
はじめに

すべての人工物（ ）には、モノのような有形物であれ、法律や制度のような無形

物であれ、それを最初にデザインした人（や集団）の思考が埋め込まれている。その デザ

インされたモノ の中に彼らの理想や 想い 、技術的工夫や現実的な妥協などが書き込ま

れている。今日では、当たり前に思われている製品、サービス、学校や病院のような制度

も、それをデザインした人（々）の 想い や 意図 を読みとることができる。人工物を

作った種族が滅んで遺跡だけが残っている場合でも、作った種族の 想い はデザインの残

滓から読みとれる。われわれの文化や文明は、古代から集積されてきた諸民族の知的遺産、

つまり デザインされたモノ の累積的集合体である。デザインのロジックを辿れば、古代

人の 思想 を読み取り、また現代人の価値観などを具象的に分析できるだろう。その意味

でデザインは時空を超えるコミュニケーションであり、文化人類学的見地からすれば、文化

に埋め込まれたミーム（遺伝子情報）の解読、と言うことができるだろう。

このように、われわれの世界は圧倒的に人工物（デザインされたモノ）に覆い尽くされて

いる。その各々が、独自のロジック（デザイン言語）を内包している。したがって、デザイ

ン言語学は、物理学や工学のみならず、社会科学や法学をも内包する巨大な 知の体系 の

研究である。それは人間の創造的能力の探求でもある。この巨大な知の集積をどのように人

類社会に活かしていくのか。そこにデザインマネジメントの意義や役割があると考える。し

かし、 デザインとは何か を論ずる前に、デザインの発展史を概観しておく必要がある。

本論考では、 ）デザインマネジメントの発展の系譜を辿り、それがモノづくりの観点に

留まっていることを批判的に検討する。 ）デザインマネジメントの つの類型を示し、そ

の発展の道筋を明らかにする。 ）とくにラディカルなイノベーションのデザインマネジメ

ントについて、筆者のビジョンを述べる。 ）結びとして、デザインの未来について論ず

る。
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．デザインマネジメントの課題と系譜

）デザインマネジメントの定義と役割

デザインを経営戦略に結びつけ、デザインマネジメントのコンセプトと体系化に先鞭をつ

けたキャスリーン・ベスト（ ）は、 デザインマネジメントとは、文字通り、デザ

インのマネジメントである と簡潔に述べている。その真意は、 基本的には、デザイン・

プロジェクトをマネジメントすることである。 という。つまり、クライアント、事業、組

織から対価を得て、デザイナー、デザインチーム、デザイン・コンサルタントが実施するプ

ロジェクト管理の総称である（邦訳、 ページ）。これが、現時点での デザインマネジメ

ント の最大公約数的な定義といえよう（岩谷 ）。

この定義の特徴は、プロの デザイナー を主体的なアクターとみなして、デザインマネ

ジメントを定義する。つまり、デザイナーはビジネスのコンサルタントと同様に、独立した

専門家の立場からビジネスに助言し、あるいは企業のデザイン部門を指導する。デザイナー

はサービスの対価として一定の料金（フィー）を徴収する。デザイナーは、製品やサービス

のデザインだけでなく、企業のデザイン部門の組織化や運営、さらにはデザイン主導の経営

戦略の立案まで、幅広い領域に助言する。ここに専門職としてのデザイナーが成立し、デザ

イン・スクールのような高等教育機関が形成される。

したがって、ベスト（ ）によれば、デザイナーの役割は、彼らの知識やノウハウを活

用して、ビジネスにより多くの価値を付加することにあり、ビジネス・ソリューションを探

して組織の中で創造的な手法を開発することである。この観点において、デザインマネジメ

ントは戦略的な意思決定に深くかかわることになる（岩田、 ）。

今日では、 デザインマネジメント の教科書は、プロのデザイナーが、彼らが不得手と

する（非専門） ビジネス・マネジメント （経営）に関わっていくための知的ガイダンスの

役割を負っている（ ）。他方、経営管理者にとって苦手な分野の一つが デザイ

ン の領域である。 デサイン は感性が重んじられ、金銭による計量化ができない。した

がって、どのデザインがよいデザインであるのか判定がつかない。つまりデザインの評価は

感性の領域に属するので、財務管理の手法が使えない。貸借対照表で物を考える経営者には

デザインの意義が分かりにくいのである（ ）。ソニーの盛田昭夫、アップルの

スティーブ・ジョブズ、アルテミデのエルネスト・ディスモンディ、アレッシーのアルベル

ト・アレッシーなどの少数の企業者が デザイン思考 の才能を持っていた。ビジネスス

クール出身の経営者にはこの才能は期待しがたい。しかし、感受性の低い専門経営者の心を

動かさない限り、デザイン・イノベーションは実現できない。

経営者から見ればデザイナーはビジネス用語が通じない異邦人である（ ）。デ

ザイナー（アーティストも同様）は、デザインの斬新さが命であり、その製法や原価などの

費用を軽視する。デザイナーは、経営者が原価を口にすることを嫌う。まるで提案したデザ

インが 屑、役立たず と烙印されたように感じてしまう。つまり、デザイナーと経営者は

水と油で、通じ合う言葉を持たない。これではいくら デザイン思考 が大事だと言って

も、話し合いにならない。このコミュニケーションの断絶に橋を渡すのが デザインマネジ
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メント である。つまり、経営管理の分かるデザイナーとデザイン思考の重要性を理解でき

る経営者を育成し、双方のコラボレーションを図るのが デザインマネジメント に期待さ

れる役割である（ 岩田 他 ）。

しかし、今日でも、多くの経営者とデザイナーが 製品の外見に手を加えること （スタ

イリング）がデザインの任務だと勘違いしている。とくに製品が成熟期に達している事業部

や企業の経営責任者は、目先の変わったデザインの製品を発表し、他社との差別化を図るこ

とが デザイン の役割と心得ている。これは、スタイリング中心のインダストリアル・デ

ザイン的発想であり、 デザイン思考 からは程遠い考え方である。

）インダストリアル・デザインの系譜

ではなぜ スタイリング が デザイン の主流と考えられてきたのか。じつはデザイン

と産業化には深い繋がりがある。デザインが興隆したのは 世紀末の英国であった（

他 ）。第 回目の万国博覧会（ 年 月 日 月 日）

は、英国のロンドンで開かれた。この万博のパビリオンは水晶宮で有名である。この巨大な

ガラスと鋼鉄製の温室は園芸家の パクストン（ ）がデザインした。それ

までの建築が煉瓦を積んだアーキテクトだったのに対し、パクストンは大胆にも、ガラスと

鉄道のレール、螺子などの標準化されたモジュールで建築物をデザインした。パクストンは

煉瓦の壁を取り除き、透明なガラスによる採光と強靭な鉄骨使用により、建築に明るさと開

放感をもたらした。それが、今日の近代建築の基礎になっている（石山

）。

また、イギリスの作家で工芸家の ラスキン（ ）は、 年にセント・ジョー

ジ・ギルドを作り、工芸品を擁護した。この運動（アーツ クラフト）に影響され、

モリス（ ）は、機械工作と工芸的デザインを組み合わせた斬新で安価な工業

製品を開発した。この流れが産業化とともにドイツに波及した。 年、 ムテージウス

（ ）により、ミュンヘンでドイツ工作連盟が結成された（ 他

）。彼らの活動の中から、職業としてのデザイナーが誕生する。

イギリスの系譜が工芸の伝統の重視であるのに対して、ドイツでは機能性が重視された。

年にドイツのワイマールで開講されたバウハウス（造形芸術学校）では機能美が称賛さ

れた。バウハウスは、グロピウス（ ）やイッテン（ ）といっ

たマイスターに指導され、独自のデザイン哲学を発達させた。それは、 研ぎ澄まされた機

能性こそが美の原点である という信念であり、この考え方は近代建築を確立したミース・

ファン・デル・ローエ（ ）やアバンギャルドな工芸作家に浸透し

た。そののち、バウハウスはナチスによる弾圧により 年に閉校させられ、アメリカに移

転した。グロピウスを含む活動家たちは、ハーバード大学やニュー・バウハウスで啓蒙活動

を続け、多大な影響をアメリカのデザイナー、とくに建築と内装・家具関係に与えた。日本

の機能重視の設計思想（ 質実剛健 なモノ作り）も、このバウハウスに由来する。

年、アメリカが経済恐慌に苦しみ、製品の売れ行きが極端に悪化すると、経営者は、

プロダクトデザインの良し悪しが経営成果に多大な影響を与えることに気付いた。マーケ

ティングの始まりである。新しく芽生えたこの意識は、インダストリアル・デザイナーの誕



生を促した（ 他 ）。彼らは製品コンセプトに関するコンサルタントとし

て活躍（フリーランス）し、グラフィックスや装飾の知識をバックグラウンドとして活動し

た。彼らの仕事は、デザイン（設計）というよりも スタイリング （外形）であり、顧客

ニーズに基づく製品デザインに心がけた。ここから、 のように自社内に スタイリン

グ部 （アート・アンド・カラー・デパートメント）を持つ企業が現れるようになった

（ 他 ）。

この時代に一世を風靡したのは、空気力学に沿った流線型のカーデザインだった（

）。バウハウスの思想とは異なり、機能的には進歩していない製品を優美なスタ

イリングで 新製品 に見せかける マーティング手法 だった。しかし、この かっこい

い スタイリングは大衆に受けた。それ以降、アメリカの自動車は装飾的なヘッドライトや

尾鰭の付いたデザインが多くなった。アメリカの自動車産業では、性能の向上ではなくスタ

イルによる差別化という進化の袋小路に進んでいった。

年から 年に起きたインダストリアル・デザインの流れは、第二次大戦後は、ポッ

プアートなどの芸術活動と連動して アート へと向かった。この結果、アメリカの工業製

品は機能や性能による競争（技術）より、奇抜なスタイリングによる差別化（マーケティン

グ）に力点を置くようになり、後にドイツや日本の自動車（バウハウス的）に性能や技術の

点で、凌駕される結果を招いた。いずれにせよ、モダニズムは装飾を排除し、機能美を表面

に引き出すシンプルなデザインを好む。アメリカのデザインはバウハウスの影響を受けてい

た。にもかかわらず、カーデザインは装飾過剰が好まれた。なぜこのような食い違いが生ま

れたのか、興味あるところである。

このように、インダストリアル・デザインは、大量生産・大量販売の下で生まれた マー

ケティング と深い関係を持つ。経営者は、費用がかかり、失敗する確率の高い技術革新を

避け、見てくれの良いスタイリングでその場を凌ごうとした。とくに製品のライフサイクル

が成熟化した製品は、デザインによる差別化が切り札となった。 年代は、家電製品や自

動車の需要が一巡し、市場が成熟化していた。インダストリアル・デザインは、製品の成熟

化段階における差別化の手段として一世を風靡したのである。

今日、デザインマネジメントが喧伝されるのも、 年の米国のリーマン・ショック、

年のギリシアに端を発するユーロ危機以降の世界不況がその背景にある。経営者は当面

の販売不振にテコ入れするために、目先の変わったスタイリングで顧客の関心を引こうとす

る。この戦術は、短期的には製品の売れ行きを改善できても、長期的には製品分野全体の凋

落を招く。同じ機能を実現する、まったく新しい製品や技術体系が出現すれば、既存の製品

群は消滅の憂き目にあう。例えば、電球や蛍光灯のデザインを改善しても、 の性能・

機能を凌ぐことはできない。 が普及期に入り、低価格で販売されるようになれば古い

技術の製品群は滅亡の危機に瀕する。つまり、技術革新を伴わない製品デザインは、旧製品

の延命策にすぎない。それを大量の宣伝広告（マーケティング手法）で需要を喚起しても、

長続きはしない。スタイリングだけの デザイン は、長期的な凋落を止めることはできな

いのである。
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）アートとデザインの違い

アートとデザインは異なる概念であり、方法である。デザインは技術的ならびに経済的制

約条件の中で最適な解を求める工学的努力の産物である。他方、アートは既存の制約条件を

無視し、既存の手法やシューレ（学派）の打破ないし凌駕によって、はじめて 芸術作品

として認知される。美は美のために存在すことができる。美自体が制作の目的である。他

方、デザインは人間に実用的な便益をもたらさなければならない。最も効率的に便益を提供

する機能・形状が よいデザイン である。つまり、デザイン（設計）は手段であり、目的

は人間に提供する便益にある。したがって、デザイン自体が目的とはならない。デザイン自

体が目的化すれば、機能軽視のインダストリアル・デザインになり、やがてはポップアート

に変質していく。アートならば、機能や便益の提供は問題にならないからである。

したがって、アートは機能性や使用価値を全く無視した作品でも 美意識 に叶えば高く

評価される。その作品には実用価値は少ない。デザインがアートに傾斜すると、機能の軽視

（ないし蔑視）が始まる。住む人の快適さを無視したコンクリートのハコモノを作る建築家

はこの部類に属する。

日本で民芸運動を起こした柳宗悦が工芸と美術を厳しく区別し、美術品と化した陶芸を罵

倒したのは、この理由からである（柳 ）。奇抜に流れない堅固なデザインは、それを

作った人々の純朴さと精進のなせる技である。 美 を意識し、奇抜さを演出することが

アーティストの宿命なら、工芸は無我の境地の職人仕事である。この無我の境地の職人仕事

に美を見出したのが、柳（ ）の 民芸運動 であった。 簡素な機能美が美しい とい

うのが柳宗悦の感受性であり、千利休に発する日本的な美意識といえよう。これはバウハウ

スの哲学に繋がる思想である。

つまり、デザインマネジメントは、それがアートに流れると、デザインは美しいが 役立

たず （機能が期待できない）の玩具になってしまう。それが、インダストリアル・デザイ

ンが陥った陥穽であった。

）デザイナーの登場と デザイナーズ・ブランド

インダストリアル・デザイナーが正式の職業として成立すると、彼らを束ねるデザインハ

ウスが登場した（ 奥出・後藤編、 ）。デザイン・カンパニーのデザイナー

は、偏屈な芸術家ではなく、クライアントや企業の経営管理者と上手にコミュニケーション

できるビジネスマンだった。彼らは、アイデアを売り込まなければならないし、クライアン

トを成功に導き、経営成果を上げなければならなかった（イタリアなどではデザイナーはロ

イヤルティー・ベースで報酬を与えられることが多い）（ 和田 ）。口のうま

いデザイナーは、とくにブランドのある建築事務所に多く見られる。施工主に彼らのアイデ

ア（まともな神経では受け入れられないような住み心地を無視したアート感覚の住居）を売

り込まなければならないからである。

専門職のデザイナーの中には、その才能を見込まれて特定企業に雇用され、インハウスデ

ザイナーになる人も少なくない。最近では、デザインハウスと企業デザイナーの境界線が低

くなり、相互の交流が盛になってきた（長沢編・岩谷著 和田 ）。

デザイナーの名前が有名になると、デザイナーズ・ブランドが確立してくる。建築の世界



では、世界的に著名な建築家が犇めいている。他方、自動車産業でも一流デザイナーの活躍

が喧伝されている。フィアットの パンダ をデザインしたジョルジェット・ジウジ

アーロ（ 年 月 日にフォルクス・ワーゲンはイタリア工業デザイン大手のイタルデザ

イン・ジウジアーロの株式を ％買収した 日本経済新聞 年 月 日 朝刊）、アウ

ディの シングルフレームグリル （ ）をデザインした和田智（和田 ）、壁掛

け式 や丸型加湿器をデザインした ジャパンの深澤直人（ 後

藤・佐々木・深澤著 ）などが著名である。

インハウスデザイナーとしては、ソニーのウォークマンをデザインした黒木靖夫や渡辺英

夫がよく知られている（長沢編・岩谷著 渡辺 ）。彼らが作るデザインは、デザイ

ナーズ・ブランドとしての付加価値が付く。彼らの強い価値観とリーダーシップによって、

他のインハウスデザイナーたちが大きな刺激を受ける。インハウスのデザイン部門の人材育

成と活性化が彼らの仕事である。

）戦略としての デザインマネジメント

社内デザイナーの限界は、一度成功した製品やビジネスモデルに固執し、それの改良版

（持続的イノベーション）に視野が狭まることにある。とくに新型車のデザインのように、

最初のモデルはユニークで先端的であっても、モデルを更新するうちに平凡なデザインに堕

していくことが多い。インハウスデザイナーには、 成功した旧モデル の規範があるの

で、思い切ったデザイン革新がしにくい。次第に変化の激しいグローバル市場から脱落す

る。デザインを大きく革新するためは、デザインハウスのデザイナー、とくにブランド・デ

ザイナーの起用が必要になる。外部から才能あるデザイナーを高給で招聘し、デザインチー

ムに権限をゆだねることができるのは、トップの経営者だけである。したがって、トップの

経営者がデザインの価値を認識していることが前提となる。しかし、トップ経営者が理解で

きる言語は 収益性 （期待市場シェア、販売量、製造原価、マーケティング費用、期待収

益、株価への影響などおもに財務的変数）である。デザイナーはトップの経営者が理解でき

る言語で デザインの役割 を語らなければならない。つまり、デザインの重要性が分かる

トップ経営者がいて、経営数字でデザインの役割を語れるデザイナーがいなければならな

い。ソニーの盛田昭夫や大賀典夫、アップルのスティーブ・ジョブズはデザインの重要性が

理解できる経営者だった。しかし、経営の理解できるデザイナーは例外的であろう。建築家

の安藤忠雄（安藤 ）や隈研吾（隈 ）などの設計事務所の経営者は例外として、大

方のデザイナーはビジネス感覚に欠けているように思われる。したがって、デザイナーに財

務管理やマネジメントを教育し、経営トップにデザインの戦略的価値をコンサルティングす

る デザインマネジメント が必要になるわけである（岩谷 ）。

．デザインマネジメントの類型と発展

） 既存製品の改良とインダストリアル・デザインのフェイズ

図表 は、以上の議論を踏まえてデザインマネジメントの発展を分類したものである。分
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類は、技術の新奇性（既存の技術 革新的技術）と市場特性（既存市場 新規市場）の

つの尺度により、 つのフェイズを区分した。

は 既存製品の改良 のフェイズである。このフェイズでは、新製品は成長期を終わり

成熟期に近づいている。製品技術の開発や製造技術はほぼ確立し、この製品系列では画期的

なイノベーションは期待できなくなっている。価格競争が強まり、標準化による製品原価の

引き下げが重要になる。市場競争は、既存製品の部分的改良、ハイ・エンドユーザーのため

のアプリレーション・ソフトやアクセサリーが差別化の手段となる。各社のシェアは固定化

傾向にあり、どこの会社の製品も同じような性能、価格、デザインに収斂してくる。

このフェイズ は、クリステンセンの 持続的イノベータ の競争スタイルである

（ ）。この業界横並び競争は、インハウス・デザイ

ナー（社内の設計部門）に責任がある。プロトタイプやその改良版の成功が製品設計やデザ

インの基準（ドミナント・デザイン）になり、そこからの逸脱が困難になる。設計は次第に

保守的になり、既存の製品設計の延長線上でしかリ・デザインは認められない。小型化、計

量化、省エネ、補正機能など、あくまでも既存製品の枠内の改良に留まっている。経営者が

いくら 革新的なデザインを と言っても、社内のデザイン部門は当たり障りのない（誰か

らも非難されない最大公約数的）デザインに纏めてしまう。他部門や役員からあれこれと助

言（口出し）されると、さらに設計は カドのない 無難なものへと萎縮する。自動車がモ

デルチェンジの度に車格が大きくなり、凡庸なスタイルになるのは、高齢の経営陣が設計部

門に口を出しするからである。その結果、どこの会社でも発表される新製品は、カドが無

く、薄くて軽く、防水加工など特殊ユーザーのニーズを取り込んだ（コストアップの原

因）、消費電力の少ない、あるいは記憶容量が増えただけの、陳腐な製品になる。こうした

状態が続くと、経営者は、外部のデザイン・コンサルタントを招いて 組織革新 を図ろう

とする。こうしてフェイズ のインダストリアル・デザイナーの活躍する段階になる。

フェイズ は、製品技術や製造技術は既存のものであるが、新たに新市場（新顧客）の開

拓を狙う意図の下で、インダストリアル・デザイナーが招聘される。インダストリアル・デ

図表 デザインマネジメントの つのフェイズ



ザイナーは、個人の場合もあれば、デザインハウスの場合もある。個人の場合は、世界的な

名声を持つタレント（和田 ）や、奇抜なデザインで受賞した新人などが招かれる（ア

イザックソン （ ） ）。彼らは当該企業の技術部門やデザイン部門に積極的

に働きかけ、斬新なデザインを売り込んでいく（渡辺 ）。経営トップの信頼が厚い場

合、インダストリアル・デザイナーはかなりムリな設計の製品（作りにくい、製造コストが

高くつく、市場調査が不十分）でも技術部や製造部門に押し込むことができるだろう。デザ

イナーは社内のマネジメントの仕組みや人間関係に疎いので、職場の雰囲気を悪くする場合

もある。外部のデザイナーは、過去の製品開発の流れを無視し、現在の 新製品 （単なる

改良品）を平凡と非難する。デザイナーの提案する奇抜な製品が市場で高い評価を受けれ

ば、売り上げに貢献できなくても 成功 である。奇抜な製品は用途を限定したニッチ市場

では、それなりのシェアは獲得できるだろう。しかし、ニッチ市場で成功しても販売量は限

られている。デザイン大賞を獲得しても、ビジネスにはならない。機能や性能を従来製品か

ら飛躍的に革新しなければすぐに飽きられる。デザイナーズ・ブランドとして高い評価を受

け（受賞作品）、博物館に飾られても、市場での成功（収益性）は知れている。スタイル先

行のインダストリアル・デザイナーは、所詮はスタイリストである。彼らには、製品の機能

や性能を根本から変えるような 基礎設計 の革新、それゆえ基礎研究の積み重ねが必要な

科学的・技術的根拠をもった 根本的デザイン・イノベーション は期待できない。その意

味で、企業の研究開発部門と縁を持たない インダストリアル・デザイン には限界があ

る。

フェイズ は、技術は新奇であるが、製品市場は既存の分野を対象にする。例えば、ブラ

ウン管テレビ（アナログ）は、既存の製品であるが、液晶テレビやプラズマテレビは、まっ

たく新しい技術体系（半導体系のデジタル技術）を使っている。テレビという市場は既存だ

が、製品技術や製造技術が全く異なる。電球や蛍光灯と の関係も同じである。この場

合は代替関係が成り立つので、既存製品はあっという間に駆逐されてしまう。技術革新を伴

う新製品開発の関門は、新技術をどのようにして日常生活で役に立つ製品コンセプトに落と

し込むかである。新技術や新素材、新加工技術は開発できたが、何に使ってよいか分からな

いということはいくらでもある。新技術ではホログラム、新素材ではフラーレン、新加工技

術では鏡面研磨技術など多数ある。新技術が 新製品 として形状を持つようになっても、

プロトタイプは使い勝手が悪いとか、顧客満足度が低いという課題が残る。とくに技術志向

の企業の製品化は、マーケティングからのアプローチが弱い。この場合、ある程度の設計・

開発能力をもったデザインハウスがマーケティング能力を補う形で参加することが役立つ。

経営コンサルティング能力を持ったデザインハウスがリードするフェイズ が、 デザイ

ン・ドリブン・イノベーション である。

） 型とイタリア型のデザイン・ドリブン

デザイン・ドリブン・イノベーションは、大別して 型（

奥出 ）とイタリア型（ ）がある。この つのアプローチ方法を比較しな

がら、デザイン・ドリブンのコンセプトを考察しよう。

のデザイン方法論は独特の企業文化を構成している。その第 の特徴は、専門知識
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を持った少数の社員による自由闊達なブレーンストーミングでアイデアを創出する手法であ

る。つまり、ブレーンストーミングが の文化となっている。第 の特徴は、ブレー

ンストーミングの成果をプロトタイプに仕上げる工作技術を持つことである。 はア

イデアを出し合い、形にしてみて、コンセプトを固めていく独特の方法を持っている。手で

物を作りながら皆で考える独特の文化がある。第 は、プロトタイプ（複数）ができると、

それをアジェンダ（腹案）として顧客企業にプレゼンテーションをする。具体物で説得する

ことが の文化になっている。また、 は社員個人の自由を極端なまで容認（私

物の会社への持ち込み）する。自由を確保するため、事務所を分散して官僚主義が生まれる

余地のない組織にしている。 が受託する対象領域は、製品からサービス、人材育成

から組織デザインまで、あらゆる領域にわたっている。 では デザイン・ドリブ

ン を デザイン思考 と総称している（ ）。

それに対し、イタリア型のアプローチは少し異なっている。イタリア企業では、アレッ

シー、アルテミデ、カルテル、カッシーナなどの北イタリアの中小企業が代表例となってい

る（ ）。これらの会社は、統計的市場調査をまったく否定する。マーケティン

グ方法論で流行しているフォーカス・グループからの意見聴取や顧客の製品の使い方の観察

（文化人類学的な臨床的調査）などの方法も使わない。これらのクリエイティブ企業は、顧

客のニーズを調べても革新的なアイデアは出てこないと考えている。まったく新しいコンセ

プトの製品はまだこの世に生まれていないのだから、顧客は未来の製品コンセプトを知って

いるはずがない。だから、顧客に聞いても分からないと考える。顧客から情報を収集してで

きることは、既存製品の改良程度である。革新的な製品やサービスは、才能のあるデザイ

ナーや企業者からしか生まれない。これがイタリアの革新的中小企業の経営者の考え方であ

る。

アルテミデ（ムーディーな照明）やアレッシー（スタイリッシュな台所用品など）の製品

は、一目ぼれする製品で、一度使ったら手放せない（ ）。これらの製品は、天

才的デザイナーによる 閃き でできたものではない。長い時間をかけた思索的な研究の成

果として、会社が生み出した思想に基づく 意味 と 新しい生き方 の提案をともなう

作品 である。つまり、その製品に対する冗長な説明がないと、その良さが理解してもら

えないような 蘊蓄 のある作品である。この深い こだわり のある、 明確な意味 が

込めたストーリーが製品に付随することが、製品を真似できないものにしている。 多くの

言葉で綴られた 、 新しい意味を持つ 、 新しい生活スタイルの提案 がイタリア型のデザ

イン・ドリブン・イノベーションといえる。

この こだわり は、経営者（企業者）個人の個性であり、彼らは常に 革新的デザイ

ン を探し求めている。経営者は 何が美しいか なにが人々を魅了するか といった美

の基準を強く意識している。しかし、それがビジネスである以上、技術的に実現可能であ

り、顧客が買える価格帯であり、利益の出る製造原価で作るという制約がある。彼らが単な

るデザイナーやエンジニアと異なるのは、ビジネス・ベースの考え方が根底にあるからであ

る。

彼らは、会社の外部に優れた才能を求める。ベルガンティ（ ）は、会社の外部にいる

優れた才能を持った個人や集団のネットワークを デザイン・ディスコース と呼ぶ。この



才能を持った人々が奏でる 囁き に耳を傾け、才能あるデザイナーを発掘し、彼らに資源

を与えてコンセプトを具現化するのが、経営者（企業者）の役割である。社内の人材は、そ

の革新的デザインを具現化すること、つまり、製造のための図面に落としこみ、製造工程を

組織化し、物流やマーケティングの整備に責任を負う 熟練者 である。つまり、浮世絵書

きの画家と版画彫刻師、版画の出版をプロデュースする版元の関係に似ているといえる。

イタリア型デザイン・ドリブンの核心は、 デザイン思考 をする経営者であり、彼が行う

意味の急進的イノベーション にある。既存の製品市場に新しいコンセプトを立ち上げ、

製品の 意味 をラディカルに変えること。これがベルガンティの意図する デザイン・ド

リブン・イノベーション である。 のアプローチは、主体はデザイン・カンパニー

にあり、企業はクライアントである。その意味で、インダストリアル・デザインの流れを残

している。他方、ベルガンティのデザイン・ドリブンは、主体は企業者にある。その他、方

法論の違いも多く見られるが、これはコーポレート・カルチャーの違いと考えることもでき

るだろう。両者に共通するのは、小手先だけのスタイリングやモデルチェンジではなく、既

存の製品やサービスを根本から問い直し、 新しい意味 （ないしストーリー）を創造するこ

とによって、ラディカルに新しいコンセプトを立ち上げることである。そのためには、現代

社会が抱える根本的な課題を深くえぐるような哲学的考察が欠かせない。この哲学的考察を

省いてしまうと、アイデアが矮小化し、目先の改良に堕してしまう。

） ラディカル・イノベーション

図 の 象限は ラディカル・イノベーション のフェイズである。ラディカルなイノ

ベーションの アイデア発案 と 方向付け （ガイドライン作成）は、鋭角的な問題意識

を持った少数の 型専門家（深い専門知識と浅くても広い関連分野の知識を備え、他分野

の専門家とコミュニケーションが可能で知識共有の能力を持った人々 邦訳

頁）によるクリエイティブ・チームが担当する。この初期プロセスは、製造企業の基礎研究

とほぼ同じである。研究成果は、新しいコンセプト（意味創造）の提案であり、それを実現

するための方法論を文章（ガイドライン）の形で表現する。

大きなチームと多様な専門家が必要になるのは、そのガイドラインに沿って、デザインを

実行（具象物に実体化）する段階、製造企業でいう 応用研究 や 開発・試作 段階であ

る。 では いかなる個人よりも全員の方が賢い （ 邦訳 頁）という考

え方があり、個人の才能よりチームの活動が重視されている。

．ラディカル・イノベーションのデザインマネジメント

）デザイン・ドリブンとの違い

デザイン・ドリブンは、おもに既存市場の革新を目的に新しい技術の適用を計画すること

であった。その意味で、市場に、どんなニーズがあるかは既知であり、従来の製品やサービ

スの長所と欠点も分かっている。答えが分かっていて、その解き方が未知の場合、その課題

はさほど難しくない。最も困難なのは、技術が新奇であり、市場も未知で、製品やサービス
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として形を作ることで初めて顧客と接点が構築される場合である。このラディカルな提案

は、顧客から拒否される可能性が高い。このリスクを減らすためには、顧客が製品を受け入

れる ロジック や ストーリー を創作する必要がある（楠木 ）。製品やサービスが

未知である場合、それに挑戦するには、企業者自身が確信する 成功の道筋 がなければな

らない。その意味で、ラディカル・イノベーションには、社会のコンテキストを深読みし、

未来の顧客ニーズを洞察する 哲学 がなければならない。その 哲学 を受け入れ、共感

してくれる人々が未来の 顧客 である。顧客に 哲学 を語りかけることが、マーケティ

ングの原点となる。製品やサービスは、そのコミュニケーションの媒介である。どういう世

界を実現したいか、企業者やデザイナーは、製品やサービスの創作を通じて顧客に語り続け

る。このコンテキストにおいて、ブランドは重要な意味をもつ。製品やサービスは、企業の

思想や哲学を伝える媒体であり、ブランドは賛同者の会員証である。

例えば、私の家族が愛用するグリーンの人形の形をしたアレッシーの胡椒グラインダーを

例に挙げてみよう。このプラスティック製品は安い価格にもかかわらず、生涯の友として食

卓から消えることはない。この製品は両手を広げたスタイルで、ミラノの雑貨屋で売られて

いた。 ようこそイタリアへ 。そして、いまでもこの人形を見るたびに、ミラノの街の雑踏

が甦る。単なる胡椒グラインダーを心温まる作品にしてしまう。ここにラディカルな意味の

変化が起きているのである。

デザイン・ドリブンをデザイナーの立場から見てみると、クライアントが何かドラス

ティックな変革を求めるような注文を出してくれないと、スタートが切れない。クライアン

トの視野があまり現実的であると（例、既存製品のシェア向上のためのスタイリングの改

善）、デザイン・ドリブンは始動できない。

他方、ラディカル・イノベーションは、企業者やデザイナーが主体的に社会に働きかけ

る。クライアントは企業とは限らない。国や地方公共団体の場合もあるし、企業や医療機

関、 組織の場合もある。したがって、デザイナーに求められる専門知識は、グラ

フィック、スタイリング、エンジニアリングの知識だけでなく、素材に関する科学的知識、

医療関係の技術や健康保険制度の知識、教育制度や経済制度の知識など、幅広い知識と経験

が求められる。既存の製品やサービスを根本から覆すようなラディカルなイノベーション

は、 常識を疑う 深い思考と問題を解決するための様々なアイデアの発案、それを実現す

る技術的能力が欠かせない。それは単なる思いつきの列挙ではなく、学術論文のような体系

的な思索を必要とする。その意味で、ラディカルなイノベーションの提起には、論理的に一

貫したシナリオやストーリーの展開（論述）が不可欠になる。ラディカル・イノベーション

のマネジメントは、 製品とサービスの本質的な意味創造（ないし変革）、 ビジネスモデ

ルのデザイン、 サポーティング・インダストリーの構築、 社会経済制度の設計の 次元

を同期的に解決する総合的なプロジェクト管理である（安室 ）。ラディカル・イノベー

ションは、意味の創造を目的とする以上、ミクロは家庭用製品から始まり、マクロは自然エ

ネルギー開発や 市場向けの製品開発にまで広範囲に及ぶ（スミス ）。

） ラディカル・イノベーションとリバース・イノベーション

（ ） は、ラディカル・イノベーションの新しい課題



である。 製品や サービスをデザインすることは極めて難しい（安室 ）。それ

は貧困層でも買える低価格であること、自然環境に負荷をかけないこと、修理が簡単でリ

ユースが容易なこと、人力や自然エネルギーを利用すること、廃棄されても自然に分解され

無害なこと、識字率の低い国ではマニュアルが不要で直感的に操作可能なこと、地元の資源

（とくに原材料）で作られること、などの諸条件を満たすデザイン（設計）でなければなら

ない。 デザインでは、先進国で開発された製品やサービスの知識は、あまり役に立た

ない。根本からリ・デザインしなければ制約条件は満たせない。それには、途上国社会の深

い理解と知識、社会と自然の関わり合いに関する洞察が欠かせない。その意味で、 製

品の開発には 哲学 と 成功に至るシナリオ が重要になる。そのシナリオ・ライティン

グのためには、当該地域の詳細な文化人類学的調査研究が欠かせない。当該社会に関する基

礎研究（工学的よりも文化人類学や社会学系に関する調査）が不可欠である。この意味で

向け製品開発はラディカル・イノベーションの典型的な事例となる。

のラディカル・イノベーションで生まれる知識や技術は、先進国の社会経済にもラ

ディカルな影響を与える。環境に負荷をかけず、低エネルギー消費で、価格が安く、リユー

ス可能な設計で、しかも、老眼で目が見えにくくなった人々が直感的に操作できるタイプ

（マニュアル不要）であることなど、先進国の高齢者市場や低所得層にぴったりな製品にな

る。 製品は、先進国から見れば、理想的なリバース・イノベーションの事例を提供す

る。 を含め、未来の課題は、地球環境や社会制度の再設計を含め、すべてがラディカ

ル・イノベーションのテーマになる。 世紀の製品やサービスのデザインは、ラディカル・

イノベーションの方法によって実現されるだろう。

むすび デザインの未来

われわれの生活は人工物に囲まれている。その人工物は、誰かが 意味を与え 、 ビジョ

ン を描き、デザインとして具象化の道筋を描き、実際に創作物として形に表したものであ

る。われわれの社会生活のすべての局面で、製品のような有形物から組織や制度のような無

形物に至るまで、デザインで埋め尽くされている。良いデザインもあれば、悪いデザインも

ある。社会的コンテキストの変化により、不要になってしまうデザインもある。当然、自然

環境を破壊するデザインもあれば、地球を救うデザインもある（ ）。広くとら

えれば、経済学や経営学も、社会的な課題解決のための 無形物 のデザイン（インセン

ティブの設計学）と言えよう。 世紀には、バラバラに行われてきたモノと制度のデザイン

を総合的なプロジェクトとして組織化することが、未来のデザイン学と言えよう。世界の貧

困の解決も地球環境問題の解決も、ともにデザインの課題であることを強調したい。

この研究は、平成 年度大阪商業大学研究奨励助成費を受けて行われたものである。
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