ＭＯＤなる概念は成立可能か

？

（ＭＯＤに定説は未だ存在しない。故に研究部会での論議のプ
ラットフォームとして企業内でのＭＯＤの可能性と限界をＭ
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ＯＴとの関連で以下論点の考察を試みる）

ばなら
１．はじめに
日本もこのところ企業業績の回復や種々の経済
に基づく
指表の改善が進み経済や産業の構造転換が順調に
進んでいる感があるがリストラ効果と金融処理に
よるリセットとも呼ぶべきものであり構造的には
いまだ産業界には高度成長時代の基本構造をその
まま残しており全体としては次世代に向かう経営
の思想や思考の転換には至っていないように思える。
即ち事業モデルや商品開発は未だ既成の構造枠内
での展開しか行われておらず本当に新しいコンセ
プトやライフスタイルの創造によるものはきわめ
て少ない。例えば今をときめくデイジタル商品群
にしても確かに産業界に活気をもたらしその裾野
の広さから産業界に様々な恩恵をもたらしたが相
変わらずスタンドアローン型でコンテンツやその
配信システムやＩＴとの親和性などとの大きな
を持た
ネットワークシステムの提案などに至っておらず
従来どおりの機能性能主義的ハード志向の考え方
の延長線上であり限られたイノベーションしか生
んでいない。イノベーションを技術革新の意味だ
けで捉えられることが多いが元の意味は“現状を
刷新する“である。技術以外で全く新しいコンセ
プトの商品を考えたり新しい市場を創造したりひ
いてはそのための新しい経営組織を作り出す等ま
でも意味している。
首切りと経費カットのリストラはやり易い。問題
はアフターリストラの産業構造に全方位的にイノ
ベーションを生み出そうとする機運が作り出せた
かどうか？
その機運があったからこそ今のデ
イジタル商品群が生まれたなどの意見があると思
うがこれは技術の革新はあったが産業の構造やひ
いては社会構造にまでは改革をもたらしていない
と考える。
それではこれから日本が向かわねばならない創造の
ための基本姿勢とはどんなものか？
マーケテイングにはＩＮ−ＯＵＴの姿勢は良くな
いがＯＵＴ−ＩＮなら良いとか顧客志向でなけれ
２００４年９月８日

ばならないとか顧客のニーヅに基づくとかまた
市場調査に基づいて云々といった言い方が未だ
にされているが実はこれらの物言いは高度成長時
代の機能性能ハード主義の名残である。 この物
に満ち足りた顧客が真に欲しているものはマーケ
ッターでも心理学者でもない彼らには自分の中に
奥深く在る隠れた欲求までは表現できずそれが他
から目の前に示してもらえるまで自分でも分らず
にいる。顧客志向は顧客が欲しいものが自分でわ
かっているという前提がある。しかし今度は分っ
ていないという事が前提でありこういった顧客側
の情況に立った態度を便宜上顧客想向（顧客の側
に立ち一緒に欲しいものを探す姿勢）と呼ぶこと
とする。これが成熟した市場の今後のキーワード
となる。
こういった時代になっていることをまず大前提
として認識すべきであろう。
２．コンセプトメーカーへの期待
ある企業に今日現在最大の利益をもたらしている
最適解は明日の不確実性に対しての備えがなけれ
ば即破滅の要因にもなる。 例えば施策のひとつ
として現行のビジネスに対して明日のビジネスは
自社内での研究開発でそれに備えるということを
してきた。が、不確実性の時代に入り従来のよう
にＣＴＯ（chief technical officer）が自社の特
性に関係なく流行や自分の好みによって研究開発
のテーマを決めるような傾向が出て開発の結果は
出ても利益や企業価値の増大に結びつかない事が
多々起きている。だからこそ技術者に経営の概念
を注射して技術を製品コンセプトに具現化するコ
ンセプトメーカーに育て上げその長たるＣＴＯを
コンセプトリーダーにした組織を志向すれば良い
との論が此処へ来て流行している。即ちＭＯＴ
（management of technology）なる考え方である。
いわく企業にとっての生命線は技術である。 そ
のためには自社の現状の延長線上だけではなく顧
客の想点で競合や他の業界などなどを俯瞰した技

術ロードマップを作る必要がある。 即ち技術
個々のデテイルではなく近未来に起きそうなイノ
ベーションを洗い出しもし起きたらどうなるかと
いう仮設を立てリスク最小利益最大のいくつかの
自社にあった対策シナリオを作る能力を開発する
と言うものである。これは誠にもっともであり的
を得た考え方でもある。 しかしこういった技術
者をいかに培養して行くかそしていかに企業内で
この存在を有意義にしていけるかという事を考え
るといくつかの問題に突き当たる。 まず企業内
で自然発生的にこうした人材が生まれなければ意
識的に培養しなければならないか外から連れてこ
なければならない。 そのためにはＭＯＴなるも
のの機能と組織内での位置づけを社内全員がわか
る形で提示されていなければならない。 この考
え方を我々デザイン界に属するものからみて思う
ことはＭＯＴの発信地であるアメリカでは機を一
にしてＭＯＤ（management of Design）概念も提
起されていたにもかかわらず、日本では上記のご
とく主としてＭＯＴとして技術者だけが事態の救
援者として優位的にあつかわれており、この議論
の中には現在のような情況下ではデザインという
機能もまた大きく貢献できる可能性を持っている
にもかかわらずＭＯＤという思想が全く別個に扱
われているように思える。たとえＭＯＴの論議内
ではデザインが扱われたとしてもむしろデザイン
は絵描き領域にとどまりＭＯＴをアシストするも
のといった論調すらみかける。 以下この事を考
えたい。
３．ＭＯＴとＭＯＤ
ここでの主題がＭＯＤであるにもかかわらず何故
先にＭＯＴなるものに言及したかというと、ひと
つにはＭＯＤなる概念よりもＭＯＴなる概念の方
が日本ではより多く普及しており、それなりに定
着していると思われる事と、更にもうひとつはＭ
ＯＴなるマネジメント概念が論じられる際の問題
認識の領域と方向が本来の機能は別のものである
としてもほとんどがＭＯＤの背景と共通だからで
ある。今行われているＭＯＴ議論の中のテクノロ
ジーとかエンジニアリングとか研究開発という言
葉をデザインに置き換えエンジニア、技術者とい
う言葉をデザイナーに置き換えれば即ＭＯＤの議
論と同意義になるほど近い議論である。 同じ経

済環境の中でＭＯＤやＭＯＴと並んでＭＯＦ
（management of finance）, ＭＯＰ（management
of personnel）, ＭＯＳ（management of sales）
そしてＭＯＡ（management of administration）
等の領域においても同様の議論がすすんでいるの
になぜ特にここにきてＭＯＴやＭＯＤだけが特に
脚光を浴び始めたのか？
それは企業に於いてこの事業構造転換のためのイ
ノベーションは顧客想向（顧客志向ではない。
）で
行われねばならずその組織内の発想の起点として
顧客の立脚点で技術の特異性を事業化したりライ
フスタイルに関わる提案やそれを可視化したりで
きるというコアコンピタンスに関わる位置に一番
近いところにいるのが技術者でありそしてデザイ
ナーであるからである。
最近創刊された日経のＢｚＴｅｃ“ＭＯＴ”誌の
冒頭に曰く「ＭＯＴなるものは自由発想で新しき
ものを創造できるデザイン力（創造するという広
い意味でのデザインで必ずしも絵を描く仕事とい
う意ではない）と同時に多彩な人材をいかして（上
記の意味で）デザインしたものを成果物にまとめ
るマネジメント力。発散と収斂という矛盾をマネ
ージできる者」。 ここでＭＯＴをＭＯＤに置き換
えても志向する概念の方向は全く同じであること
からもこの二つの概念の相似性と企業の抱えてい
る問題点が伺える。では企業にとってより重要な
のはＭＯＴなのかＭＯＤなのか？
４、ＭＯＤの存在意義
企業はＭＯＴを志向することのみで現況を打破で
きるのだろうか？ 技術者とデザイナーは似通っ
た特性を持っている。まず事業の原点である製品
開発には双方とも必須の機能である。 しかし事
業を行う企業からみて両者には共通した二つの問
題が在る。 ひとつはそれぞれが技術やデザイン
を自己実現のための作品とみなしてディテイルに
のめりこみ何のための技術でありデザインである
のか企業、社会、人生全体から俯瞰する能力に欠
ける傾向がある。 二つ目に企業の目的である利
益の構造に無関心で自己没頭完結型が多い。 こ
ういった気質も高度成長下の機能性能追求型での
産業構造では業界横並び型開発スタイルでも分業
でやっていける間は問題は少なかったしむしろポ
ジテイブな面すらあった。 そこで顧客想向とい

う事をキーワードとした場合これからのコンセプ
トリーダーとしてはＭＯＴ志向技術者を教育する
方が早いかはたまたＭＯＤ志向デザイナーが適し
ているか？ 筆者は企業で双方のマネジメントを
した経験をもつが顧客を生活者（ライフスタイル）
というシーンから眺める能力ならばデザイナーの
方が圧倒的に発想が自由であり企業内でも事業部
や研究テーマや会社のタブーを簡単にのりこえら
れる特性を持っていると考える。 したがって新
規軸の提案力においては技術オリエンテッドのみ
ならず流行トレンドやシステム提案や新販売方法
やビジネスモデルまでも発案できる能力があるの
である。そしてこのアイデアを可視化出来るとい
う決定的な武器を持つ。それ故デザイナーに企画
の起点を任せて技術はそれを種として評価し製品
化の段取りをするといったプロセスのほうが良い
とおもう。その際にデザイナーはできるだけ発想
のスタート点でその後に続く事業上の制約を頭に
入れ技術者はデザインの言う顧客想向アイデアを
理解でき取り入れようとする柔軟性を持つ必要が
ある。ＭＯＤをＭＯＴの上位概念においてはどう
かという提案である。そしてＭＯＴとＭＯＤは共
有領域をもち企業内の発想基点となるという事で
ある。ここで更にＣＥＯ、ＣＴＯ、ＣＯＯがこの
情況を共有して同じ基点での議論が可能にならな
ければならないという“鶏とたまご”的な大問題
が在るがその情況までいけばここではじめて企業
全体が顧客想向に向かえるといった構造が生み出
せる。
（経営トップにこういった概念を如何にもっても
らうかという課題やまたＭＯＴやＭＯＤから如何
に経営者を輩出していくかという根本的な課題は
別途取り組む必要があると思っている）
共に短期の商品や事業の計画を作るとともに中長
期のライフスタイルの変化や大局的な技術ロード
マップを勘案し自社にとって起きれば決定的な影
響を与えるであろう事を洗い出しその中でどう生
きるべきかの仮説（シナリオ）を創ることにより
経営基本要素のヒト、モノ、カネに更に不確定時
代に大切な相手より早く動くという時間の問題も
改善される。仮説を立て一歩早く動き間違ってい
ると分ったらすぐ大局感に戻り一歩早く修正する。
そしてまたすぐ動く。顧客想向時代では仮説―実
行―修正―実行のサイクルをまわす速さが問題と

なる。ＭＯＴやＭＯＤ概念はこの速さをも問題に
しているように思える。このような話をしている
時に筆者の頭の中にいつもベースとしてある経験
は２０数年前に始めた製品開発の方法である。
それはある意味では企画のスタート時点にすでに
概念的には製品開発が終わっていることのみなら
ず売り込みまで終わっていると言う考え方である。
それは企画を立てる直前に技術者、企画者、デザ
イナー、営業、資材、時には事業部長や役員が一
チームとなり自社の現行商品を購入してくれた顧
客と他社製品を買った顧客を就業後自宅訪問して
そこでその人と直接会話しながら２−３時間過ご
させてもらうというものである。これを主市場に
つき２０−３０件行う。世界共通商品をつくると
きはこれを世界中のメイン市場でやるのだから結
構大変なことである。
こうする事によってチ
ーム全員がひとつの情況を共有して（情報間に言
葉や組織の壁が入らない）自ずとどんな商品でな
ければならないかが見えてくる。そしてそれぞれ
の立場で何をやらねばならないかが見えてくる。
命令したりされたり不毛の議論なしで仕事に入れ
る。一言で言えばチームと市場の顧客の想いが一
致したところで次のステップに入れる。 企画を
立ててデザインをした時点で大手のバイヤーを訪
れる。バイヤーは今売れている物しか見ていない
から往々にして話が食い違う。このバイヤーの意
見を取り入れる隙間を最初から残しておく。
修正したあとアドバイス通りやりましたと言う。
これでオーダーが確定する。販売計画の触れが少
なくなる。 自分が参加して創ったと言う感じか
ら肩入れしてくれる、、
、
、、
、
といったような事で実感として今のＭＯＴやＭＯ
Ｄの志向している世界が重なる。 それゆえ筆者
はこういった流れを作り育てて今後のマネジメン
トとして確立させることが大切でこれを技術側か
らみればＭＯＴ、デザイン側からみればＭＯＤと
言うのだと考えている。 組織全体が変わらねば
ならないときにデザインのマネジメントや技術者
のマネジメント改善だけを局所肥大的に論じても
有効ではないとも思うがデザインや技術者がその
最初の意識変革部門で問題提起部門であるべきだ
とも思っているしさらにはデザインがこのリーデ
イングパワーになれることを願ってのことである。

５．ＭＯＤの領域
さて今まで述べた事で概念的にはＭＯＤが分か
ったとしてもそのマネジメントが関わる具体的な
領域はどう決めるのか？ または決まっていくの
か？
デザインという言葉を使っても例えば日産はＣＥ
ＯがイメージしているＣＩやブランドイメージの
具現化のため自分と当該スタッフ以外のすべての
社内外の世界へのメッセージ（当然商品を含む）
のすべてを可視化し管理している。普通の会社で
いえば経営企画の一部、商品企画の基本戦略、市
場調査、宣伝広報、ＩＲ、デザイン、といった複
数の機能を一括して担当副社長下においている。
こういった思想で動いているところもあれば多く
の中小企業のように生産や設計者がついでに絵を
描いているだけのところもある。要はデザインを
絵を描くサービス機能にとどめるか彼らの特質を
活かして会社の中枢で戦略戦術の発想部隊、文化
創造伝達部隊として用いるか？
要は企業が未
だ工業型でモノから情報を見ているか情報型で情
報からモノを見ているかの違いが出ている。
明らかに時代はＭＯＤに後者を志向させている。
ＭＯＴが Management Of Technology よりもむし
ろ Technology based Management とか Management
based on Technology といったニュアンスを志向し
て従来あった技術者向けのＭＢＡコースと言った
こととは一線を画す論調が強まっている。
同
様にＭＯＤもこういった見方からすれば Design
based Management とか Management based on
Design と呼ばれてしかるべきである。
といったことから（日本の大学ではまだコースを
置いているところは少ないが）アメリカでかつて
“デザイナーの為のＭＢＡ＝ＭＯＤ”と称したコ
ースが多く設けられたが今はほとんどが閉鎖され
てしまった。 このあたりがこの問題が単純では
ない事を示している。 これは志向していた方向
が間違っていたのか、それとも手段が正しくなか
ったのか、はたまたデザイナーたちにはもともと
こういったことを学ぶ能力がなかったのか？
私には志向していた方向が正しくなかったように
思える。要は絵だけを描いていれば済む世界にい
た人たちにいきなり経営を教えられるのだろう
か？ 学ぶ準備そのものがあったのだろうか？
問題意識が醸成されるだけの体験はあったのだろ

うか？ そういったデザイナーたちに教室で財務
諸表の読み方やキャッシュフローやサプライチェ
ーンを教えて“経営の分るデザイナー”が出来上
がるのだろうか？ アメリカで出た答えはノーだ
ったようだ。２年ほど前の「Design Management
Journal」誌上である高名なコンサルタントが“や
はりビジネスとデザインはマネジメント上では交
わらなかった”と嘆いていたのを読んだことがあ
る。 少なくともこういった試みでは日本より１
０数年早くスタートしたアメリカですらこうであ
る。 日米の産業構造がちがうという条件を置い
たとしても恐らく似たやり方では似た結論が出る
と推測される。教師となりえるＭＯＴやＭＯＤを
体現した人を探すだけでも大仕事である。 しか
も誰がその人にその能力ありと判断できるのか？
名前だけ立派だが教えられる人のいないコースを
いくら開いてもだれも教育できない。企業の中で
すらそんなキャリアーデヴェロップメントはやっ
と緒に就いたばかりのようである。しかしこれか
らはこのおぼろげに見えてきた MOD の姿をはっき
り捉えるために種々の観点からの議論をぶつけあ
っていく必要があると思う。
以上の論からＭＯＤの領域を下記のように大別し
てみた。
第一は「デザインの基本であるコンセプト立案能
力とそれを可視化するスキルに関わる領域」 こ
れはアイデア開発の力や造形力はもとより生産過
程の効率化、例えばＣＧやＣＡＤやＩＴシステム
関連の提案なども含む。これは全社的な生産シス
テムや商品開発システムの改善などの全工程に深
く関わった領域である。
第二は「ブランドの創設、育成、管理の領域」
である。此処に言うブランドとはコーポレート
レベルではなくプロダクトレベルでの拘わりを
意味する。
第三は「いわゆる事業計画や財務やマーケテイン
グにかかわる領域」である。 これはいままでは
デザインとは縁の薄かったこれらの業務に参加さ
せる事によって資本の効率を考えさせようという
領域である。
第四は「コーポレートカルチャーやＣＩなどの創
設や育成や管理であり企業の基本戦略レベルでの
プロジェクト運営や経営トップのジェネラルスタ
ッフとしてのマネジメント」である。

ＭＯＤなる概念の成立は可能か？という表題につ
いて答えてみれば；第一、と第二、第三は現状の
拡大と言う延長線上にさらにＭＢＡ的発想を加え
ると言う領域で改善されると思うがやはりこれか
ら更に重要性を帯びて領域拡大と活躍が期待され
るのは第四の領域であろう。
６．ＭＯＤ育成の可能性
以上のような情況は従来の教育システムや組織
や職務からみればそれらのいくつかに同時に精通
しておりさらにそれを経営につなげられるという
縦にも横にも広いというかなりハイブリッドな能
力をデザイナーに要求している。こういった能力
は教育機関や企業の従来のシステムの中で育成出
来るものであろうか？ 上記の三つの領域で第一
と第二、第三は従来の枠組内でＭＢＡ的発想を加
える事により達成可能かもしれないが第四領域の
マネジメント能力の開発が問題であると思う。こ
れは企業文ビジョン、ＣＩ、ブランデイング、Ｉ
Ｒなど企業文化形成という企業のコアの構成に直
接関与する感性のマネジメントである。
そしてこの領域こそ第一から第三までの領域を
統括する上位領域でありこれからの企業にとって
重要な領域である。 これらの能力は大学などの
教育機関で育成可能なのか？
それは難しいこ
とだと想う。 何故か？ １）ＭＯＤ概念の提案
元のアメリカですら定説や確立したマネジメント
にはなっておらずいまだ試行錯誤している。
（この
情況はＭＯＤの先達「Design Management
Institute」の活動内容を観察すればうかがい知る
事が出来る） ２）それでは企業内で必要マネジ
メントとして認識され概念として整理されて企業
内でキャリアデヴェロップメントとして準備され
ているのか、またその要求が学の世界に届いてい
るのか？（ そのような企業は思い当たらない）
３） こういったハイブリッドな能力取得には複
数の専門性（教育または経験で）を身につける要
がある。それを今の４年生大学で可能なのか？な
どの問題点を今後研究していかねばならない
７．おわりに
いままで述べてきた事は想いが余って整理が足
らずの類で相当の混乱と誤謬が多く含まれている

おり論になりきっていないように自分でも思う。
大体筆者自身今の日本でＭＯＴやＭＯＤがどんな
取り扱いを受けているのかを最近まで全く関心が
なかった。 興味を持って見てみてもＭＯＴにつ
いては断片的ではあるが結構印刷物や雑誌やＷＥ
Ｂ上でも論じられているがＭＯＤはほとんどない。
正直言ってＭＯＤなるものを真剣に考え始めたの
はごく最近である。 それもＭＯＴとの関係で。
自分の経験は企業人として家電メーカーで商品企
画、マーケテイング、事業部経営、それに経営企
画などを担当し国内外の企業内のあらゆる組織と
連携を組む仕事をしてきた。 そして最後にデザ
インを担当した。 商品企画とマーケテイング担
当の時期が長くその間は主として営業部や技術部
との折衝が多かった。とくに技術部とは機能性能、
品質、コスト、納期での折衝が主であったが当初
はリスクをとりたくない彼らとは同じ会社とは思
われない省庁間の折衝のような様相を呈していた。
要求していることは私個人のことでなく貴方の運
命にも関わる製品の売れ行きにかかわることでそ
れはお客様の声ですよという事を直接感じて分っ
てもらう為に前述したようにチームを組んで顧客
宅訪問を始めた。 それを始めてすぐに技術者が
自分の問題として自分の責任として技術を中心と
して周辺の要素まで考えて仕事をするようになり
組織がスムースにまわるようになりそれが企業文
化にまで定着していった経緯を経験している。
だからＭＯＴの概念を読んだときはすぐにそれな
りに理解出来たし、今更といった感じすらしたも
のだ。 ところが時代を経て丁度デザインを担当
した１０年ほど以前は消費性向も変わり始めＩＴ
の普及もありかつ海外での生産が本格化するなど
デザイン周辺の仕事も飛躍的に増えた。と同時に
その重要性も増した。そこで始めた種々の施策や
考え方が最近になって出会ったＭＯＤという概念
に近いことを知った。
ここに体験的にＭＯＴ
とＭＯＤは基本的に同じ方向に向かっていると感
じた共通土台がある。 自分の感じたままを順に
書きとめたに過ぎないこの拙速なる文が、各位が
この拙文をご批判いただくことでデザイン＆研究
部会の議論を始めるきっかけになれば幸いである。
「完」

