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1.　は　じ　め　に

21世紀は経験価値の時代であり，デザインの時代と言え
る．日本のインハウスデザインは 50年という長い歴史の中
で，どのような変遷を辿って今日に至ったかをまず簡単に振
り返ってみる．1950年代，この時代は 3種の神器（冷蔵庫，
洗濯機，テレビ）を代表とする家電の全盛期のはじまりであ
り，デザインニーズの高まりとともに家電メーカーを中心にイ
ンハウスデザイン部門（以下，デザイン部門）が誕生した．
しかし，この時代は欧米の影響を強く受け，日本オリジナル
デザインの創出が新たな課題となり，当時の通商産業省は
この課題への対応策として，グッドデザイン賞，つまりGマー
クを1957年に制定した．1980年代後半には，作れば売れ
る，いわゆるバブルの時代に突入，企業としてはあらゆる
品揃えを必要とし，デザインはそのためのツールであったと
言える．1990年初頭，いわゆるバブル崩壊を迎え，日本が
デフレ・スパイラルに入った時代では，企業は当時 3Kと言
われた，交通費，交際費，広告宣伝費の削減を筆頭に極端
な経費節減を強いられ，製品コストの面ではデザインがそ
の対象の一つとなり，インハウスデザイナー（以下，デザイ
ナー）は意匠部品とコストの削減という厳しい現実に対し，
デザイン品質の維持に苦労した．21世紀に入って，お客様
のモノに対する価値観の多様化とともに，価格や機能を超
えてお客様の心をうつ「経験」に価値を見出すという新しい
経済価値に基づいた経験価値社会が到来，技術の進展に
よる機能や効率中心のモノづくりから，人中心に考え，経
験価値を高めるモノづくりへと競争の視点が移りつつある．
まさにデザインの出番であり，デザインの時代である．日本
のインハウスデザインは，このような歴史的な変遷を経て，
今大きな飛躍（挑戦）のチャンスを迎えている．本稿では，
インハウスデザインが直面してきた現状を自らの経験を踏ま
えて分析し，デザインの時代といえる21世紀にどのような挑
戦をすべきかを提示する．

2.　インハウスデザインの役割と位置付け

インハウスデザインの役割は大まかに言って，大量生
産・大量消費のマスプロ時代（～’ 70年代）における，
色・形・仕上げなど商品の外観デザイン（プロダクトデ

ザイン）から，大量情報・選択消費のマーケティング時
代（～’ 90年代）における，コンテンツ，画面，Webな
ど情報の可視化デザイン（コミュニケーションデザイ
ン）へと拡大，さらにデザインの時代と言われる 21世
紀に入って，ブランドを含む企業活動の全てに係わる課
題解決型デザイン（ソリューションデザイン）へと更な
る拡大を続けている．また，こういう時代背景の中，ま
だ一部ではあるが，企業はデザインを重要な経営資源と
認識し，これまで設計部門や事業企画部門などの下請け
的存在であったデザイン部門を，経営トップの意向が反
映されやすいコーポレート組織へと，より上流へ位置付
け，顕在化させるとともに活用促進を図る傾向も出てき
ている．

3.　デザイン部門に求められる視点

デザイン部門は企業の重要な経営資源であるデザイン
を通して，あらゆる企業活動に係わり，経営及び事業に
貢献するという社内ミッションを持つ．さらに企業の社
会的役割（社会的責任＝ CSR）の一端を担いつつ，企
業の枠を超え，人，生活，社会，そして技術，それぞれ
を最適に結び付け，真に豊かな社会の実現に貢献すると
いう外に向けた社会ミッションをも合わせ持つ．この 2
つのミッションを遂行するための重要なデザインの視点
は，社会のニーズをデザインするという姿勢＝ CSR視
点，企業のニーズをデザインするという姿勢＝ブランド
視点，お客様のニーズをデザインするという姿勢＝ CS
視点の 3点である．

4.　デザイナーの基本能力

デザイナーに備わっている基本能力は，楽しい，嬉し
いと言った人々の嗜好や時代の変化を敏感に感じ取る感
性力をベースとして，まだ実際に存在しないものを思い
浮かべる仮説構築力，その仮説をシナリオ化し，スケッ
チや CG，ビデオなどのメディアを駆使して，わかりや
すく表現する可視化能力，可視化されたものから具体的
に独自性の高いアイデアを創出する独創力，さらに，ア
イデアを効果的にプレゼンテーションすることによ
り，関係者間の迅速な意思統一や意思決定を図る調整力
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の 5つである［図 1］．
しかし，デザイナーがこの 5つの基本能力の全てを均

一的に保有している訳ではなく，人それぞれに個人差が
あるとの認識の下で，個々人の基本能力を把握し，チー
ムあるいは組織として，そのチカラを最大限に導き出す
マネジメントが必要となる．また，この 5つの基本能力
に製品知識（技術仕様，他社状況，市場情報など），さ
らに経営情報や事業情報が加わり，デザイナーの製品化
能力となるが，実質的にはデザイナーの基本能力に依存
する割合が大きい［図 2］．従って，個々人の得意分野
はあるにしても，デザイナーは基本的に事業領域や製品
分野を問わず，幅広いデザインニーズに対応することが
できる．これは研究者や技術者と異なるデザイナーの極
めて特異な能力であり，研究者や技術者の仕事の仕方が
垂直深耕型であるとすれば，デザイナーのそれは水平展
開型であると言える．極端な例であるが，今日まで家電
を担当していたデザイナーが，明日から車両を担当する
ことができるということである．

5.　デザイナーの思考プロセス

デザイナーにはデザイナー特有のデザイナーズジャン
プと名付けた思考プロセスがある．つまり，デザイナー
はある課題に取り組む際に，まず自分なりの成果目標（あ
るべき姿）を頭に描き，次に，必要な知識や情報を得な
がら，一定の段階までは論理的に前進する．しかし，あ
る時点でデザイナー固有の感性により，一気にジャンプ
し，ゴールを目指すというプロセスである［図 3］．決
められた全体の時間軸の中で，どの時点でどんなジャン

プをするか，それはデザイナーの個性である．

6.　インハウスデザインの厳しい現状

一般的に，企業はデザイナーを研究者や技術者と一線
を引き，異質な職種・存在と位置付け，狭義のデザイン
の世界に閉じ込めてしまっている場合が多く，デザイナー
自身もデザイン部門を安住の地と曲解し，現実に気付く
ことなく，それで満足している場合も多い．その理由と
して，デザインは好き嫌いで判断される感性型技術であ
るため，デザイナーを比較可能にする客観的な評価基準
や資格制度が存在せず，技術水準や成果が計り難いとい
うことが上げられる．それ故に，企業活動におけるデザ
インの経営や事業への貢献度算定が難しく，結果として，
デザイナーの処遇は他の研究者や技術者と比較して低く
なりがちである．しかし，デザイン部門が治外法権的に
扱われている場合が多く，それに気付くことは少ない．
これはデザイン部門としての組織及びデザイナーという
職能のプレゼンスの問題であり，プレゼンス向上が課題
である．更に，デザインという専門性やデザイナーの意
識の問題も有り，他部門や社外への展開が難しく，人材
が滞留し，組織の高齢化も大きな課題となっている．一
方で，前述したように 21世紀はデザインの時代であり，
デザイントップの判断と経営トップに対する啓発によ
り，インハウスデザインの位置付けは組織も人も，より
上位に位置付けられる傾向も見られる．しかし，それは
まだ一部の傾向であり，ほとんどの場合，その実態は経
営や事業から極めて遠いところに位置付けられ，極端な
言い方をすれば，社内における孤高の組織と人材となっ
ている感がある．これが日本のインハウスデザインの限
界であり，成長の扉を閉じている要因なのである．

7.　インハウスデザインの挑戦

このようにインハウスデザインの厳しい現状はある
が，デザイナーは本来，人を考え，企業価値を創造し高め
るという企業内でも極めて特異なチカラを（潜在的に）持っ

独創力 仮説構築力

可視化能力 調整力

感性力

図1　デザイナーの基本能力

経営情報（10‐20） 

製品知識（20‐30） 

基本能力（60‐70） 

製
品
化
能
力
�
１
０
０
�

図2　デザイナーの製品化能力
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た存在である．そのチカラを顕在化させ，活用促進を図る
ためには乗り越えるべき大きな 2つの課題（為すべき挑
戦）がある．それは組織的課題と人的課題である．
まず，組織的課題については，デザイン部門をコスト

センターからプロフィットセンターへと，その位置付け
を変えるということである．現在，日本のデザイン部門
は多くの場合，コストセンターとして位置付けられてい
るため，デザインの依頼を出す側も受ける側も本来の価
値をベースに対価の議論は行われていないのではない
か．つまり，デザインの価値が正当に評価されていない
のである．プロフィットセンターとして，デザインの価
値をメニュー化し，提供した価値に見合った回収を行な
い，利益を出し，将来に向け人材や設備に自前で投資で
きる組織形態にすべきである．当然，経営のリスクは有
るが，赤黒が明確になり，それがデザインの価値の定量
化となり，経営や事業への具体的な貢献尺度となる．そ
うすれば自然と自主独立したデザイン部門として社内で
顕在化され認知され，デザインを経営資源化できる．
次の人的課題については，社外で，しかも個人名で

通用するデザイナーを育成するということである．日
本のデザイナーの場合，企業という固い殻に守られ，
独自文化の中で育ち，対外的にはデザイナーというよ
り企業人としての認識が勝り，デザイナーとして通じ
るのはその企業の中でしかないという実態がある．従っ
て，個人名で，しかも外で通用する人材が育ち難い．
社外において人前で話をする場合には，所属する企業
の取り組みは話せても自論あるいは一般論が話せない
という状況はよく耳にする．名刺（肩書き）でしか自
分を表現できないという日本特有の文化がデザインの
世界でも蔓延していると言える．デザインの時代であ
る 21世紀には，デザイン部門を顕在化させ，デザイン
の活用促進を図り，部門経営のキーとなるスーパーデ
ザイナーが必要である．キーとなるスーパーデザイナー
とは次の 3 タイプである．つまり，①看板に頼らず個
人名で通用する高い技術を持つデザインマイスター（技
術），②個を結集し総合力としてデザインを事業化する
デザインプロデューサー（事業），そして，③人・モノ・
金・情報を仕切り，デザインを経営資源化するデザイ
ンマネジャー（経営）である．このスーパーデザイナー
を育成するためには，タフ・アサインメントとして，
異業務経験をさせることが重要なポイントとなる．企
画，宣伝，広報，営業などの社内，あるいは大学，団
体などの社外，いずれにしろ一定期間，デザイン部門
外に出ることで，幅広い業務を経験し世の中を知るこ
とができるだけでなく，自社のデザインを客観視でき
ることにもなり，大きな成長の糧になる．また，この
ような環境の中では，デザインだけでなく，自分自身
をも客観視することができ，強み弱みが見えてくると

ともに，自分の役割や資質（技術，事業，経営）に気
付き，目指す方向が見えてくる．そこから，強みをさ
らに強くする自分自身の研鑚が始まる．それが結果と
して，デザイナー個人から組織，そして会社へと成長
の連鎖に繋がる．結果的に世界で通用する質の高いモ
ノづくりに繋がり，日本経済だけでなく，世界経済の
活性化にも繋がるのである．

8.　ま　と　め

日本のインハウスデザインの歴史は 50年．欧米の追
従から始まり，バブル，そしてバブル崩壊を経て，21
世紀には経験価値という新たな価値観が登場し，デザイ
ンはこれまでのお化粧的価値から，企業の存続にまで影
響を及ぼす本質価値へと大きく位置付けを見直す大きな
チャンスに遭遇している．このような社会背景に加え
て，日本には畳や障子，そして扇子や風呂敷と言った文
化的，歴史的に質の高いモノづくりの技とデザインがあ
る．その DNAを引き継いでいる日本のデザイナーに
は，モノづくりを通して日本だけでなく世界の経済を活
性化させるという潜在能力を持っている．今，デザイナー
に必要なことは，デザインと経営，デザインと事業とい
う関係性を理解し，デザインという狭義の殻から抜け出
すことである．そして，経営に資するデザインという観
点から，デザイナー自身が経営や事業に貢献できるとい
う自信と自負を持つことである．幸い，デザイン部門に
は外部に開示されない中長期的な経営や事業の方針まで
も手に入るポジションに在り，それをベースにデザイン
を行えるという環境が整っている．このインハウスとい
う環境を最大限に活かし，経営に資するデザイン，つま
り経営方針や事業計画を理解したデザインを実践するこ
とにより，経営者に対し経営や事業への具体的な貢献の
姿を提示することができる．それが更なる経営資源の投
入を可能にし，インハウスデザインの発展に繋がる．そ
のためには，インハウスデザインのプロフィットセン
ター化による組織的自立と社外及び個人名で通用する
スーパーデザイナーの育成が急務である．

参　考　文　献
［1］ 紺野登「創造経営の戦略」，2004，ちくま新書
［2］ 小高尚子「エクスペリエンス・デザイン」『電通報』

第 4285号
［3］ デザイン研究所 25年のあゆみ　1983日立製作所デ

ザイン研究所
［4］ Hitachi Design Index 1998日立製作所デザイン研究所
［5］ 川口光男「21世紀型インハウスデザイン部門の新し

い役割」，2004日本デザイン学会特集号



感性工学　Vol.7 No.2

202

著 者 紹 介

川口　光男（正会員）

九州芸術工科大学卒，（株）日立製作所デザイ
ン本部長を経て，現在，日立アプライアンス
（株）取締役商品計画本部長として，白物家電
事業の商品計画・マーケティング，宣伝，知財
等を担当．国際 UD協議会理事会相談役，長
岡造形大学非常勤講師．




