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シニアに効くデザイン



　歳を重ねれば誰もが、「見えづらい」そして「わかりづらい」、という症状を迎えます。 よ

く知られているのは「老眼による見えにくさ」。 近くの細かい文字は読みづらく、近くから

遠くへ・遠くから近くへ視線を変えるとピントをあわせるのは難しくなります。

　「夕方の運転は見えにくさから不安」、といった話を 周りの年配者から聞く人も少な

くないのではないでしょうか。

　また脳の情報処理のスピードも衰えてきます。シンプルに伝えることが一番の優先

順位です。

　ここでは、シニアの見え方・伝わり方に配慮しないで制作されたチラシと、 それらを

配慮して制作されたチラシを具体例にあげ、その違いと効果について、検証してみま

す。

1

シニアに見える、読める、伝わるデザインとは？

補聴器の試聴を促すチラシ - 表面

        

例

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン
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文字色と背景色の関係

●各コピーの文字色と背景色とのコントラストが
　弱いため、視認性が悪く、読みづらい。

●白の背景に青文字でコントラストが強く、
　コピーが読みやすい。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン
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補聴器の試聴を促すチラシ - 表面

        

例
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●コピーの文字色と背景色の色相が近いので、
　視認性が悪く、読みづらい。

●目立つ緑の帯に、一番伝えたいメッセージ
　「視聴レンタル実施中」を配置。
●文字色を緑の補色になる黄色で、
　読みやすく訴求。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

一番伝えたいコピーの文字色と背景色の関係

補聴器の試聴を促すチラシ - 表面

        

例
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●イラストと背景色とのコントラストが低いため、
　イラストに目がいきづらい。
　せっかくのシーン説明が、伝わらない。

●イラストがすっきり見えて、読み手の理解を
　助けている。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

イラストと背景色の関係

補聴器の試聴を促すチラシ - 表面

        

例
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例

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

例

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン
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●書体
　回答コピーが明朝体。色を敷いた背景に、
　同系色の文字色と細い書体を選んでいるため、
　文字を認識しづらく、読みづらい。
●字間・改行
　字間が狭く、すべての行においてぎっしり
　文字が詰まっている。
　息苦しく読みづらい。
●行間
　行間が狭いため複数行に目がいきやすくなり、
　ひとつの行を追い続けて読むことが難しくなる。

●書体
　白背景に回答コピーがゴシック書体。
　小さい文字でも読みやすい。
●字間・改行
　字間を設けると文字を言葉の塊で拾いやすくなり、
　意味を捉えながら読める。
　意味が変わるところで改行が入り、読み手の理解を
　手助けして、読みやすくわかりやすい。
●行間
　読みやすい行間は文字サイズの
　1.5倍～1.75倍が目安。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

文字色、字間、改行、行間

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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●各写真の背景に、少し濃い色が敷いてあるため、
　写真が映えない。
　見えにくく、理解の補助になっていない。

●写真の背景がすっきり白場。
　各写真が見えやすく、理解を補助している。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

写真と背景色の関係

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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●理解の補助にならないデザイン処理は、
　なくてよい

●写真の背景がすっきり白場。
　各写真が見えやすく、理解を補助している。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

8

デザイン処理-1

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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●シニアは複雑な説明に対応するのが困難な
　ことも多々。
●レンタル説明の方法が一連の流れに
　なっていないデザインで、理解しづらい。
●レンタルから返却まで4ステップ。
　その単純さと手軽さなど、メリットが伝わらない。

●何の情報か、一目で目に入るタイトル処理。
●順序だてて理解しやすい表示と説明。
　レンタル方法について、
　一連の流れを見せることで理解を促進。
●複雑な説明に対応することが困難なシニアにも、
　わかりやすい。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

デザイン処理-2

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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●文字色が背景と近い色相であり
　サイズも小さく書体も細いため、読みづらい。
●申し込みステップである（１）～（4）の文字が
　小さく、工程の表示も読みづらいため
　申し込み手順に目がいかない。

●白背景に映える文字色、大きい文字で、
　読みやすい。
●（1）～（4）の文字が大きく白抜きされ、
　申し込みから返却まで、
　4つのステップで利用できることがよくわかる。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

文字色・書体・サイズ、背景色の関係

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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●文字色が背景色に対して映えないため、
　せっかくのメッセージを読んでもらえず、
　伝えられない。

●背景から明度・彩度が大きく異なる文字色で、
　読みやすく表現。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

文字色と背景色の関係

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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●レンタルする際の注意事項がグレー文字。
　背景色に映えない文字色で、読みづらい。
　注意喚起になっていない。

●※印で表現する内容こそ、シニアには注意喚起を
　促す。
　しっかり読める文字色、文字サイズで、読みやすい。

シニアに配慮していないデザイン シニアに配慮しているデザイン

注意事項を伝える文字の色やサイズと背景色の関係

補聴器の試聴を促すチラシ - 裏面

        

例
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