
１ はじめに

明治維新前夜、伊藤博文らと共に「西洋を良く

知らねば」と英国へ密航した長州藩士５人組みの

一人に山尾庸三がいる。彼は帰国後、殖産興業政

策を推進するべく「工部大学校」（現在の東京大

学工学部）の設立を提言するとともに、「ものを

造ったならば、そのものは美しくなければならな

い」として、「工部美術学校」（現在の東京芸術大

学）の設立を提言したとされる。「美しくものを

造る」とはデザインの基礎である。明治建国の際

にすでにデザインの重要性がこのように明確に認

識されていたということは驚きである。もちろん

デザインという言葉は後になって用いられたもの

であるが、日本初の美術学校がデザインを目的と

して設立されたということはわが国の大きな特徴

の一つと言えよう。

その後、工学はより工学へ、美術はより純粋美

術へと向かったため、山尾の思想は的確には反映

されなかった。山尾の思想を受け継ぐことになっ

たのは大正１０年に設立された「東京高等工芸学

校」（現在の千葉大学工学部）であった。工部美

術学校の出身で、東京高等工芸学校の初代校長と

なった松岡寿は、第１回入学式の校長訓示で『‥

我工産業は大に発達するに至ったけれども、更に

尚ほ一大欠陥の存するものがある。一大欠陥とは

何であるかと云へば、即ち工芸的産業の助長発達

を怠って居ったために、工産業の発達が極めて不

自然になって仕舞ったことである…工業と云へば

機械工業や、電気工業や化学工業の如きものに限

るもの、如く思ひ競って此等の事業に赴く有様で

あって、此等の工業を応用して優良善美なる精製

品を産出する処の工芸技術の発達を顧みるものが

なかった事は、一大欠陥であったと云はねばなら

ぬ』と指摘している。したがって、『本校に入学

するものは将来我国の工芸を双肩に荷って立つ意

気がなければならぬ』と鼓舞している。

戦後我が国は輸出振興を柱として経済成長を遂

げ、先進国の仲間入りを果たしてきたが、デザイ

ンはまさにこの輸出振興に多大の貢献をしてきた

のである。１９５１年松下電器の松下幸之助が米国を

視察し、帰国のタラップを降り立った瞬間、「こ

れからはデザインの時代やで」と述べた話しは有

名であり、直ちに社内に製品意匠課を設けたのが

わが国における企業内デザイン部門の始まりであ

る。製品が世界市場の中で受け入れられるには、

単に機能、性能の向上だけでなく、デザインの国

際競争力もまた重要な要素であったのである。当

時の松下電器内の製品デザインの実状は、「例え

ば冷蔵庫、電気ストーブ、電気コンロ、トース

ターなどは、エンジニアがほとんど最後の姿まで

試作品をつくり、それを宣伝部に持ち込んで、色

彩とか、商標などの位置とか細部の仕上げを依頼

しているという状況であった。」１）ようである。デ

ザインとは、あるいは、ものを美しくすると言う
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ことは「化粧をする」程度にしか考えられていな

かったと言えよう。しかし、元が良くなければ幾

ら化粧をしても美しくはならないのが道理で、そ

うした方法では真に美しいものは生まれないとい

うことを理解し、製品意匠課を創設したのであろ

う。Gマーク制度も輸出振興の目的で制定された

ものである。

このように、日本が近代化の道を歩み始めると

共にデザインは重用され、近代化と経済成長に多

大の貢献をしてきたのである。

その間、「美しさ」の概念は、松岡寿が「優良

善美なる精製品」と訓示で述べているように、

徐々に狭い意味でのAestheticsから、材料の素直

な利用、作り易さ、安全性、快適性、使いやすさ、

分かりやすさ等、言わば「真」、「善」をも包含し

た広い概念へと変貌してきた。ことに近年のエコ

デザインとか、ユニバーサルデザインといった語

に見られるように、「美しさ」は単なる美では捉

えられなくなっている。つまりデザインとは、技

術との連携により、まとまりのあるかたちを追求

し、そのもののあるべき姿を創出する行為として

定着してきたのである。

さて、今日のように経済面での閉塞感が強まっ

てくると、いろんな処から、ことに官側の現業に

携わっている部門から「ものを造るのが精一杯で、

とてもデザインまでは…」という声が聞こえてく

る。予算的に苦しいことは理解できるが、いまだ

に『デザイン＝化粧』の認識しか持ち得ていない

ように思える。元東京芸術大学学長澄川喜一は

２００１年の第１０回文化審議会において「技術と芸術

のバランスがとれる人材育成の必要性から、感性

教育をその理念として大学（工部美術学校）が設

置されたが、もう一度そこに立ち返る必要がある

のではないか」と発言しているように２）、経済面

での閉塞感が強い今日だからこそ余計にそれを打

破するため、山尾庸三の思想を具現化し、デザイ

ンの更なるステップアップを図らねばならない。

本稿では、そのための課題を、�１技術との連携、

�２デザイナー教育、�３デザイン部門の組織上の位

置づけの３項目に分けて整理してみた。

２ 技術との連携

松下電器が製品意匠課を創設する前の、化粧と

してのデザインの進め方を図１のように表し、技

術との連携により、部品の配置やサイズまでも変

更して、まとまりのあるかたちを追求し、そのも

ののあるべき姿を創出する行為としてのデザイン

を図２のように表すこととする。

デザイン部門の設置によって、図２のような図

式は描き易くはなったが、それで技術との連携が

全て解決した訳ではない。むしろ図２のような図

式を組織として描くための課題が浮き彫りになる

とともに、常に、より高次レベルの連携に向けて

の探索が今日まで続けられている。

１）真野善一：松下電器産業意匠部、財団法人工芸財団編 日本の近代デザイン運動史、ぺりかん社、p７０、１９９０
２）澄川喜一：意見発表、文化審議会第１０回総会議事要旨、２００１

図２ 技術との連携により、デザイン対象のある
べき姿を追求したデザイン

技術者 デザイナー

図１ 化粧としてのデザイン
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その一つは、議論のための風土づくりである。

議論が、そのもののあるべき姿を創出する行為で

あるためには、互いが互いの専門性をある程度理

解していなければならない。デザイン部門が夢ば

かりを追って、実現不可能な要求ばかりをする訳

にはいかない。技術的な実現可能性を知り、その

範囲の中であるべき姿を模索せねばならない。一

方、開発時の、そのもののあるべき姿とは、デザ

イナーの目にもまだ茫洋としているものである。

よく、デザイナーの思考や言語には飛躍や曖昧さ

があると言われるのもそのためである。したがっ

て、技術もデザインを理解し、既知の実現可能性

の範囲内だけでなくあるべき姿に向けて様々なア

イディアを出す技量が求められる。

理解と同時に互いの専門性を尊重する風土面の

整備はより重要である。後述するデザイン部門の

組織上の位置づけで、デザイン部門が事業部に属

している場合、時として、技術や製作部門の声が

大きくなり、図１の図式になっているように思わ

れる。一般にデザインマインドカンパニーと目さ

れる企業でのこうした面での整備は充実している。

入社して２～３年目の若手がベテランの技術者に、

あるいは逆にベテランのデザイナーに、「これで

は我が社の製品らしくないのではないですか」と

疑問を投げかけると、「生意気な」と思いつつも

持ち帰って検討し直すという風土は一朝一夕に造

られるものではない。

技術との連携における議論だけではなく、デザ

イン部門内での議論においても、如何にそれを生

産的な場とするかも重要な課題である。グループ

リーダーが強い権限を持っている場合は、議論を

通して結論に至ると言うことは少なく、議論はあ

る段階でグループリーダーに委ねられてしまう。

筆者の知る限り、グループリーダーがある権限を

持ちつつも、水平的にグループディスカッション

が行われ、それ自体が個々の研鑽や成長のための

糧ともなっている大手企業は２～３社しかない。

これらの企業のデザイナーは皆、「今日の自分が

あるのは、あのグループディスカッションで鍛え

られたからだ」と述懐している。組織のありよう

と風土がこうしたグループディスカッションを成

立させている。

第二は、開発に関するベクトル合わせに関する

ものである。製品開発においては、まずデザイン

部門がそのもののあるべき姿を描いて（図２の右

図）から技術部門が開発を始めるのか？それとも

やはり技術部門が基本案を提示し、それを元にし

てデザイン部門の検討が始まるのか？あるいはそ

れはケースバイケースとするのかという問題は、

組織として恒常的に製品開発を行う場合には重要

な問題である。ことに日本は、欧州企業のように

現商品の売れ行きが下降線を描き始めてから次の

商品を開発するという、次世代型商品開発ではな

く、現商品の売れ行きに関係なく次年度の商品を

開発する次期商品開発型であるため、開発に関す

るベクトル合わせが行われていないと、どの部門

が先にスタートしても求められる期間内に開発を

終えることは難しい。そこで一般に、図２の図式

を前倒しすることが行われている。すなわち次期

商品開発においてはじめて技術とデザインの連携

が行われても間に合わないので、その前に開発の

方向性を合わせておくことが行われている。した

がって、図２の図式そのものは、やや靄がかかっ

た状態で議論せざるを得ないが、次期商品開発ま

でにそれぞれがその靄が取れるように準備を進め、

次期商品開発においてその靄を取るわけである。

靄の濃さや、靄がかかった状態を組織として正式

決定するか、暗黙の了解とするかは企業によって

異なっている。

次世代型の商品開発の準備においてもベクトル

合わせは重要である。その場として活用されてい

るのは技術展（社外秘のことが多い）である。例
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えば冷蔵庫のチームは、デザインも技術も、次世

代の冷蔵庫のありようについてそれぞれ提案する

ことによって、開発のベクトルを合わせるのであ

る。ただ、そのありようが、あまりにも夢であり

すぎたり、３期先程度の予測できる内容で、次世

代とは呼べない内容であったりするため、この技

術展から真の次世代の商品が生まれた割合は意外

に低いと聞いている。提案だけではベクトル合わ

せにならないとすれば、提案をそれだけで終わら

せることなく、それを元に、次世代商品に対する

議論の場を形成してベクトルを合わせる努力が足

らないのかも知れない。

冷蔵庫のような既存の商品と異なり、全く新し

い製品の開発、あるいは既存商品の延長線上に開

発される新商品においてデザインと技術はどのよ

うに連携を計るべきかについての議論は始まった

ばかりである。ある企業ではデザインを要素技術

の開発部門に常駐させ、要素技術の商品への具現

化を日々検討し、それを新商品や次世代商品とし

て事業化に結びつけていこうとしている。技術が

ややもすると技術的興味の追求にのみ陥りがちな

のを、現実の新たな生活提案商品に結びつける役

割としてデザインが活用されている例として興味

深い。また、一般にマイクロチップ等の開発にお

いてデザインは無縁であると思われがちであるが、

デザインの、複雑な要求をひとつのまとまりのあ

るかたちにする能力を活用してデザインが協力し

ている例もある。

３ デザイナー教育

今日のデザイナー教育の課題の一つは、仮説提

示力の強化についてである。図２右図は、あるも

ののあるべき姿とは言え、商品開発においては戦

略性を伴ったものであり、唯一のものではない。

観点を変えればそれは図３のBあるいはCである

かも知れない。仮説提示力の強化とは、あるべき

姿がより真らしくなるとともに、観点を変えたB、

Cをも提示できる能力の強化をさす。前述したグ

ループディスカッションは仮説提示力、造形力の

強化ともに強力な研鑽の場であるが、今日真剣に

取り組まねばならないものにジョブ・ローテー

ションのあり方がある。これまでは、冷蔵庫のデ

ザインを２年行えば次は洗濯機のデザインを行う

と言うように、一つの分野を長く続けるよりも、

様々な経験を積むことによって視野が広がり、仮

説提示力が増すであろうと考えローテーションを

行ってきた。恐らくそれは正しいのであろうが、

どのようなローテーションが有益であるのか、そ

の効果については計測していないのが実状である。

冷蔵庫から洗濯機へのローテーションは同じ白も

の家電として成功するが、白もの家電から情報家

電へのローテーションは必ずしも効果的ではない

とか、インタフェースデザインを充実させるため

かなりの人員をプロダクトデザインからシフトさ

せているが、いきなりだと対応できるのは半数に

も満たないという話しも聞く。B to Bの領域で開

発期間が長く、論理性が求められるデザインソ

リューションを担当していたデザイナーが、生鮮

図３ 様々なあるべき姿
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家電品と揶揄されるほど開発テンポの早い商品の

開発に回ったとしても恐らくついてゆけないに違

いない。しかし、その早さに馴染んだ時点では経

験が役に立つのではないかとも思われる。いずれ

にせよ、こうした経験則を蓄積し、体系化するこ

とによって適切なローテーションを行わねばなら

ない。そもそもローテーションはこれまでのよう

に、デザイン部門の中だけで良いのかという疑問

もある。企画や販売、技術部門へのローテーショ

ンも仮説提示力の強化につながるように思える。

第二は、感性drivenのデザインからデータ

drivenのデザインへの変換に関する教育である。

今日多くの企業で経営改革が行われているが、デ

ザイン部門も経営的な観点からの改革が進められ

ている。そのなかで幾つかの企業はこれまでの感

性を中心に展開してきた感性drivenのデザインか

ら、感性だけでなく可能な限りデータを用い、そ

の分析を通してデザインを行うデータdrivenのデ

ザインへの変換を図ろうとしている。これまでも、

あるべき姿の提示等では、データを駆使し、分析

することは行われていたが、今行われようとして

いる改革は、デザイン行為そのものをデータ

drivenにしようとするものである。すなわちデザ

イン行為そのものをデータ化し、分散分析など統

計的手法を用いて、効率を妨げたり、求められる

質への到達度が低い原因を分析して改善を図ろう

とするものである。複雑に絡み合った要因を解き

ほぐすには科学的手法が有効であることは、デザ

インの論文などでも研究されてきたが、それがそ

のまま現実の場で展開されようとしているのであ

る。もちろんデザインという創造的行為の全てが

データ化できるわけではないので、感性の重要性

が損なわれることはないが、同様に科学的手法の

重要性も認めなければならない。しかし、感性

drivenのデザインに慣れ親しんできたデザイナー

にとっては、デザインという行為を工場の行程管

理のように分析し、改善することには違和感もあ

り抵抗感も強い。したがって、当面は、経営改革

の一環としてデザインもデータdrivenの方向へ変

換せねばならないのだという圧力を必要としても、

デザインが開発の一員としての機能するにはデザ

イナーの意識改革を進めねばならない。

４ デザイン部門の組織上の唖置づけ３）

よく知られているように、欧州の企業には自動

車メーカーを除いて企業内にデザイン部門を抱え

ている所は少ない。それは商品開発が常に次世代

の商品開発であり、次の開発までに時間が空くた

め、開発は外部のデザイン事務所に委託すればよ

く、企業内にデザイン部門を抱える必要がないた

めだとされている。一方、日本は常に次期商品開

発を行い、開発している商品数も多いため、大手

のメーカーではほぼ全社が企業内にデザイン部門

を設置している。欧州に有名なデザイン事務所が

多く、日本に少ないのはそのためである。

４．１ 企業デザイン部門の組織上の位置づけ

日本の企業デザイン部門の組織上の位置づけを

家電メーカーを対象としてみてみると、大きく二

つのタイプに分けることができる。一つはセン

タータイプと呼べるもので、全てのデザイナーが

デザインという一つの部門に所属し、各事業部等

からデザインを受注するかたちで運営するタイプ

である。ほとんどのデザイン部門は企業の組織内

に位置づけられており、重電を抱えているメー

カーは全てこのタイプを採っている。しかし、親

企業が全額出資した子会社として独立していると

ころもある。

もう一つは、デザイナーは事業部に配属され、

３）杉山和雄、金哲浩、小野健太、渡辺誠：家電メーカーにみるデザイン決定プロセス、デザイン学研究、第４５巻６号帳巻１３２号、
pp１１～１８、１９９９
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事業部の業務としてデザインを行う事業部タイプ

である。事業部の大きさによってデザイナーが各

事業部に配属される場合と、２～３の共通項の多

い事業部毎に小さなセンターを置き、そのセン

ターにデザイナーが配属される場合の２通りに分

けられる。どの事業部タイプにも全社的なセン

ター的組織は設けられており、デザイナーの採用

や教育を担当し、全社的なデザイン業務を担当し

ている。関西の家電メーカーにはこの事業部タイ

プが多い。

両タイプにそれぞれメリットとデメリットがあ

る。マネージメントとしてはデメリットを克服し

メリットを伸ばす方策を考えねばならない。まず

センタータイプの最大のメリットの一つは、デザ

イン部門が自立性を有し、主体性を発揮しやすい

点にある。事業部タイプではデザインは完全に開

発の流れに組み込まれ、その役割は固定化する傾

向にある。人数的にもその役割を越えた活動は難

しい。その点センタータイプのデザイン部門は、

各事業部等からデザインを受注するかたちで運営

しているとは言え、各事業部に対し、デザインの

コンサルテーションを行える自立性を有している。

また、技術シーズを寄せ集め、新たなビジネスモ

デルを創る組織の提案やブランドの構築に主体性

を持って行動できるなど全社的な活動もしやすい。

もう一つのメリットは組織としての対応のしやす

さが挙げられよう。デザインにおけるコーポレー

トアイデンティティをうち立てる場合には、一体

となったデザイン組織は対応しやすい。前述した

データdrivenのデザインへの変換やローテーショ

ンもセンタータイプの方が対応しやすい。ことに

活動の一部にデザインソリューションが含まれる

場合には、次世代型商品開発と同様に、次の開発

までの期間が長いため、様々なローテーションが

組めるセンタータイプのメリットは大きい。

センタータイプのデメリットは次期商品のデザ

イン業務において初めて技術との連携が図られる

傾向が強いと言う点にある。前述したような開発

のベクトル合わせのための、「あるべき姿」の前

倒しの議論も行われてはいるが、担当者レベルの

相談程度に止まっている。開発に携わる全ての部

門長が集まり前倒しの議論を正式決定するような

場は設けられていない。これはセンタータイプの

運営が、言わば外部のデザイン事務所と同様で、

事業部から依頼される次期商品のためのデザイン

開発業務に付随した予算に依存していることに起

因していると思われる。なぜなら、もし前倒しの

議論を正式決定するレベルにまで精度を上げよう

とすると、正規の業務としてかなりの予算を伴わ

ねばならないが、そこまでの予算は確保できてい

ない。これが事業部タイプの場合は、事業部が主

体的にこうした予算を確保している。したがって、

センタータイプのデザインプロセスをみると、あ

るべき姿の探索、その代替案の作成、意志決定の

ためのプレゼンテーションと会議、それらが全て

次期商品開発の段階に集中している。事業部タイ

プでは、次々期商品提案で承認された大まかなコ

ンセプトと仕様を次期商品開発段階で煮詰めてい

るだけなので会議も１回だけであるが、センター

タイプでは幾つもの代替案を出し、会議において

それを徐々に絞り込んで行く必要がある。

事業部タイプのメリットとデメリットはセン

タータイプの丁度裏返しである。デザインが開発

の流れに完全に組み込まれ、前倒しの議論ができ

ていることは大きなメリットであるが、反面、デ

ザインは定められた引き出しの中に入れられてお

り、その引き出しから抜け出して自立的な活動を

行うには多大のエネルギーが必要なようである。

したがって、センタータイプでは、いかにあるべ

き姿の議論を前倒しできるか、事業部タイプでは、

いかにデザインの自立性、主体性を発揮できるか

がマネージメントの課題であると言えよう。
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４．２ アウトソーシング

一般にアウトソーシングの目的は、�１コスト削

減、�２業務のスピード化、�３本業への集中、�４専

門性の向上、�５新規分野への参入にあるとされて

いる。デザイン部門のアウトソーシングの実状も

ほぼこの目的に沿っており、人員不足を補充する

ための定型業務の委託はほぼ全社が行っている。

ただ、なぜこの業務をアウトソーシングしている

のか？ あるいはなぜこの業務はアウトソーシン

グしていないのか？をインタビューで質問しても、

長年の慣習なのでという答えしか得られず、明確

な方針を持ち得ていない印象を得た。しかし、経

営改革の波が押し寄せている今日、企業内のデザ

イン部門は何を担当し、何を何のためにアウト

ソーシングするのかという方針の策定は急務であ

ろう。しかも、企業全体から見れば、欧州の企業

のように、デザイン自体をアウトソーシングする

という考え方も成立しない訳ではないとすると、

さらにこの作業は重要な意味を持つ。Angela

Dumas等４）は、企業内にデザイン部門がなく、デ

ザイン事務所に依頼して次世代商品開発を行って

いる欧州企業では、技術との連携に時間がかかる

ため、実際にプロジェクトが着手されるまでの時

間（Lead-off time）は日本に比べるとかなり長い

ことを指摘している。また、欧州には企業内にデ

ザイン部門を抱えているところは少ないと述べた

が、携帯電話で大きなシェアを持つ「ノキア」は、

現在２００名に近いデザイナーを抱えている。携帯

電話のように技術革新の激しい分野では、企業内

にデザイナーがいなければ対応できないというこ

とであろう。したがって、デザイン部門の組織上

の位置づけをアウトソーシングの仕方を含めて、

検討することは重要であるが、デザイン全体をア

ウトソーシングして技術との連携を希薄にした場

合には、それは企業経営にとってマイナスでしか

ないことを明記したい。

４）Angela Dumas、Sakakibara、Watanabe：The New Product Trajectory. The Japanese Context of Product Innovation. De-
sign Management Institute Press、１９９３
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