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1.　は　じ　め　に

まだ巷では端緒についたばかりのMOD（Management 

of Design）論議であるが，筆者は十数年に及ぶこれま
での大企業へのデザインやマーケティングに関するコン
サルティング経験の中で，その中心概念を経営戦略とデ
ザイン戦略が融合した共有領域として位置づけて
「MOD：デザイン戦略経営」という考え方を提唱してき
た．そこでは，まず従来語られてきた「デザイン戦略」
というものがデザイン部門やデザイナー側に密着した
ローカルなレベルから“より戦略性を高めた”デザイン
マネジメント論にステージアップして論じられる必要性
があると考え，今日では専ら（従来のデザイン戦略と区
別して）「戦略的デザインマネジメント」という表現を
用いている［1］．
今回はMODの基盤を支える一方法論として「戦略的

デザインマネジメント」をメイン・テーマに掲げ，時代
の潮流変化を踏まえながら基本的な考え方とその担い手
に求められる「感性と論理性」について多角的に論考す
ることを目的としている．

2.　 既成デザイン概念のリセットが求められる今
日的背景

1）感性工学的視点によるデザイン・ジャンルの解放
筆者が一昨年着任した武蔵野美術大学の「デザイン情

報学科」は，1999年創設の比較的新しいデザイン学科
であるが，近年「デザイン」と「情報」を掛け合わせた
学科名称が急増する流れにあって他校とは明らかに異な
るユニーク性がある．それは，単にひとつのジャンルと
しての「情報デザイン」を標榜しているのではなく，従
来から踏襲されてきたジャンル別デザインを超越したと
ころで「新しいデザイン領域と人材育成の道」を切り拓

こうとしている基本姿勢によるところが大きい．さらに
は，その広域デザインとメディアアートの境界線をも無
くした多彩なカリキュラムが組まれている．もちろん，
その時代的変化の流れを加速度的に推し進めているのが
インターネットをはじめとする IT（情報技術）の進展
であることは言うまでもない．しかしふと実務社会での
デザイン現場に目をやると，デザインマネジメントの方
法そのものはその急激な変化や技術をキャッチアップし
つつもどこか対処療法的で抜本的解決には至らず，そろ
そろ旧態依然とした枠組み自体を見直すべき時期に来て
いることが痛感される．
次に問題となるのは，その具体的アプローチ方法であ

る．どうしても既成のデザインという枠の中で組み換え
を行う路線だとそれはあくまで“畳替え発想”の域を出
ず，従来そこを棲家としてきたデザイナーやクリエイ
ター間でつまらぬ覇権争いや軋轢を生むことも考えられ
るので留意が必要である．そこでは，一旦既存のデザイ
ン・ジャンルを解放した上で積極的に“増改築発想”を
試みるべく，ダイナミックな思想的・方法論的組み換え
を想定したアプローチ方法を採るべきであろう．つま
り，デザインという中心的領域を包含しながらフィール
ドとしてはより敷地の広い「感性工学」領域に諸々の問
題を投影しつつニュートラルに論議し，そこで見出され
た革新コンセプトを部分的にでも移植しながら全体を再
構築していくのが建設的かつ効率的ではないだろう
か．そして，デザイン領域での実態をデザイン側（内側）
からだけでなく，外側からも多角的な視点でしかも双方
向で意見をぶつけ合うことによって“新しいデザインマ
ネジメント論”を鍛えあげていくプロセスを公開の場で
進展させていければ，さらにその成果が増幅されるはず
である．
2）国際競争力強化のためのアウトライン
まずは「新しいデザイン概念」あるいは「ジャンルを

超えたデザイン」のあり方を模索するために，ビジネス

特集　「デザイン＆ビジネス」

戦略的デザインマネジメントに求められる 
感性と論理性
感性工学的視点によるデザイン&ビジネスへのアプローチ
SENSITIVITY AND LOGICAL THINKING FOR STRATEGIC DESIGN MANAGEMENT
AN APPROACH TO DESIGN & BUSINESS MANAGEMENT ON A VIEWPOINT OF KANSEI ENGINEERING

井口　博美 武蔵野美術大学デザイン情報学科
Hiromi Inokuchi Musashino Art University

Keywords:  MOD (Management of Design), Strategic Design Management, Experience Design, Interaction Design, Heuristic 
circuit



感性工学　Vol.7 No.2

176

の世界とデザインの世界の現状について全体像を俯瞰し
てみよう．もはや業界を問わず，資本ばかりかブランド
までが国境を越えてマルチ・ブランド化してしまってい
るが，そのことがますますブランドとデザインが切り離
せなくなっている時代的潮流をクローズアップしてい
る．さて，そこに求められるデザインマネジメントのプ
ロフェッショナルとは，どんな素養や能力の持ち主であ
ろうか？その人材像と現在のデザイナーのギャップを比
較・抽出することによって，「戦略的デザインマネジメ
ント」に向けてのひとつの問題提起としたい．
近年稀に見るグローバルヒット商品として，アップル

社の『iPod』が一世を風靡した．まさに，デザインとビ
ジネスが融合して核分裂でも起こしたような“空前の大
ヒット”となったことは記憶に新しい．
アップル社のカリスマ経営者であるスティーブ・ジョ

ブスが iMacの大ヒットでマッキントッシュブランドを
甦らせた後，『iPod』では世界で初めて音楽ソフトとハー
ドを融合させ同時に展開することで，切り離せない相乗
効果を発揮させた．つまりハードである iPodは大容量
で簡単手軽，軽量で持ち運びしやすいという魅力があ
り，それに乗せる iチューンズの配信サービスは，大手
レコード会社の著名アーチストなど，あらゆる曲を網羅
している．好きな時に好きな曲を安価に，そして自由に
手に入れられる，という魅力がある．もちろん音楽配信
サービス自体は先例こそあったものの，①メジャーレー
ベルの楽曲を提供できたこと，②一曲 99セントという
低価格が大きな要因となり，iチューンズが音楽配信の
プラットホームになり得たと見られる．
もとより，ただの力業の説得でジョブスは音楽業界の

協力を得たわけではなく，iPodは効果的なコピー防止
の方策を施していたのが業界関係者にアピールしたので
ある．つまり，iチューンズソフトに個人認証のカード
機能と，iチューンズソフトと iPodとの機能の連携を図
ることで，ネットで購入した楽曲は基本的には自分で聴
くしかない仕組みを作り上げたのである．その後のビジ
ネスの等比級数的な拡大路線は，改めて説明するまでも
ないだろう［2］．
ただ日本人として残念なのは，本来このようなデザイ

ン・オリエンテッドな商品開発こそが“日本のお家芸”
であり，世界に先駆けてソニーあたりがビジネス的先鞭
をつけなくてはならなかったはずという一種の敗北感を
感じることである．たぶん同様なビジネス構想や商品企
画は，ソニーに限らずどの企業にもあったに違いない
が，結果として日本のメーカーは負けてしまった．大切
なことは，そのスピードと競争が激化する時代に対応す
べく，デザインマネジメントの現状を再構築する上での
良い教訓にできるかどうかである．いわば，昨今のデザ
インとビジネスの関係を冷静に受け止め，関係者に広く
コンセンサスを得ながら“日本復活”に賭けた「デザイ
ンマネジメントの枠組みそのものの大改革」に着手すべ

き時期にさしかかっているのではないだろうか‥‥その
重要課題に対して明確なビジョンを持ちリーダーシップ
を発揮できる人材こそが，「戦略的デザインマネジメン
ト」を司るMODのプロフェッショナルと考えられる．
すでに時代は，コンセプト段階からデザインセンスとビ
ジネスセンスを兼ね備えたハイブリッド型エキスパート
を求めている．
3）ボーダレス・デザイン時代に求められる感性とは？
アメリカの高名なゲームデザイナーであるクリス・ク

ロフォード（Chris Crawford）は，著書『クロフォード
のインタラクティブデザイン論』の日本語版序文の中で
次のような興味深いことを述べている．
「私は，日本のデザイナーはアメリカのデザイナーの
過ちを繰り返さずに済むのではないかと期待していま
す．日本の芸術や文化は懐が深く，大きな力を持ってい
ます．‥‥（中略）‥‥ソフトウェアを成功させるため
には，理工系，人文アート系，ビジネスという 3つの文
化を適度に組み合わせる必要があります．アメリカ人は
これまで，理工系文化とビジネス文化の組み合わせ（シ
リコンバレー），あるいは人文アート系文化とビジネス
文化の組み合わせ（ハリウッド）には成功してきました
が，理工系文化と人文アート系文化の組み合わせに関し
ては失敗ばかりでした．一方，ヨーロッパの人々は芸術
を大いに尊重しているので，理工系文化と人文アート系
文化を見事に融合させてきました．しかし，それをビジ
ネス文化とうまく組み合わせることはできませんでし
た．もしも日本人が，理工系文化，人文アート系文化，
ビジネス文化をうまく統合した創造的な制作チームを作
ることができれば，そこから誕生するソフトウェアは世
界一優れたものになるでしょう．あなた方がアメリカや
ヨーロッパの人々に教訓を与えてくれることを祈ってい
ます！」［3］
ここで述べられている内容は，何もソフトウェアのデ

ザインに限定する必要はなく，そのままデザイン全体に
言い得ることができるだろう．そして理工系文化，人文
アート系文化，ビジネス文化をうまく統合した創造的な
制作チームを作るためには，当然ながら個人個人のデザ
イナーの素養としても同様なことが求められるだろ
う．つまり，ボーダレス・デザイン時代の日本人デザイ
ナーに求められる感性（センス）とは，理工系，人文アー
ト系，ビジネスの 3つが程よくバランスされた感性（セ
ンス）とも意訳できそうだ．

3.　デザイン概念の再構築の必要性

1）専門家のデザイン概念と一般概念の交錯
特定分野の専門家というのは，とかく（もちろんその

知見の広さと深さがあるので）自分自身の専門領域の概
念を一般人の感覚より拡大解釈しがちである．さらに専
門領域のはっきり異なる場合はそれほど問題にはならな
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いが，隣接領域にある専門家同士が議論をするとなると
お互いに「自分の専門領域の方を広く，相手の専門領域
を狭く」見る傾向があり，議論が噛み合わないことも珍
しくない．それは，こと「デザイン」についても全く例
外ではない．ただここで指摘しておきたいことは，他の
専門分野と違って「デザイン」という分野は実学的側面
が強いことである．実際に大学をはじめデザイン専門教
育機関で教育を受けると，学生は否が応でもその影響を
大きく受けることになる．これが専門家と一般人との間
での認識の乖離となるとさらに大きく，いろいろな場面
で不都合を起こす事態になりかねない根源となり，将来
のデザイン・ビジョンを描く上で問題視される．
たとえば ID（インダストリアル・デザイン）の場合で

言うと，製品デザインの概念に対して専門家（学生も含
む）は「形や色に加えて，機能や性能，使いやすさやメ
ンテナンスを含めてトータルにデザインを捉えている」
のに対して，一般人は「形や色に限定したデザインとい
う観念しか持っていない」のが普通である．したがっ
て，「デザインはいいけれど，使いにくい」というデザ
イン評価は一般人の辞書にのみ存在する用語で，専門家
はあくまでそれをトータルな概念で捉える立場から「デ
ザインが悪い」としか言いようがないのである．
近年のデザイン事情から推察すると，デザインする対

象はどんどんモノ（ハード）からコト（ソフト）領域に
広がりを見せ，その結果デザインの概念を第三者に説明
する時には便宜上“広義のデザイン”と“狭義のデザイ
ン”というように相対的な使い分けを余儀なくさせられ
るケースが多くなっているように思う．当面の課題とし
ては，ますます拡大化する一方の「デザイン概念」や「デ
ザイン領域」を横目で睨みながら，他方成り行き任せで
複雑多岐化している感もある「デザイナーの職能」につ
いて“時流に応じたマネジメント論”が待たれるところ
である．
2）もはや「形態は機能に従ってはいない…」
前述した“時流に応じたマネジメント論”に向けて既

成の「デザイン概念」の外科的手術を試みるとすれば，
それは近代デザインの主要理論である「機能主義
（functionalism）」を“現在の肉眼”で真面目に問い直す
ことから始めなければならない．
そもそも「機能主義（functionalism）」とは，オットー・

ヴァーグナー（Otto Wagner, 1841-1918）を先駆者として
19世紀末から 20世紀にかけてヨーロッパ各国に盛行した
造形のモメントで，機能を建築やデザインの支配的要素と
する考え方を指す．その後アメリカにおいても 19世紀半頃
からグリーノウ（Horatio Greenough, 1805-1852）を初め
としてサリヴァン（Louis Henry Sullivan, 1850-1924）
らによって機能主義が唱道され，「形態は機能に従う
（“Form follows function”）」が近代機能主義のスローガ
ンとなった．つまりそこには「機能に徹した形態こそ
が，最も美しい」という造形的思想があり，デザインの

専門教育を受けたものであれば誰もが熟知している基礎
的理論である［4］．
したがって良くも悪くもその影響力が，今日のデザイ

ンに根強く受け継がれているのは不思議ではないが，無
批判にその普遍性にばかり依存していてもはじまらな
い．もはや，工業製品を代表するクルマも PCも「形態
は機能に従ってはいない…」と考えるのが実態に即した
見方であろう（もしくは，機能の捉え方自体の意識改革
が必要だ）．なぜなら，フィジカルなデザインが機能や
性能を司っていた機械的デザインの時代とは異なり，今
日の製品というのは“電子部品の塊”であるというのが
最も象徴的な変化要素である．ともすると（身体性に係
わる機能ではなく）機器等の性能に関しては，デザイン
現場とは関係の薄いところで開発されるものであり，現
実的にはデザイナーの権限や責任が及ぶ範疇のものでは
ない．同一デザインのボディ（躯体）を用いて馬力やメ
モリー容量によってバリエーション展開する実態がある
以上，そこに言わば“理想観念的デザイン”と“現実職
能的デザイン”の今日的乖離現象をデザイナーは認めざ
るを得ないだろう．少なくとも，デザイン側がいつまで
も“理想観念的デザイン”論に固執することで，むしろ
実態に近いところで認識している一般ユーザーに対して
混乱を招くようなことがあっては“百害あって一利無
し”だ．むしろ一般ユーザーの理解のしやすい方向で，
新しいデザインマネジメント論を再構築する方が効率的
で建設的なアプローチになるものと前向きに考えるべき
ではないか．
3） 相反する「人間中心主義」からのデザインマネジメント論
現代におけるデザイン，あるいはこれからの（未来）

デザインのあり方を検討する際に，我々はこの時代の転
換期を踏まえて「人間中心主義」というものにフォーカ
スしておくべきだろう．そして，その主旨を 2重の意味
で捉える必要があることをここで確認しておきたい．
1つめは，文明発展の歪みとしての「地球環境の破壊」

や「精神的な問題（思想）」に対する警鐘である．“人間
が万物の長であり，自然は総て人間のためにある”とい
うような人間がすべての価値の尺度であるという傲慢な
考え方が，今日の深刻な地球環境問題を引き起こしてい
るという事実認識．つまりここでの「人間中心主義」は，
自然を人間のために存在していると見なしており，経済
拡大のためには自然の最大的な効率的利用を是とする思
想背景を即刻改めなければならない．今まさに“自然に
挑戦し克服することで安心を感じる”西欧型思想から“自
然に溶け込むことで心の安らぎを覚える”東洋的思想に
注目が集まっていることを受け止め，いかにしてデザイ
ン的観点から自然環境とうまく共存していくかが問われ
ている．いきなり「反人間中心主義」を唱えなくとも，
たとえ「人間中心主義」からの派生であっても“人間の
利益を保護するために環境保護は最優先されるべき”と
いう考えや姿勢にシフトすべきことを共通課題化してお
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かなければならないだろう［5］．
2つめの「人間中心主義」は，本格的な高齢化社会を

迎えたモノづくりにおける問題認識であり，一般的には
「ヒューマン・センタード・デザイン（人間中心設計）」
と呼称されている．それは高度情報通信社会への波が「ユ
ビキタス情報社会」への新ビジョンを求め，製品の機能・
性能の進化によって「知的情報機能」をもつモノに溢れ
た生活環境となっていく状況の中で，今一度「人間尊
重」の精神を取り戻そうという理念による．
つまり，これまでは企業においてややもすると安易な

技術主導の製品開発が横行し，いかに高い機能・性能を
数多く持つかということが競争軸となっていた．その結
果，それを使えない，使い切れない製品，または不要な
機能が付いた製品が増加して，その反省から“ユーザー
本位の製品開発”が叫ばれるようになったのである．こ
れからは，誰もが使いやすいことが競争軸の決め手とな
り，その対応策としてはユニバーサルデザインの推進や
ユーザビリティ（Usability）に配慮した「利用品質」の
作り込みが重要となっている．
この流れによって，従来企業機密として頑なにクロー

ズドな体制で進められてきた製品開発のあり方にもドラ
スティックな変化がもたらされた．というのは，実際の
ユーザーの行動というのは，とてもメーカー側の人間に
とっては予測することも真似することもできないもので
あり，実ユーザーの協力が必須になったことに起因して
いる．極論すれば，今日の製品開発では“ユーザー側と
のコラボレーション”をいかに上手くそのプロセスに取
り込むかが重要な鍵を握っている，と言える．デザイナー
はそのプログラムやシステムづくりにおいてもユーザー
とのインターフェイス役を務めるキーマンであり，この
局面でも普段着感覚でユーザーに協力してもらうための
“わかりやすいデザイン概念”とそれをマネジメントする
（感性 +論理性に裏付けられた）能力が求められている
のである．

4.　企業におけるデザイン組織の変遷

1）デザイン・（業務）フィールドの拡大
次に「戦略的デザインマネジメント」に至る時代的背景

を捉えるために，大企業（メーカー）のデザイン部門にお
ける組織変遷を一気に 50年スパンぐらいの早送りで概括
してみよう．すると最初に，デザインの周辺領域を含めた
全体業務の量的拡大とデザイナーの業務内容の質的変化が
同時進行してきたような共通点が抽出できるはずだ．
大企業のデザイン組織は，製品開発におけるスタイリ

ング主体のデザイン活動から出発している．その後各社
のデザイン組織は取り扱い製品アイテム数の増加に伴っ
て，加速度的に量的拡大を遂げる．その従来からの製品
開発をベースとした活動（守備範囲）を，図 1のように
野球場の内野に見立てると，現在のデザイン組織という

のは業務の質的変化を遂げながら外野にも守備範囲を拡
大している状況がある．そして，むしろ外野での業務の
比重が年々高くなっている傾向が強い．
それはメーカーの場合，商品企画や広報宣伝，マーケ

ティングやブランド戦略にかかわる業務まで広がってい
るケースが珍しくなく，いわば「戦略的デザインマネジ
メント」が求められる土壌となっている．さらに経営トッ
プをはじめ，いろいろな部署との連携プレーが増えてい
ることもあり，その分普段からの情報受発信や仕事のや
り方が複雑・多様化しているためにデザインの業務自体
が“野球型からサッカー型に変容”しているようにも見
受けられる．常にデザイナーは周囲の他部門プレイヤー
に情報のボール回しをしながらフィールドを走り回
り，自らがゲームメーカーにならなければ思うような仕
事（本業）をさせてもらえない．つまり優れたデザイナー
ほど，過酷な運動量とチャンスを見逃さない“動態視
力”が求められるわけだ．
一方，従来からの製品開発に関わるデザイン現場に

も，大きな変化が起きている．つまり，それはデジタル・
デザインがもたらしたデザイン業務の一連の変化であ
る．自動車をはじめどの業界でも，生産プロセスに至る
デジタル化（CAD/CAM）に引き続いて，その上流工程
であるデザインプロセスのデジタル化が積極的に進めら
れている．デジタル・デザインは，今となっては無くて
はならない存在であり，その効果は単に効率化や品質向
上を図るだけではない．デザイナーのクリエイティブワー
クそのものをデジタル化することによって，短時間で豊
富なバリエーション展開ができるというメリットがある
ばかりでなく，そのデータを利用して CGやアニメーショ
ンでのデザイン確認や設計・実験などの評価や検討作業
等が同時並行して行えるなど応用範囲が極めて広い．
しかしデジタル・デザインによる効率化やスピード

アップに対して，人間側の創造能力や判断能力がきちん
と対応したところでマネジメントされなければその意味
は半減する．つまり，その機械の進化に対して，人間側
（マネジメントの方法論）も進化しなくてはならないの
である．元々感性というのは個人の独自の能力であるわ
けで，特にデザイナーはコンピューターに依存すること

 

 製品開発

図1　デザイン・フィールドの拡大
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なく，普段から感性を刺激し強化することを怠ってはな
らないというベテラン・デザイナーの指摘は軽視できな
い．いくらコンピューターが便利なデザインツールだと
言っても，デザイナーの感性や技術的コントロール能力
が伴ってはじめて威力を発揮するものだということを決
して忘れてはならない．
2）デザイン戦略の高度化
従来の「デザインマネジメント」という概念や方法論

は，デザイナーやデザイン組織が自らのデザイン活動成
果をより良く効率的に達成するためのものであった．そ
の一環として中核に据えられた「デザイン戦略」という
のは，概ね「デザイン理念」の一貫性を追求した「デザ
イン・アイデンティティ（～らしさ）」の表現に注力さ
れてきたと言えるだろう．
ところが昨今のデザインマネジメントというのは，デ

ザイン組織の問題というよりも経営レベルの重大テーマ
にエスカレート（高度化）している．そこでは，「デザ
インそのものの成功」と「経営的な成功」をいかに両立
させるかが直面する課題であり，その方法論としてより
戦略性の高いデザインマネジメント（「戦略的デザイン
マネジメント」）が志向されているのである．
戦略的なデザインを上手くマネジメントするために

は，デザインのアウトプットに何らかのメリハリを付け
る必要がある．その基本的な方法論としては，いくつか
のデザイン群に経営的な役割分担を行い「戦略フォー
メーション」として機能させることがひとつの典型的な
手段となっており，かつてのソニーの「S・A・Bフォー
メーション」や最近の例では松下グループの「デザイン
戦略（特 Aプロジェクト）」が代表的事例である．いわ
ば，企業の多くがそれらの事例をテンプレートとして“独
自のデザイン・フォーメーション戦略”を検討・構築す
べき状況を迎えていると言っても過言ではないであろ
う．
前述の松下グループでは，開発商品に対して前もって

製品のデザインの重要度を 4段階に分けており，最重要
と認定されたものを「特 A商品」と位置づけてそのデ
ザイン決定には経営トップ自らが参画する会議で意思決
定することになっている．ちなみに，その最重要と位置

づけられる「特 A商品」の条件とは，
・  比較で勝つのではなく，「他社に無い，尖った特徴」
で勝つこと

・  お客様に満足いただける「感動の価格」を実現すること
・  特徴が一目でわかる「優れたデザイン」を持つこと
というように謳われている．
3）経営・ブランド戦略のための「Design of design」フレーム
本論の冒頭部分で，近年のデザイン事情として“広義

のデザイン”と“狭義のデザイン”というように相対的
な使い分けを余儀なくさせられるケースが多くなってい
ることを指摘したが，それは企業のデザインマネジメン
トについても例外ではない．企業のデザインフレームに
おいては，従来の「“狭義のデザイン”≒製品デザイン」
という捉え方に対して，「“広義のデザイン”≒経営・ブ
ランドのデザイン」というような図式で捉え，両者は包
摂関係にあると想定してほしい．
企業のデザイン組織やそこに所属するデザイナー

は，従来の製品開発をベースとした「色・形」の世界（“狭
義のデザイン”）だけではなく，経営やブランドに関わ
る様々な世界（“広義のデザイン”）をデザインの対象領
域として常に“複眼”で捉えなければならない．その相
互の戦略性を有機的に結びつけることによって，いかに
対外的な戦略的デザインマネジメントに帰結されられる
かが今日的な課題なのである．
つまり，デザインを単なる「色，形」の世界から一旦解

放しなければデザイナーの真価は発揮しにくいということ
であり，そこでは従来の“標準レンズ”で捉えてきた造形
の世界とは別世界の本質的問題に迫るのに相応しい“交換
レンズ”が必要である．デザイナーはその 2種類のレンズ
を使って，日々デザインの関連領域を“複眼”で捉えてお
くことが重要なルーチンワークとなるだろう．
さらに有能なデザイナーと目されるには，鋭敏な感性

に加えて“複眼”で捉えた問題点や提案をさまざまな人
にわかりやすく伝えるための「論理性」に基づくコミュ
ニケーション能力（情報操作能力）が求められるに違い
ない．
これらの実態を，具体的な企業事例で見ておこう．カ

ルロス・ゴーン社長率いる日産自動車再生のための経営

 デザイン戦略

図2　デザイン・ピラミッド

新デザイン領域を捉える

交換レンズ 

デザイナーにとっての

 標準レンズ

(色、形) 

図3　複眼レンズ（※デザイン領域を捉える複眼）
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戦略は，いわゆるリストラを推進する一方で，デザイン
を主軸とした明快なブランド強化戦略によって見事に復
活を果たした，当時としては極めて注目に値するケース
スタディであった．そこには，「利益ある継続的な成長」
を遂げるためのブランド戦略と「世界をリードするデザ
インで，強いブランドを確立する」というデザイン戦略
が有機的にリンクした「戦略的デザインマネジメント」
の実態が見て取れる．かつてはクルマの造形部門でしか
なかったデザイン部門が生まれ変わり，カスタマーの
タッチポイント全てに「日産らしさ」を感じてもらうた
めに，モーターショウブースの統一的展開，ギャラリー
やディーラー店舗の改装を皮切りに，株主総会等のイベ
ントプロデュースまで手がけるようになった．その全社
的な経営改革である『NISSAN Revival Plan (NRP)』の
元で，デザイン部門は「Design Revival Plan」を遂行．
その柱は，①グローバルデザイン組織，②デザイン決定
プロセス，③先行デザイン開発，④デザイン戦略，⑤ブ
ランドマネジメントである．ここで特に注目しておきた
いことは，②で掲げた「デザイン決定プロセス」につい
てである．日産ではこれを「Clear Design Decision 

Process」と呼んでいるが，各プロジェクトの最終段階
で経営トップが出席するデザイン決定会議“CEO-DDM
（Design Decision Meeting）”が持たれることだ．
松下グループの場合で言うと，「重要デザイン検討会

議」が同様の会議体となるわけだが，経営トップらを相
手にデザイナー自らが限られた持ち時間で命運を左右す
るような究極のプレゼンテーションを行うためには，明
確な論理性と感性に訴えかけるコミュニケーション能力
がなければ突破できないだろう．もちろん，ディベート
能力にも長けていることに越したことはない．

5.　 「戦略的デザインマネジメント」に向けての基
本コンセプト（処方箋）

1） 経営とデザインのインターフェイス（経営トップによ
るデザイン決定）
経営戦略とデザイン戦略の融合したところに「戦略的

デザインマネジメント」をポジショニングする以上，松
下グループのように特に重要なデザイン案件については
「はじめに経営トップの意思決定ありき…」の波及効果
が大きいのは明らかだ．トヨタや日産のように，デザイ
ンの部門長が役員であるとさらに理想的なマネジメン
ト・スタイルに近づくだろう．
かつて事業部制が敷かれていた松下電器では事業部長

が製品デザインを決めていたが，それをブランドイメー
ジを左右する経営重要度の高い製品については，社長・
副社長を含む「重要デザイン検討会議」で承認を受ける
仕組みに変えた．デザイン開発テーマを，経営重要度に
よって四段階に分類し，最も重要度の高いテーマを「特
A」と呼んでいる．「特 A」は，明快にデザインアイデ

ンティティを表現してブランドイメージを確立すること
を大テーマとしながら，最新のテクノロジーを視覚化し
てユーザーにわかりやすく伝えるデザイン，画期的な特
徴をもつユニバーサルデザインなど，従来の製品イメー
ジを払拭するようなデザインの「革新」が求められるの
だ．また，従来にはなかった，全く新しい製品デザイン
を提案し，新市場を創造するといったことにもチャレン
ジしている．社長・副社長が出席するデザイン会議で承
認が下りると，それが技術陣に対しての無言の圧力にな
る．従来の事業部制下では，明らかに技術やコストの制
約で落とされてしまうデザインが，かたちとなって世に
出て行く道筋ができたのだ．しかし，従来の枠組みを大
きく超えることが許される反面，それだけデザイナーに
権限と責任が与えられたシステムだけに，少しでも経営
者や他部門から気になる要素があるとデザイナーは厳し
い質問を受ける．社長の可否のものさしは，表層的なフォ
ルムやディテールについてではなく，あくまで大きな方
向として判断されるものであり，方針として一貫性が見
えるものだという．「戦略としてどう評価すべきかの臭
覚が鋭敏で，全社レベルでデザインがどちらに向かうべ
きかの指示が明快」という企画スタッフの意見もあるよ
うに，重要なデザインテーマを経営側とデザイナー側で
共有化するメリットは計り知れない［7］．
2） 「戦略的デザインマネジメント」に向けてのコミュニ
ケーション能力
たとえば現実問題として，全社的な戦略レベルでデザ

インを有効活用しようというような会議の場で，ある重
要なデザインテーマを経営側とデザイナー側で相互理解
しやすい，あるいは論議が噛み合うような共通言語が果
たして存在するだろうか．所詮数字や論理にはめっぽう
強いが“感覚の世界”には疎い経営陣と“感覚の世界”
オンリーで論理性に欠けるきらいのあるデザイナーとで
は，元々相性自体がそんなに良いわけではないはずだ．
そこで，企業におけるデザインマネジメントの本質的課
題として，組織内デザイン部門の有無にかかわらず企業
内において効率的な意思や思想統一を図る上で，次の 3
つのコミュニケーションツールとその共有化が必要不可
欠となることを強調しておきたい．
・ ブランドや商品戦略等に関わる「ロジック」（言葉）
・  そのロジックの裏づけとなる「データ」（数字，グラフ）
・  イメージを共有化するための「ビジュアル」（写真，
スケッチ等）
こうした企業内コミュニケーションに関して興味ある

話題としては，日産のカルロス・ゴーン氏も推奨してい
る“Healthy Conflict（健全な対立）”というスローガン
を紹介しておこう．
それは，経営陣とデザイン部門だろうが利害の異なる

部署間同士だろうが，会議等の場ではお互いの立場をはっ
きりさせたところで徹底的に議論すべし！という主旨によ
るもので，社内での対立も（尾を引くような険悪なもので
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あっては困るが）健全で一時的なものなら良いらしい．シャ
イな日本人にとっては，見習うべき姿勢かもしれない．
3） ユーザーエクスペリエンスデザインを起点とした再構築
日本 IBMのデザイン部門は，現在「ユーザーエクス

ペリエンス（略称 UE）・デザインセンター」という看
板を掲げている．それ以前は，単に「デザイン」という
名称だったのが，2002年に他社に先駆けてデザイン部
門の生まれ変わりの姿を象徴的に提示したのである．日
本 IBMによると，「人が体験することを時間軸で考え，
そのすべてにデザインを施していくこと．ユーザーがそ
の時，目にするもの，手に触れるものすべてに心地よさ
を演出し，思わず笑顔が溢れるようなデザインを施すこ
と．それが，私たちのユーザーエクスペリエンス・デザ
インなのです」と定義している．同センターでは，ユー
ザーにとって使いやすく，魅力的で，ブランド力のある
製品やサービスのデザインを，人間中心のユーザーセン
タードデザインのプロセスに基づき，デザイン・コンサ
ルティングとデザイン・サービスとして提供している．
ちなみに同センターのメンバーは，UEリサーチ，UE
評価，Webデザイン，工業デザイン，グラフィック・
デザインをコアに，多様なスキルのメンバーを必要に応
じて加え，ユーザーに統合的なデザイン・ソリューショ
ンを提供するシステムによって運営されている［8］．
それ以後，日立製作所のデザイン本部（エクスペリエ

ンスリサーチセンタ），富士通の総合デザインセンター
（ユーザ・エクスペリエンスデザイン部），ソニー・クリ
エイティブセンター（UXデザインスタジオ）をはじめ，
いろいろな企業で同様な新組織が生まれており，デザイ
ン部門が対象とする領域を単なるプロダクトからエクス
ペリエンス（経験）デザインへシフトすることによって
新機軸を打ち立てようとしている戦略的ビジョンが散見
される．特に膠着状態にある製品市場においては，“ポ
スト・コモディティ（脱・均質化）”が切実な共通課題
となっており，経済産業省においても日本の産業力復活
を目指すために「戦略的デザイン」の真価を問う論議が
盛んに行われている．
4） 商品開発プロセスの見直しと革新テーマの方向性
ユーザーエクスペリエンス・デザインを上位概念に据え

て，全体のデザインの枠組みや商品開発プロセスのあり方
について検討してみよう．現在のところは，ユーザーエク
スペリエンス領域に対応した専門デザイナーというのは，
概念的には存在してもまだ実在はほとんどしていない，と
いうのが大方の見方である．企業ベースでの仮置き案とし
ては，抽象的なユーザーエクスペリエンスの大枠を「ブラ
ンドを感じる総合的な体験」とし，その下位に（何らかの
アクションと別のアクションを結び付ける）インタラク
ション・デザインを多層的に捉えるフレームを設ける．
それを元に，まずはいろいろなケースを持ち寄って“イ

ンタラクション，インターフェイス，プロダクトの関
係”についての議論をすることから始めなければならな

い．それらのアウトラインがある程度見えてきた段階
で，現状の商品開発プロセスを下記のような観点から
トータルに見直し，革新的プロセスに移行していくこと
になるだろう．
― ユーザーエクスペリエンス・デザイン方法論の探索
―  インタラクションを主軸にした先行デザイン開発
のあり方

― プロダクトとインターフェイスの主従関係
―  プロダクトデザインとインターフェイスデザイン
の分節による弊害

―  コンセプト開発の状況変化（インターフェイス・オ
リエンテッド・デザインへ）

―  デザインとユーザビリティの組織的融合の難しさ
 etc.

5）デザイン組織の基本的ファンクション・モデル
それでは，実際に現在のデザイン部門が時代変化に対

応したデザイン活動をしていくには，どのような手順を
踏んでいけば良いだろうか．大筋としては，自ら描いた
将来ビジョンを元に企業内組織としての自己組織性を維
持しながら，顕著に進むデザイン部門の“業務のソフト
化”と“人材のソフト化”の追い風を利用して，次のよ
うな 4つの基本的ファンクションの充実化を図るべきと
考えられる．
■「製品化」に関わるファンクション
日本の生産システムというのは，世界的なお手本と

なった“かんばん方式”やロボット技術をはじめ，その
生産現場の品質やスピード（効率）において特筆すべき
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ものが多々ある．一方デザインの世界では，長い間欧米
のオリジナリティの高いデザイン（プロトタイプ等）が
脚光を浴びる影に隠れて，日本のデザイン（技術力）が
直接称賛されることは少なかった．しかし著名デザイ
ナー等による「欧米の原型デザイン」が量産化の段階で
お蔵入りするケースが多いのに対して，日本はそのイ
メージを厳守しつつ量産化に適するような「製品化デザ
イン」にリファインしていくデザイン技術にも長けてい
る．両者の共同開発では，その日本側の高い技術力によっ
てようやく日の目を見ることができたデザインも多いと
聞く．
改めて世界に対するジャパニーズ・デザインの強みを

海外に問うと，確かに表舞台では今まで見たことも無い
“未来的感覚”でサプライズを与えるようなデザインイ
メージをつくってきた印象が強いようだ．とはいえ，む
しろ主流は個性を抑えた“控えめなデザインテイスト”
にあり，一見無国籍なイメージだからこそ国や地域を選
ばず，世界の至る所に違和感なく溶け込ませることがで
きたのではないかという違った見方もできる．それが強
みの本質だとしたならば，その高度なデザイン・テクニッ
クを自ら再評価・検証し，明日の「日本発グローバル・
デザイン戦略」に繋げていくべきだろう．いずれにせよ
企業（メーカー）は，世界を相手に幅広く製品デザイン
を提供してきた技術力にもっと誇りを持つべきであ
り，その功績に対して多角的に調査研究することの意味
や意義を声高にアピールしておきたい．
■「市場化」に関わるファンクション
昨今，日本にとってグローバルに競争優位性が保てる

戦略資源は，技術力でも生産力でもないのは動かしがた
い事実である．そこで異口同音に「デザインしかない‥」
ということになるのだが，その舵取りもアジア諸国の暴
風圏にさらされておぼつかない状況になりつつある．こ
の窮地においても，前述のように日本のデザインについ
て冷静に客観的に「日本的なるもの」とは何だったのか
をしっかりレビューしてから，次の具体的なアクション
を起こすべきである．ただし「日本的なるもの」と言っ
ても，今度はデザインのテイスト的なことではない．む
しろこのフレームでは，デザインマネジメントの観点か
ら「日本式」や「日本流」にフォーカスすることが本質
的なテーマとなる．
かつての日本製品やデザインの強さの根源には，日本

市場のレベルの高さと切っても切れない関係があったか
らこそ実現できた話なのではないか．そこを決して見過
ごしてはならない．つまり，日本の市場を構成している
洗練された生活者こそが，新しい商品を産み出す源泉で
あり，“メイド・イン・ジャパン”あるいはジャパニーズ・
デザインの戦略資源だ．デザイナーが何を価値として生
活者に提示したのか，それに対して生活者がどのような
価値をそこに見出し自らの生活を変質させていったのか
という視点から，もう一度新商品や製品デザインを見直

すことが求められる．
■「情報化」に関わるファンクション
一口に「情報化」と言ってもさまざまな捉え方がある

が，ここでは創造活動を担うデザイナーならではのコ
ミュニケーション能力に焦点を当てて，“いかに社内外
の相手を気持ちよく納得させることができるか‥‥”と
いう説得技術の観点から考えてみたい．
その思考モデルのベースとしては，井上孝代（明治学

院大学教授）氏が紹介している平和学者ヨハン・ガルトゥ
ング博士が提唱する紛争解決の手法『トランセンド法（超
越法）』が非常に的を得ている．それを下記に引用（抜粋）
し，一部デザイナー向けに加筆・修整をすることによっ
て“デザイン版の思考モデル”に応用したいと思う．
デザイナーは，ケースバイケースで当事者である場合

とメディエーター（調停者）の場合と両方ありえるが，
いずれの場合も創造解決のために柔軟な「共感力」が求
められることに違いはない．
縦軸に自分側の主張がすべて認められる A点，横軸

に相手の主張がすべて認められる B点を置く．そして
何も解決しない撤退点として C点を置く．A点，B点
では主張が認められなかった側に大きな不満が残る
が，かといって C点に放置するわけにもいかない．そ
こで，通常は A点と B点を結ぶ線の上にある D点で妥
協できる点を探ることになる．「トランセンド法」は，
これらのいずれでもない第五の解決案である E点を提示
する．妥協点の調整ではなく，創造的な解決策を提示す
ることから紛争解決ではなく，紛争転換とも呼ばれてい
る．日本人の場合，本音の部分で自分が何を求めている
のか分かっていないということも多くあるので，メディ
エーター（調停者）には表面的に対立している主張では
なく，その言葉の裏側にどのような感情がうごいている
のか，そこを聴き取る「共感力」が求められるのである
［9］．
この「トランセンド法」が，本来デザイナーが創造活

動を駆使して世の中に貢献しなければならない使命その
ものを端的に物語っている．社内における商品企画会議
の場面であれ，市場が求める声に対するデザイン開発の
あり方であれ，デザイナーは妥協線 ABにある D点（妥
協点）を見い出すのではなく，創造的な解決策 Eを仮
説提示することに妙味がある．このモデルは汎用性が高

 

A 

B C 

E 
●

●D

図6　『トランセンド法（超越法）』



183

戦略的デザインマネジメントに求められる感性と論理性

く，ユーザー層に対するマーケティングリサーチのあり
方を再考する上でも示唆に富む貴重なものであろう．
■「戦略化」に関わるファンクション
今日におけるデザインマネジメントの具体的な共通課

題が，いわゆるモノづくりの世界からブランド構築の世
界へスケールアップさせなければならない必然性が窺え
る．そのデザインマネジメント上の意識改革を促すため
に，まず「Design of design」という概念（フレーム）
を想定してみよう．
“大きな Design”に属する領域は経営・事業戦略的な
目標や課題（戦略的テーマ）の収まり所で，その代表的
なもの，共通項的なものがブランド戦略である．よっ
て，その包含関係，あるいは二重構造となるデザイン領
域において，経営・事業戦略的な目標や課題と連携を取っ
た戦略性の高いデザイン（活動）を「戦略的デザイン」
として捉えるのである．そこでは，すでにデザインマネ
ジメントは全社的なレベルのものと意識され，デザイン
を戦略的に使う側と使われる側両者がデザインの活かし
どころや見せ場を共有化する必要がある［10］．
戦略というからには，いくら成果の捉え所が難しいデ

ザインの問題であっても具体的な目標設定がなされなけ
れば意味がない．特に経営側は，収益であれ，市場シェ
アであれ，数字で管理できる指標を好む傾向が強い．
これまではその呪縛から逃れてきたデザイン部門であ

るが，デザイナーがある程度大きな権限と責任を負うよ
うになってくると，その活動成果もきちんと同様な視点
や指標によって管理されなければならないであろう．そ
の具体的なスケール（たとえば数字）の設定は別として，
ある活動に対して次のような 3段階くらいの目標制定をし
たうえで達成度を評価するというやり方は汎用性もあって
普遍的でもある．これも日産の例を参考にしたものである
が，①コミット（＊必達目標），②ターゲット（＊努力目標），
③チャレンジ（＊挑戦目標）ということで個人目標や部
門目標が設定され，その達成度（成果）がインセンティ
ブや昇給・昇進に反映されるというものだ（＊カッコ内
は筆者による補足説明）．この方法だと各デザイナーの
個人目標も本人合意の下で設定され，ある程度明快な評
価システムが同時に運用可能となるので大きな相乗効果
が期待できる．

6.　「デザイン情報学」からの実験的アプローチ

最後に教育的観点から，「戦略的デザインマネジメン
ト」に求められる新しい人材養成についてどのように考
え，また従来型のデザイナーの感性（センス）と論理性
をどのように鍛え上げていったら良いのか，その基本的
スタンスについて言及しておこう．さらには，1つの具
体的道筋のマイルストーンとして「美術大学における新
しいデザイン教育の取り組み」の一端を紹介するととも
に，その根底にある“象徴的な思考モデル”を提示する
ことによって，今後の感性工学分野での「戦略的デザイ
ンマネジメント」研究に資する一助としたい．
1）  「Heuristic circuit（ヒューリスティック・サーキット）」
（今泉2004）モデルによるデザイン行為の拡大解釈
本論の冒頭で触れた「デザイン情報学」の教育理念や

カリキュラムを象徴し，かつ本論の内容に深く関わる基
本的枠組み（思考モデル）を紹介するならば，本学デザ
イン情報学科の今泉洋主任教授が中心となって作成した
「Heuristic circuit（ヒューリスティック・サーキット）
デザイン×情報学のアプローチ」（今泉 2004，図 8参照）
が最も参考になるのではないかと考えられる．
今泉によると，「“考える”と“つくる”はデザインを

行ううえで必要不可欠なペアである」ということを基軸
に，「“考える”の手前には“読む”が，“つくる”の前
には“発表する”が，そのさらに先には“話す”が‥‥
といった具合に様々な社会的行為が見えてくる．デザイ
ンを通じて何かを世に問うためには，こうした大きな
ループを見据えながら“気づき”を得ていくことが重要
なのである」と指摘している．特にその中で「ループ」
という多様な行為の連鎖の中に位置づけて考えることが
強調され，「短いクリエイティブループ」と「長いクリ
エイティブループ」の 2つをあげて詳述している．
まず「短いクリエイティブループ」については，「デ

ザインという行為がアイデアから始まるのであれば，そ
の前に“考える”という行為があるはずだということに
気づくだろう．またデサインという行為が単なる作品制
作ではなくプロダクトとなって流通したり，メディアを
通じて多くの人の目に触れるという社会的な営みである
ことを考えると，アイデアはいったん“計画する”とい

design②使いやすさ design②使いやすさ

③ブランドを感じる総合的な体験
Design
（＝経営レベル）

①（製品の）魅力

図7　戦略デザインのための「Design of design」（概念フレーム）
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図8　｢Heuristic circuit（ヒューリスティック・サーキット）
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う段階を経なければカタチになることはない，というこ
とも分かる．計画され，それに基づいてつくられ，時と
して他の人々の手が加わってとりあえずのカタチ，プロ
トタイプとなる．そこでデザイナーはこのカタチを目の
あたりにして初めて“気づき”を得るのである」
また「長いクリエイティブループ」については，「つ

くられたカタチや製品が，デザイナーのもとを離れ，あ
る意図のもとに（商品として広告されるなど，特定のコ
ンテクストを与えられて）発表され，多くの異なる価値
観や知見をもつ人々の目にさらされる．そして，他者の
目で得られる気づき，伝えられる評判・批評が巡り巡っ
て，デザイナーに再び考えることを促す‥‥こうして原
点に立ち戻るループである」そして「この“他人の目を
通じた気づき”を得るために，市場データの読み解きや
消費者／利用者との対話という行為が欠かせないものであ
る」という．ちなみに，今泉が指摘した「短い／長いクリ
エイティブループ」とは，図中では「内省のループ／内
省 +体験のループ」という具体的表記に変更しているの
で，その対応関係で解釈していただきたい［11］．
この「Heuristic circuit（ヒューリスティック・サーキッ

ト）」モデルこそが，本論で追究してきた戦略デザイン
マネジメント時代の「新しいデザイン開発システム」の
あり方を示唆する推奨ツールである．特にこれまでデジ
タル・ツールの発達によって内省的傾向が強まる一方の
デザイナーの仕事やローカルなプレゼンテーション活動
に終始していたデザイン組織を考える時，変革しなけれ
ばならない要素（ヒント）が散りばめられている．つま
り，今後デザイン部門が社内での重要なデザイン会議や
社外でのリサーチ，プレゼンテーションの場においてよ
り説得力を増すようなコミュニケーション能力を発揮す
るためには，「内省 +体験ループ」をデザイン開発プロ
セスに積極的に取り込み，あらゆる立場や職能を超えた
オープンシステムへと変貌させることが極めて有力なア
プローチ方法になるであろう．
特に企業（メーカー）が“ポスト・コモディティ化”

を推進するためには，先行デザイン開発の強化がポイン
トとなることは自明の理であり，これからのデザイン開
発というのは“ユーザーが求めるエクスペリエンスの探
索”がターゲットとなるはずである．その独自の仕組み
は，ある意味でユーザーとのコラボレーション・システ
ムと割り切った方が時流に合っているという予感があ
り，臨床的な事例研究が必要であることを併せて強調し
ておきたい．
2） 産学共同プロジェクトにみる美術大学の新しい可能性： 
「インターフェイス・オリエンテッド・デザイン」 
方法論の実験的研究
とかく“美大生”というのは，世間一般からすると“芸

術家タイプの個性派”という既成概念があるようだが，
最近はすいぶん多様化している．多くの美術大学の学科
構成がファインアート系とデザイン系に大別される

が，両者間における学生の“感性の土壌”は相変わらず
教員側から見てもずいぶん違うように思える．本学の場
合でいうと，ファインアート系 3学科，デザイン系 8
学科構成であるが，筆者が所属する「デザイン情報学
科」は幅広い素養を持った学生に門戸を開くため「英語・
国語の学科試験」に加えて，「造形表現テスト（実技試
験）」と「数学」受験が選択制になっている．それだけ
美大に来る学生の気質や雰囲気も時代と共に変わってき
たということに他ならないが，ここでマーケター的視点
から注目したいのは一般世間の“普通の同世代”との境
界線が曖昧になっているように思うことである．特にデ
ザイン系学科の学生にその傾向を強く感じるが，一般世
間の“普通の同世代”が美大生に近づいているという見
方もできるし，その両方かもしれないという面白い文化
的現象が起こっている．
実はその自前の仮説に端を発し，美大生のある部分は

一般世間の“普通の同世代”とほとんど変わらなくなっ
てきた“感性の土壌”を企業が模索している“新しいデ
ザイン開発システム”の実験的研究に積極的に活かせる
のではないかということを考え付いた．その目論見の元
にある実験研究をはじめているので，以下にその初期レ
ポートの概要を記す．
ラフな基本構想としては，先の「Heuristic circuit（ヒュー

リスティック・サーキット）」モデルを意識しながら，
最近盛んになってきた“産官学共同研究プロジェクト”
の中で臨床的実験を繰り返すことによって方法論として
の精度を上げていこうという想定によるものである．大
胆な実験仮説としては，実験対象に相応しいデザイン学
生さえ多くの中（母集団）から選び出せれば美大生の感
性を多角的に（先行テスト・ユーザー，リサーチャー，
デザイナーの 3重人格）活用できるのでないかというも
のである．なぜこのように欲張ったことに挑戦するかと
いえば，（旧態依然としたプロダクト・デザインに代わ
るような）インターフェイスを主体とする先行デザイン
の方法論に強いニーズがあり，「インターフェイス・オ
リエンテッド・デザイン」なるものを標榜しているから
である．またその新方法論によって活路が見い出せれ
ば，従来の商品開発プロセスの組み換えも必然的に起
こってくるはずだ．その担い手としては，1人格でいろ
いろやりこなせる能力を有することが望まれるわけ
で，今その人材像に一番近いのが「ユーザーエクスペリ
エンス・デザイナー」なるものであろう．
まずはその第 1弾として，本学科学生の“感性の土壌”

をマーケティングリサーチの観点から観察するため
に，“新しい携帯電話のユーザー調査”を想定したグルー
プインタビューを実施した．パネラー（被験者）として
は，本学科の 2～ 3年生を男女 7名ずつの 2グループ
に分けて，2時間弱の実査を時期的間隔をあけて都合 2
回ずつ行った．美大生をパネラーに起用したグループイ
ンタビュー調査を感覚的に捉えると，的を絞りにくい段
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階で先行テスト・ユーザーのサンプリングを行うには美
大生の「属性的レンジの広さ」が役に立ちそうなこと，
そして適度にシャッフルされたパネラー構成によるグ
ループ・ダイナミズムはどこか新鮮でありその手応えは
すぐに実感できた．それを少し分析的に見るために，今
度は実際にパネラー個人個人に焦点を当てて参加メン
バー全員（男女 7名ずつ）を筆者の経験則でもって「マ
ニアック（独自性が強い）⇔ノーマル（普通に近い）」の
分析軸上にプロットしてみると，事前に期待されたよう
なサンプリングにおける「属性的レンジの広さ」を頷か
せる対応関係が抽出できたのである．ただし，美大生（今
回はデザイン情報学科のみ）でのセンターライン（平均
値）と世間一般のそれとでは当然ズレが生じているもの
と考えられ，一般市場（リアルマーケット）を想定した
調査の際には何らかの補正をかける必要があるだろ
う．その問題については，今後の検討課題としたい．
さらに，これらのグループインタビュー調査での実験

結果に客観性を持たせるために，別途アンケート調査に
よるプロファイルに関わるデータ解析を試みた．つま
り，これまで何となく感じていた美大生の“感性の土
壌”の質というものに対して，量的データによる裏づけ
を取ってみようとしたわけである．また，それらを“一般
人の特性”と相対比較してみた．その具体的な調査手法と
しては，共通の 20数項目のアンケート調査によってクラス
ター分析を行い，一般人（n = 460）と本学科美大生（n = 

140）の相対比較を行い，下記のような結果を得た．
一般人は，「いわゆる普通人のグループ」が 43.5%で

最も多いのに対して，本学科学生では「他人とは違う何
かを求めるグループ」が 30.0%でトップであるが，意
外にも「いわゆる普通人のグループ」が 20.7%で第 2

位にランキングされている．学生の方のサンプル数が少
ないのであくまで参考値の域であるが，比較的一般人と
本学科学生との相違性は適度な範囲内であり，これを市
場ターゲットユーザーとしてみた場合にはバリエーショ
ン豊富な実験サンプル（多彩なモニター集団）として充
分使えそうな結果である．
（*注）本学科専門科目「マーケティング論」の中で
実施した学生に対するアンケート調査を（株）イードの
協力（上野太，宮内英彰）により集計・分析

7.　お　わ　り　に

この実例報告については別の機会に譲らざるを得ない
が，美大生ならではの感性（センス）に論理性が備わっ
ていけば充分実務の世界で通用するような「戦略的デザ
インマネジメント」の担い手に育てることができるだろ
う．その片鱗を裏づけるように，現在の大企業のデザイ
ン部門トップに本学出身者が多いことも勇気付けられる
実績（先行指標）のひとつである．これからリーダーシッ
プを発揮するデザイナーとは，長い間位相が異なるもの
と考えられてきた経営戦略とデザイン戦略の 2つの領域
を縦横無尽に駆け巡ることのできる司令塔的存在であ
り，鋭い感性（センス）と論理性を兼ね備えた“ハイブ
リッド型”エキスパートでなければならない．
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表1　一般人（n = 460）

n数 %

1
流行には敏感だが、勢いだけでは商品を購入 

しないグループ 58 12.6%

2 流行に無関心で、購買行動も消極的なグループ 31 6.7%
3 流行に敏感で、購買行動も積極的なグループ 68 14.8%
4 いわゆる普通人のグループ 200 43.5%
5 他人とは違う何かを求めるグループ 52 11.3%

6
流行に左右されず、自分嗜好を持っている 

グループ 51 11.1%

合計 460 100.0%

表2　武蔵野美術大学デザイン情報学科　学生（n = 140）

n数 %

1
流行には敏感だが、勢いだけでは商品を購入 

しないグループ 14 10.0%

2 流行に無関心で、購買行動も消極的なグループ 19 13.6%
3 流行に敏感で、購買行動も積極的なグループ 25 17.9%
4 いわゆる普通人のグループ 29 20.7%
5 他人とは違う何かを求めるグループ 42 30.0%

6
流行に左右されず、自分嗜好を持っている 

グループ 11 7.8%

合計 140 100.0%
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