向き合う真摯な取り組みも共感できる。課題があるとすれば、デザインの

現場以外の時間をどれくらい掘り下げられるかだろう。脳の神経回路網のスモールネットワークは思わぬ結び付きにおいて飛躍する。日常

のすべては、デザインにつながる。無駄なことをやるのが若者の特権なのだから、大いにアップし、ダウンし、出会って欲しい。デザインの充

実は、デザイン以外の人生で決まるのだ。 

【資料 3】 



 

主   催： MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR DESIGNER AWARD 実行委員会 

委員長：水野 誠一／委員：石井 幹子、榮久庵 憲司、向井 周太郎、冨澤 龍一 

 
 

特別協賛： 三菱化学株式会社 

 

協   力： 株式会社三菱ケミカルホールディングス 

 

対象分野： プロダクト、グラフィック、ファッション、マルチメディア、パッケージ、デザイン研究などのデザイン全般 

 

応募資格： 高等学校卒業後、日本で 2 年制以上のデザイン関連学校で修学し、 

2012 年 3 月に卒業した学生の卒業制作および修士修了制作。また、高等専門学校卒業生も応募可能。 

 

応募方法： 「応募フォーム」によるオンライン応募 

 

応募期間： 2012 年 1 月 25 日－2012 年 5 月 21 日 

 

審査基準： 独創性、デザイン性、機能性、実現性・経済性、社会への貢献 

 

審 査 員：   審査員長    水野 誠一 （ソシアル・プロデューサー） 

 審査員 石井 幹子 （照明デザイナー） 

 榮久庵 憲司 （インダストリアルデザイナー） 

 向井 周太郎 （武蔵野美術大学名誉教授、デザイン研究者） 

 柏木 博 （武蔵野美術大学教授、デザイン評論家）  

 河原 敏文 （プロデューサー、ディレクター、CG アーティスト） 

 坂井 直樹 （慶應義塾大学 SFC 教授、コンセプター）  

 都築 響一 （編集者） 

 日比野 克彦 （アーティスト） 

 茂木 健一郎 （脳科学者、ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー） 

特別審査員  冨澤 龍一 （株式会社三菱ケミカルホールディングス 特別顧問、 

  三菱化学株式会社 特別顧問）  

 

審査方法： 上記審査員による一次審査（書類）、最終審査（プレゼンテーションパネルおよび実物または模型） 

により決定。 

 

賞   典： 大賞 （1 点） 賞牌と賞金 100 万円      

 佳作 （2 点） 賞牌と賞金 30 万円 

 三菱化学賞 （1 点） 賞牌と賞金 30 万円 

 審査員特別賞 （10 点） 賞牌 
 

 

 
MITSUBISHI CHEMICAL JUNIOR DESIGNER AWARD 2012 

実施概要 
 

 

 

次回は、2013 年 1 月より作品募集開始予定です。 
 

 

【資料 4】 


