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写真 1 ダイキン工業（株）製エアコン「ラクエア」
用リモコン（2012 年発売）「人に聞かずに使えるリ
モコン」というコンセプトを科学的根拠によって実
証したデザインが評価され，2012 年グッドデザイン
賞および 2013 年 IAUD アウォードプロダクトデザ
イン部門賞を受賞した。人間は自分の所有する家電
機器の機能が少なくなることには大きな拒否感を示
すので，わかりやすさとのバランスを図るために使
用頻度の低いボタンを半透明のカバーで覆うという
工夫をしたのが，このデザインの眼目である。
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写真 2 千葉銀行店舗「ちばぎんひまわりラウンジ
津田沼」
（2014 年 12 月竣工） 照明，色彩，音響
の各計画について，デザイン心理学の視点から来訪
者の快適性に焦点を当てて科学的にコンサルティン
グを行った姿勢が高く評価された。特に，照明に関
しては，季節感や人間のサーカディアン・リズム等
も考慮し，自動的に色温度や照度が変化する工夫も
行った。

