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Abstract :Recently, we can see many sorts of confection’s package 
designs at the commercial facility. The package design of 
confections is “updating” day by day, however, some confections 
save original design from when it was on sale. Nowadays, by the 
spreading of the visual information on the internet, the customer’s 
trend and style of product awareness have been changing and the 
opportunity of seeing the products who have fancy and topical 
package design augment. In the market, we focus on the 

importance of the visual information of products. The researcher 
made a hypothesis there is some sort of design method to be long-
seller products in the package design to keep their universal value 
and selling the products longtime. Taking the long-seller product 
and calculated its ratios of the color area of background color and 
the motif color. As a result, depending on the maker, the relation 
between the color ratios of graphic on the package design and its 
universal value on the long-seller products has existed.
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1.研究背景

明治維新以降，輸入された印刷機の技術が徐々に発展して大正
時代に最盛期を迎えた．そして印刷物の大量生産化が可能になり
今まで持ち歩けなかったものを入れる紙箱を作る工業的手法の
発達と同時に，大量生産が可能になった技術面の発達によって，
個装するパッケージ単位での販売形態の変化や，ポケットのつい
た洋装の普及により物を「携行する」文化が根付いた．包装の意
匠設計や商業美術という概念が生まれ，図案家・商業美術家とい
う新たな職種を確立するまでに様々な試行錯誤がなされた大正
時代に生まれたロングセラー商品は，どのようにして現代までパ
ッケージデザインを継承させて普遍的な価値が維持されイメー
ジを変えずに売られ続けているのか． 
近年の市場におけるパッケージデザインのあり方として，平成

時代に入ってから盛んになったインターネットを媒介とした情
報拡散による消費者の購買意欲の向上や商品の周知行動が挙げ
られる．実際，話題性を重視したパッケージデザインを利用した
現代の販売戦略が注目されており，Twitter や Instagramといっ
た SNS での情報拡散を利用したパッケージは多数存在する．流
行や時代の流れを取り入れてパッケージデザインの変更をして
ロングセラー商品としてその地位を確立している商品もある一
方で，デザインを販売当初から大きく変えずに商品が普遍的な価
値観を保ち現代の販売戦略に左右されず，ロングセラー商品とし
て評価されているのも事実である．デザインを変えないロングセ
ラー商品に焦点を当てて分析し，何か法則性を見いだす事で経年
変化を感じられる視覚表現としてのデザイン提案が可能なので
はないかと考え，本研究への着手に至った．

2.研究目的

本研究の目的は，大正時代から続く 1 世紀ロングセラー商品
である食品のパッケージデザインを取り上げ，普遍的なデザイン
が現代にまで継承され続けている法則性を見出し，長く親しまれ
ているロングセラー商品の長期型デザインの原点として国内で
大衆社会が誕生した大正時代のグラフィックデザインを再考す
る事である．また，大正時代に生まれたデザインを分析し，そこ

で得られた売られ続けている理由や法則性を現代や，これからの
時代にも柔軟に適応し受け入れられるデザイン手法の提案に繋
げることである． 

3.事例調査

ロングセラー商品となるには様々な要素が存在し，年月や商品
自体の味や魅力，その商品の持つバックグラウンドなど様々な可
能性が考えられる．その中の要素の一つとして，パッケージのグ
ラフィックデザインを考える上で何か一つの法則を定めること
でロングセラー商品として現代まで継承されているデザイン手
法が存在しているのではないかと仮定し，「色面積比率」という
数学的観点からグラフィックデザインへのアプローチを行った． 
本研究ではまず，研究対象の商品が社会的にロングセラー商品

であることを認められていることを条件として，グッドデザイ
ン・ロングライフデザイン賞を受賞した商品から研究対象商品を
選定し，2016年度に賞を受賞した「ボンタンアメ」を調査した．
また，「ロングセラー」という言葉について，一般的には会社の
寿命と言われる 30年という見解が多く見られるも，世代を超え
て愛されている商品や年号を跨いでいることを考慮し，本研究で
は50年という半世紀を一つの区切りとして捉え，定義している．
「ボンタンアメ」が発売された大正時代の時代背景や発売当初の
パッケージデザインについて，箱の構造や展開図の作成，記載さ
れている情報の整理，使用されている色，規格の変遷について調
査し，「ボンタンアメ」の製造者であるセイカ食品株式会社での
現地調査を行った．そして社員との意見交換中に話題となった
「背景色とモチーフ色の色面積比」について重点を置いた．その
時点では社員では背景色とモチーフ色との間の色の占有面積に
ついて，一定の色面積があることは知っているがどのような比率
かまでは把握していないという回答だったため，この比率の解明
を課題として検証を行った．その結果として「ボンタンアメ」の
正面部のグラフィックに使用されている背景色とモチーフ色と
の二色間には一定の色面積比率が数値として表れたためグラフ
として可視化した．(図 1 ボンタンアメの色面積比率 上図) また，
挿絵を使用していた発売当初のグラフィックについても同様の 
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検証を行ったところ，同じ結果となった．(図 1 ボンタンアメの
色面積比率 下図) 他の同時期に発売された食品のパッケージに
ついても同じように色面積比率が関係しているのかどうかを検
証するため，「ボンタンアメ」を選定した時と全く同じ条件で「カ
ルピス」，「中野の都こんぶ」，「サイコロキャラメル」を選定し検
証を行った． 
 
4.検証 

現地調査にて社員からパッケージの背景色とモチーフ色に色
面積比に一定の比率が存在していることを聞き，実際に数値の算
出を行った．尚，検証に使用したツールは自動面積計算ソフト
ImageJ と計算機である．そしてデータとして算出された数値を
表にまとめ，グラフとして可視化した結果，一定の法則性が表れ
たため「ボンタンアメ」と同時代に発売された複数の他社製品を
対象に同様の数学的解析を行い，他のロングセラー商品のパッケ
ージデザインにも一定の面積比率が存在するのかを検証した． 
①ボンタンアメ 

発売当初の色が紺色であり，社員も使用していたことから背
景色を紺色と記述するが，「ボンタンアメ」のパッケージの正
面部グラフィックに用いられている背景色である紺色とモチ
ーフであるボンタンの黄色の二色には一定の比率が存在して
いることを検証するため，背景色とモチーフ色，そして全体の
面積を算出した．検証の対象は 2018年現在入手することがで
き，かつ規格数が最も多い 1976年から現在まで使用されてい
る 2 粒から 14 粒までの全 6 規格のパッケージのグラフィッ
クである．数値を表にまとめ，グラフとして可視化した．(図 1 
ボンタンアメの色面積比率 上図 参照) この結果より，2～14
粒の規格において一つを除いて背景色はグラフィックの全体
の約 4 割，モチーフ色は全体の約 3 割を占めていることがわ
かった．そして比較のため，現存している最も古い 1928年か
ら 1957年まで使用されていた，当時は写真ではなく挿絵であ
ったパッケージのグラフィックにも同様の方法で検証を行い，
グラフ化した結果，現在使用しているパッケージの色面積比率
が一致した．(図 1 ボンタンアメの色面積比率 下図 参照) 
②カルピス 

「カルピス」は内容量によって缶やペットボトルなど，近年
様々な容器の形態が存在する．そのため検証の対象として今回
取り上げるのは贈答用の「カルピス」の包装紙を取り上げる．
包装紙の水玉模様について，アサヒ飲料の社員からランダムな
配置にしつつも一定の密度を保ちムラのないデザインにして
いると聞き，「ムラのない」ことと「一定の密度」という言葉
に疑問を持ち，包装紙という形態におけるパッケージの背景色
とランダムに敷かれたモチーフ色の色面積比を割り出すこと
でランダムに配置された柄が全体に占める一定の密度を保つ
という法則性を証明するケースとして検証した．アサヒ飲料か
らの回答では色面積が関係しているかどうかはわからないと

のことで背景の白色とモチーフである水玉の水色の色面積を
算出するという検証を行った．検証対象は 1993～95 年に使
用されていた贈答用カルピスの包装紙で，A1サイズからA5サ
イズまでの全 5 規格である．各規格において水玉の個数を数
え，モチーフである水玉の直径を 6mm，円周率をπ＝3.14と
して算出した．(図 2 カルピスの色面積比率 参照) 結果として，
どの規格においても水玉模様は全体の 3%を占めていることが
わかった． 
③中野の都こんぶ 

この商品は発売当時からデザインが 1 箇所のみ変更されて
おり，昭和中期に装飾部のカラーバリエーションを増やしたパ
ッケージを販売していたが，現在は1種類のみである．検証対
象は昭和中期 1960 年代に使用されていたパッケージと現在
使用されているパッケージであり，1種類のみ装飾部分の変更
を行ったケースとして検証を行った．装飾部分の変化は目視で
きるため，会社名やロゴマークなどの白色部分に着目して色面
積比を算出した結果，装飾部の色に差はあるものの白色部分は
一致していた．(図 3 中野の都こんぶの色面積率 参照)  

 ④サイコロキャラメル 

この製品は稀有な遍歴を持ち検証で取り上げるべきだと判
断した．理由として，明治製菓の「サイコロキャラメル」は現
在販売中止となったがそれを受けてネット上や様々なところ
で惜しむ声や存続希望を望む声が上がり，北海道にある道南食
品株式会社が明治製菓に許可を得て，北海道限定販売としてサ
イコロキャラメルを販売する権利を買い取ってロングセラー
商品として販売再開させた．この「サイコロキャラメル」は，
1 度売り場からなくなってしまったロングセラー商品を別の
メーカーが引き継いでロングセラー商品として復活させたと
いうケースの検証である．結果としてロゴマークや会社名の文
字数の違いから二色間において誤差は発生していたが，糊付け
した部分や円の直径やレイアウトは変わらないため一種類の
展開図となり視覚的には後継品としてオリジナルのデザイン
を継承していた．(図 4 サイコロキャラメルの色面積比率 参
照) 
 

5.今後の課題・展望 

 背景色とモチーフ色との関係性をグラフとして可視化したこ
とによって，各メーカー独自のデザイン手法が明確になった．デ
ザインを変更するかどうか議論になった際，話題性だけに捉われ
ず，視覚的要素の他に必要な要素が何かを吟味し，マイナーチェ
ンジやデザインの変更自体を行う・行わないという両方の可能性
を示したい．また，今回の検証では色面積比率というグラフィッ
クを構成する一要素の数学的観点からの検証にすぎず，ロングセ
ラー商品となるための数値だけではない他の要素について考察
や調査，分析することが必要だと考える． 

               
図1 ボンタンアメの色面積比率 図2 カルピスの色面積比率 図3 中野の都こんぶの色面積比率 図 4サイコロキャラメルの色面積比率 
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