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1.　は　じ　め　に

昨今，ビジネスにおいてのデザイン価値については，
多方面で論じられ，ビジネスにおいていかに重要且つ効
果的な要素であるかが議論の中心となっている．しかし
その産みの親であるデザイナーの潜在能力について
は，論じられる機会は少ないようである，それは成果物
としてのデザインがビジネスでは重要視されているに他
ならず，主役であるはずのデザイナーはプロセスの一つ
としての枠に封じ込まれているのかもしれない．つまり
デザインプロセスの脇役に位置づけられているのではな
いだろうか．そこで，デザイナー自らがビジネスの主役
となりうるには，何が必要なのかを私の経営する独立デ
ザイン事務所が自らのアイデアを事業化したという最近
の実例を通して考えてみたい．

2.　デザイナーの潜在能力

インハウス，フリーランスを問わずデザイナーは，モ
ノづくりプロセスの効率化を進める中において，分業化
された一部のみを任務とする時代が永く続き，その特殊
性から偏った活動や知識，技術，へと傾向したのではな
いか．その結果として一部の能力を発揮するに留まり，
残念ながらデザイナーが本来有する多彩な能力の大半が
封じ込まれ，いつしか一つの専門職として固定化され，
技術分野からもマネジメント分野からも切り離されたと
言えはしないか．そしてマネジメントを学ぶ機会さえも
失い，十分な発言力を持てないまま下請的立場に甘んじ
る今日を招いたとも言えるだろう．しかし，一般論とし
て，あらゆるビジネスには発想力や先見性が重要且つ不
可欠である事は異論の無いところだと思うが，であれ
ば，まさにデザイナーの得意分野ではないだろうか．未
来を予見し，ニーズを発見し，具体化する等の能力はデ
ザイナーが本来持っているはずで，モノづくりに限らず
あらゆるビジネスに活かせる優れた能力の持ち主であ
る．ただ，デザイナーが持ち得なかったのは，ビジネス

で不可欠な様々な経営リスクを含むマネジメント能力で
はないだろうか．つまり，モノの造形的デザインだけに
注力し自らビジネスをデザインするという発想が，欠落
してしまったと言えはしないか，もしそうであれば，商
品開発プロセスにおけるデザイン作業の受託者と言う受
身的立場を超える事は難しいであろう．昨今，モノづく
りプロセスがデジタル化されると共に効率化が飛躍的に
進む時代では，作る行為そのものが国内に留まらずアジ
ア地域などの国際分業がもはや主流となっている中，こ
れまで国内のモノづくりという限られた世界にのみ役割
を得ていたデザイナーにも，今後求められる新たな役割
とはいかなるものかを自ら再考する時期ではないだろう
か．日本企業そのものが作る領域から創る領域へ移行す
る中，新たな役割をデザイナー自身が模索することを期
待したい．デザイナーは特殊であるがゆえ潰しが利かな
いという話をよく聞くのだが，私はそうは思わない，多
くの分野で必要とされる発見力を持つデザイナーほど潰
しの利く存在は他にはないだろう．但し，マネジメント
に目を向ける事が必須であると思う．

3.　デザインとビジネスの課題

一般的にデザイナーが起業すると，日本国内において
は，なぜかデザイン事務所という位置づけとなるのは何
故なのか，ちなみに事務所と称する職業は多く存在す
る．例えば弁護士事務所，会計事務所，設計事務所，な
どがあるが，いずれも共通しているのは，ある専門知識
や能力をもって代行的業務を個人あるいは企業から受託
する職種であり，一般メーカーのように投資的リスクを
伴わず，依頼を受けてはじめて成り立つ受託業務が事務
所という位置づけなのかもしれない．このような背景が
あるとすれば，これらの通称がデザイナーに見えぬ枠を
はめているように思えてならないし，結果として余りあ
る能力をフルに活かすチャンスを自ら排除しているので
はないだろうか．だとすれば非常に残念なことである，
今こそデザイナー自身が古い枠を捨て，デザイナー目線
のデザインマネジメントを研究し実践すべき時機が来て
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いると考える．

4.　デザイン受託業務ビジネスの問題解決策

受託を主たる業務とするデザインビジネスの場合で
は，数ヶ月先どころか来月の受注さえ正確には読めない
現実がある．その要因として，一つは取引先の諸事情が
色濃く反映する取引関係であること，さらに受託作業毎
の対価以外には利益を得難い取引内容となっている．つ
まり一案件に一対価で終わる連続性の無いビジネスと
なっている．これでは事業計画すら書けない誠に不安定
な経営を強いられることになり，数十人を雇用するよう
なビジネスにするにはよほどのブランド価値がある
か，高収益な取引を得るか，競争力ある確かな付加価値
を持つ必要がある．ごく一部を除いて大半のデザイン事
務所においては同様の悩みを抱えていると思われる，で
はどの様な解決策があるだろうか．そこで私が解決策の
一つとして期待したのは，知的財産権の活用である，通
常デザイン業務では依頼案件を進める過程で特許性を有
する新しいアイデアを提供する場合が少なくないが，そ
の権利は依頼者側に帰属する場合が一般的である．その
理由としては，アイデアを具現化する投資的リスクを依
頼者が負担するケースが多く，その開発技術もまた依頼
者が保有している事が多い．一方デザイナー側のリスク
負担は極めて軽いと考えられているのではないだろう
か，つまりデザイナーにはデザイン価値というよりデザ
イン作業としての対価に全てが含まれているという解釈
と思われるが，さて公平だろうか．私はこう思う，高度
成長期の製品開発においては発想力の欧米に対し，応用
力あるいは技術熟成力の日本であったと思う．少々乱暴
な言い方だが前者をデザイナーと置換えるなら後者はエ
ンジニアと言えるだろう．つまり日本では技術優先が未
だに根強いと思われ，結果としてデザイナーの発言力が
弱いのは必然なのかもしれない．これまで述べたすべて
はデザイナーの能力を十分に引き出せていない現状の仕
組みに問題があると私は考えている．そこで私が取り組
んだのはリスクを取るデザインビジネスの実践で新たな
デザイナー価値を見出せないかである．

5.　従来の枠を超えた事業スタイルで新たな役割を

我々が創業時より強く意識し投資したのは，今では一
般的になりつつある CAD ･ CAM等に代表されるデジ
タル技術の活用であった．そもそも私がデジタル技術導
入した最大の理由は，将来あらゆるモノづくりがデジタ
ルデータ化されるであろう時代では，デザインクオリ
ティーを左右するのはデザイナーが関与した高品質の
データになるだろうと考えたのです．モノづくりでは上
流工程から下流工程へ情報伝達するわけですから，上流

に位置するデザイナーがデータ作成に深く関与するな
ら，下流工程への発言力も強まると同時に，モノづくり
へのより深い知識と経験を得ることになり活躍範囲も大
幅に広がるであろうと考えたのである．つまりビジネス
をデザイナーが主導できる可能性に期待したのです．結
果として，この取組みが後の自主開発を可能とする基礎
技術としても役立ったのである．

6.　価値を自らリードする自主開発への挑戦

冒頭から述べているように，受託業務の限界をいかに
克服するかなのだが，デザインビジネスに限って言え
ば，定価というものが無く，全て時価というのがお決ま
りで，いわば日々乱高下する株価のようなもので，デザ
イン価値をデザイナーがリードできないのです．その一
因は価値をサイズや重さ等で測れない無形の付加価値や
鮮度を対象としているからで，買い手により価値が常に
左右されるのです，その是非はともかくビジネスと考え
た場合，その不安定さがデザイナーの活動範囲を制限し
発言力を弱め，利益確保においてもリードできない．そ
れらを打破する手段の一つとして考えられるのは，デザ
イナー自らのリスクで価値を具現化し，デザイナーが発
信源となる市場への提案がありそうである．その実現に
より発言力を強め，対価においてもリードする権利を得
る事を可能とし優れたデザイン創出にも高いモチベー
ションを持てる余裕を生み出すと考える．

7.　デザイナーが挑んだ医療用具の自主開発事例

7.1　取組の背景
今から 10年ほど前になるが，私がデザイナーによる自

主開発を模索している中，ある大手試薬メーカーよりデ
ザイン業務の依頼を受けたのだが，正直言って医療分野
は初めての経験で，当初は専門用語との格闘を強いられ
る事となり，デザイン提案よりも学ぶ事に多くの時間を
さいていた．そして 4年余りの時間をかけて依頼案件を
無事完了でき，無事に市場へ送り出す幸運を得たのであ
る．それらの業務で蓄積した様々な技術や業界知識が，
自らの医療用具開発を進める資源となったのである．
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7.2　あるアイデアとの出会い
当社では，幅広い分野の製品デザインを手がけている，

意図したわけでは無いのだが医療分野における様々な機
器のデザインを受けることも多いなか，ある大型血液検
査機器のデザイン案件を検討中，血液検査では一般的に
使われている，真空採血管という製品を手にして，その
使われ方を学んでいたところ，最初のプロセスである血
液から血清を採取する工程に遠心分離機と言う大掛かり
な機器と手間がかかると知った．もしこれらを機器を用
いずに素早く処理する方法があれば検査機器の小型化が
可能になるのではないかと考えた．その方法についてイ
メージしていたところ，過去の経験から微量な血液から
血清を採取する方法があることを思い出し，その技術を
応用できないかと考えたのが事の始まりであった．そし
て日常業務の合間を使い設計や試作と実験を繰り返し一
つのアイデアを具現化してはみたが，医療業界において
の商品価値や医療現場でのニーズなどは，医療分野に不
慣れな私では判断が及ばず，知人であった医療専門家の
見解を聞いいたところ，採取量の少ない現試作品の性能
では無理だが，必要な採取量を取れる性能 UPがあれば，
世界初の大きなビジネスに化ける製品になるだろうとの
見解を頂き，本格的な開発を推進すべく，自主開発プロ
ジェクトの第一弾と位置づけるに至ったのである．

7.3　開発環境の構築と外部協力者の獲得
まず先に取り組んだのは，やはり工業所有権の確保であ

る，我々のような小規模事業では特許申請にかかわる諸費
用は負担が重く，その費用捻出に苦労を伴うものです．し
かしそのリスクを取らなければ自主開発などできるはずも
無く，未来に賭ける強い思いが不可欠な決断であり，自主
開発への最初のハードルなのです．通常大半の製造メー
カー等はそのリスクを取っているのだが，一般的にデザイ
ン会社では慣れないリスクと言えるだろう．次に取組んだ
のは，開発初期の段階で重要な，市場ニーズや求められる
性能，そして競合製品の情報などについて，医療という特
殊な分野であるがゆえ情報収集が難しく，我々単独のみで
進めるのは困難且つ不利であるとの判断があり，ある医療
分野の取引先へ開発協力を打診することにした．少々時間
を要したが幸いなことに全面協力を引き出すことに成功
し，さらに個人活動が可能な医療分野を経験している有能
なブレーンを獲得すると共に，デザイナーがリードする専
門チームを結成することにした．今考えてもこの準備が正
しかったと確信するところであり，まさにデザインマネ
ジメントの実践である．

7.4　試行錯誤の連続
我々が取組んだ採血管とは真空の負圧を利用した，通

称，真空採血管と呼ばれている製品に属するが，既存の
真空採血管では採血後に血液凝固など前準備に 30分程
度，遠心分離機と呼ばれるかなり大型の機器を使い約

20分程度，高速に回転させて，血球成分と血清成分の
比重差を利用して分離する．一方我々の真空採血管の場
合は，外気と真空の圧力差と血球分離が可能な特殊フィ
ルターを組合わせて遠心分離機などの機器を使わず，し
かも数分で血清を取り出すという，まったく新しい考え
方の真空採血管である．ところが開発初期では，検査に
必要とされる血清採取量の確保不足や溶血の発生（赤血
球が壊れて流れ出す），検査データの結果が思うように
ならない問題が長く続いた．あらゆる素材や設計に修正
を加えながら，一進一退を繰り返していたのだが，一部
の技術者から製品化は困難ではないか，などの意見も出
たのだが，そこは無から有を生むデザイナー魂が断念を
許さず，執念を持ってアイデアを出し続け，様々なアイ
デアを考え出したのである．

7.5　特許公開が新たな協力者を導く
要求される性能が出せず困難を強いられているさな

か，ある大手繊維メーカーから私に一本の電話が入っ
た．我々の特許公開情報を見て貴重な提案を頂いたので
ある．実はそのメーカーで血球分離目的で開発した特殊
フィルターを持っているが，御社の開発品に応用が可能
ではないか，もし興味があればサンプルを提供したいと
言うものだった．もちろん即答すると同時に，そのフィ
ルターの原理情報をつぶさに検討してみて，必ず効果が
あると確信した．数日後にサンプルが届き，早速その
夜，試作品に充填し実験をすると，予測通り採取量が大
幅に増えた．この時の感動は生涯忘れることはできな
い．デザイナーの直感が実を結んだ瞬間である．

7.6　市場規模と自社の規模に合った判断
最終製品への開発に移行する段階が来た．まず検討し

たのは生産技術及び量産化はどこが担当するか，また販
売はどこに託すかである．我々に実績と企業体力が十分
にあれば全て自社でという，少々欲ばった思いもあるの
だが，現実はそうではない．特に医療分野となれば，社
会的信用や相当の企業規模が必要なのだ．ではどの企業
の協力を得られるのかが課題となる，そこで我々は大手
試薬メーカーの協力を得て，臨床検査自動化学会にて技
術発表をして頂き反応を見ることにした．その発表会場
では立ち見が出るほどの反響があり，来場者アンケート
には一日も早い発売を期待すると言った嬉しい要望が多
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く寄せられていた，そして数社の医療関連メーカーから
共同開発参加の打診があり本開発製品の事業化へ確信を
得えることができた．後はどの企業に絞るのかが課題と
なる，技術力や販売力あるいは企業ポリシー，共同作業
の効率を考えれば所在地も十分に考慮すべきだ，そして
当社との関係だけではなく，他の企業間においても競合
とならない良い関係構築が可能となる配慮が必要であ
る．このような様々な検討を重ね，すでに採血管販売で
国内第 2位の実績を持つ大手企業と，開発初期より多大
な協力を頂いた，日本及び海外に販売網を持つ大手試薬
メーカー，そしてフィルターを提供頂いた大手繊維メー
カーとの 4社による共同開発が実現する事となる．

7.7　大手メーカーとのリスクバランス
大手メーカーとの共同開発では，なにかにつけ力の違

いが出る場面が多々あるが，かといって後はお任せと
言った，取り組み方は得策ではない．そのようなスタン
スでは，後々の権利確保に発言力が弱まる結果を招くこ
とになる，人・物・金においては，大手企業と同等なリ
スクを分担するのはひじょうに困難な事であるが，そこ
はデザイナーの発想力をもって，有効なスタンスを得る
ことは可能である．例えば，開発プロセスで頻繁に発生
するアイデアの行き詰まり，技術的問題などは，企業規
模ではなく優れたアイデアが求められる．それこそデザ
イナーの独壇場である．専門家にはない独創性溢れる発
想を提供できるのだ．デザイナーの資産は広い知識とお
金では得られない発想力である，重要なのはアイデアを
売るのではなく，投資する考え方が不可欠なのです，デ
ザイナーにも財力に匹敵する投資力があるのである．

7.8　開発完了後の取引契約
製品完成後に様々な契約があるが，その交渉では法律

的専門知識が必要となる．一般的にデザイナーの専門外
であり，専門家の協力をうるのがベストと思われるが，
これもまた相応の支出を覚悟しなければならない．無理
をして単独で交渉をしようものなら，大手メーカーには
知財を専門にする数十人以上の部隊があり，それを相手
として交渉しなければならず，妥協の多い結果となるの
は避けられないと思われる．どの場合も契約とは法律に
基づき互いの権利主張を出し合う場で，当然ながら少し
でも自社の利益を増やす目的での交渉となる．かといっ
て自社の利益のみを主張するだけでは敵対関係を生
み，契約決裂にもなりかねない．重要なことは目に見え
る重さや量で測れないデザイン価値についていかに理解
を得るか，あるいは法律的に価値を認められる工業所有
権つまり知的財産権を保有することが，契約交渉では有
効な一手である．当然ながら我々も弁理士や弁護士と正
式に契約をして交渉に望んだのは言うまでもなく，各社

の力関係を十分に把握したマネジメント能力が試される
場面でもある．

7.9　共同開発の成果
本製品は 4社の協力体制の末，遠心分離を必要としな

い世界初の新型真空採血管として無事，2006年 8月に発
表となり，主な新聞各社からプレス発表され，医療業界
でも話題となる．思い返せば単独での開発に約 6年，大
手メーカーとの共同開発で約 3年，トータル 9年余りの
開発期間を要した，難産といえる取組みだった．医療認
可やデータ検証も終えた今，時間ともに安定的収益源と
なり，実際の医療現場で生命守る用具の一つとして，広
く利用される事を願うと同時に，デザイナーが発信する
数あるデザイン価値の一つとして意義ある成果でありた
い．もちろん参加企業のみならず，関った多くの方々の
熱い思いが導いた結果であることは言うまでもない．

8.　自主開発を通して知るビジネス感覚の必要性

自主開発を経験して改めて思うことがある，通常のデ
ザイン受託業務で得る知識やデザイナーとして観えてい
るものは，モノづくり上の部分であって，努力や苦しみ
もその範囲である，一方「投資・考え・作り・売る」ビ
ジネスとして，デザイナーに観えているのは極一部分に
すぎない．モノづくりはデザイナーにとって最も重要な
ポジションではあるが，デザイナー個々がビジネス全体
に目を向ける努力を惜しまないことが重要である．

9.　お　わ　り　に

私が取組んだ，デザイナーによる自主開発に期待した
のは，デザイナー価値を高めるのはもとより，受託業務
を主体とするデザイン事務所の不安定な収益環境を改善
することで，受身傾向の強い事業体からの脱却と，デザ
イナー自ら発信する積極的な事業体を創出することであ
る．つまり実社会へデザインを媒体にあらゆる場面で積
極参加を可能にするマネジメント能力を持つデザイナー
に新たな期待と可能性を求めたのである．

図3　世界最速の血球分離性能
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