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1.　は　じ　め　に

デザインマネジメントのルーツは 1920年代のドイツ
における AEG，あるいは 40～ 50年代のイタリアにお
けるオリベッティに遡るとされている［1］．また今でこ
そ多くのMBAコースが乱立し選択に迷うほどだが，最
初に教育の場にデザインマネジメント講座が登場したの
は，70年代の英国ロンドン・ビジネス・スクールで，
Peter Gorb（現客員教授）が始めたとされている［2］．
デザインマネジメントの重要度が増し，デザインは企

業経営の戦略的武器となると言われているが，デザイン
と経営の間には依然として深い溝がある．大手製造業の
経営トップでさえ，未だデザインの効用を正しく理解せ
ず，企業経営に活用していないと囁かれている．一方，
デザイナーは経営，もしくは組織管理への理解が根本的
に欠落しており，管理者にはそもそも不向きとの声も聞
く．恐らく，どちらの言い分もまちがってはいないのだ
ろうが，「群盲，象をなでる」の古い諺にあるように，い
ずれも局部的視点から観ているだけで，全体を俯瞰して
結論づけたものではないと思われる．そもそも，デザイ
ンはデザイナーの専門的，かつ特異な感性にのみ起因す
るもので，経営や営業，あるいは技術など専門外の分野
の人々には美的感性が欠落するが故に到底，理解できな
いものであろうか．また，逆にデザイナーには経営セン
スが備わってなく，マネージャー〔経営者／管理者〕に
は慣れないものなのだろうか．センスを磨く，またはス
キルとして研鑽する仕組みは確立できないものなのか．
日本におけるデザインマネジメントに関する論議

も，70年代初頭から産・官・学のさまざまな場で行わ
れてきたが，本稿では，1990年まで遡り，その時期に
起こった異業種協業のデザイン活動をふり返って検証す
ることで，あらためてデザインとマネジメントの間に横
たわる様々な疑問や誤解の，いわば縺れた糸を解きほぐ
し，デザインマネジメント方法論の確立に資するための
一考察を試みる．

2.　デザインと経営との関係

2.1　デザインとは何か
デザイン（design）の語源はデッサン（dessin）と同

じく，「計画を記号に表す」という意味のラテン語
designareである ［3］．つまりデザインとは，ある問題
を解決するために思考・概念の組み立てを行い，それを
様々な媒体に応じて表現することと解される．当初，日
本においては，「形態」や「意匠」と訳されたため，単
に表面を飾り立てることによって美しくみせる行為と長
らく誤解されてきた．また，一般的には，ファッション
デザインやグラフィックデザイン分野において，人々が
先に耳にしたため，誤解が助長されたのかもしれない．

designの最も近い和訳は「設計」であろう．また，人
間の行為（その多くは目的を持つ）をより良いかたちで
適えるための「計画」が次に相応しい概念である．人間
が作り出す人工物（artifact）は特定の目的を持ち，その
目的に適うようデザイナー（設計者）の手によって計画
され，そして可視化，実体化される．あらかじめ計画さ
れた通りに実行されなければ，目的に適わず，使いもの
にならないばかりか故障や事故など取り返しのつかない
悪影響を及ぼすこともある．従って，デザインは「最初
から意図して考える」ものであり，作った後にデザイン
を施すなどは，化粧のように表面を取り繕い誤魔化すに
等しく，あってはならないことなのである．
デザインの対象は，身の回りの生活用品，衣服，印刷

物，工業製品，建築，都市などにとどまらず，目に見え
にくいソフトウェアや，システム，制度，あるいは人間
の生き方（人生設計）にも及ぶ．考慮すべき要因には，
操作性，機能性，実現性，経済性，審美性，社会性など，
目的の実現に関わる全てが含まれる．従って，専門知識
として習熟すべき学問分野が固定し難く，あらゆる分野
に，横断的，かつ学際的（interdisciplinary）に関わると
されている．近年では，さらに「構想」もデザインが意
味する重要な概念であると認識されてきた．企業におい
ては，戦略構想（構築），国や自治体でも，企画立案，
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構想策定，政策を作る意味でグランドデザインの言葉を
使う．

2.2　マネジメントとは何か
研究社の新英和中辞典（第 6版）で，「management」

を引くと，まず「経営，管理，経営力」と出てくる．逆
に新和英中辞典（第 4版）で，「経営」を引くと，「〔管理〕
management， administration 〔運営〕operation」とある．
通常，経営は管理や運営の上位概念として位置づけられ
ることから，マネジメントの狭義の訳が「管理」，広義
の訳が「経営」と考えられる．
1850年代初め，マルクスが「資本論」の執筆を始め

た頃は，マネジメントという事象はまだ知られていな
かった［4］．1885年から 1910年にかけて米国で開発さ
れた，フレデリック・テイラーの科学的管理法が短期間
に労働者を訓練し生産性を高めたとして，現在，マネジ
メントのルーツとされている．その後，二度の世界大戦
を経て驚異的に発展し，以下のようなサブカテゴリーか
ら成るとされる［5］．
（1） 人材マネジメント : 

Human resource management
（2） オペレーションマネジメント : 

Operations or production management
（3） 戦略的マネジメント : 

Strategic management
（4） マーケティングマネジメント : 

Marketing management
（5） 財務管理 : 

Financial management
（6） ITマネジメント : 

Information Technology management
ただし，この分類は厳密なものとは言えず，現在で

は，危機管理（Risk management）やナレッジマネジメ
ント（Knowledge management）等，様々なカテゴリー
が創出されている．むしろ，俗に，「人，モノ，金，情
報（知識）」と表現される経営資源をどのようにマネジ
メントするかが問われている．
経営学の権威として日本でも信奉されている，P.F.ド

ラッカーは，「経営（management）」とは，業務を遂行
する行為であり，その目的は「成果」によって定義され
なくてはならないと述べている．そして，成果を生み出
す業務行為こそ，経営そのものであるとしている［6］．

2.3　デザインマネジメントとは何か
一般に，日本におけるデザインマネジメントとは製造

業など大手企業のインハウス・デザイン部門を主な対象
として語られてきた．企業内デザイン組織のマネジメン
ト，あるいは企業経営との関わりについて論じられるこ
とが多かったため，組織を伴わない，たとえばフリーラ
ンス・デザイナーや陶芸作家が行なう仕事にはマネジメ

ントの概念など必要視されなかったのだ．しかし，仕事
を行なうにあたって，ベートーベンが第 9交響曲のよう
な名曲を生み出したように 1人で行なった方がはるかに
能率良く目的に適っている場合もある．しかも，かつて
はオーケストラを仕立て，才能ある各種演奏家を組織し
なければ実演できなかった交響曲も，現在はパソコンを
用いて 1人でも演奏できるのだ．経営資源としての「人」
の位置づけはいまだ重要だが，次第に「情報」や「知識」
の優先度が高くなってきている．
経営資源が限られている場合に，その内の何を優先す

べきかを決定するのが経営者の重要な職務だが，「金」
が「人」を生み（またその逆もある），「情報」が「人」
や「金」を生む（これも当然，相互の方向性を持つ）．
つまり，マネジメントによって，資源は質を変えなが
ら，次々に新たな価値を生み，成果に繋がる．本来，フ
リーランス・デザイナーはアントレプレナー（起業家）
であり，経営者である．初めにマネジメントのスキルが
無くとも，試行錯誤を通して経験を重ね，やがて作家と
して名を売り，成果を上げていく者もいれば，企業の下
請けを忍耐強くこなし，良好なパートナーシップを構築
していく者もいる．また，自主開発した情報価値をビジ
ネスに発展させ，大企業とも丁々発止に渡り合いなが
ら，新たな市場を創造する挑戦者もいる．成果の質は異
なるが，成功者に共通するのは，それぞれの資源を有効
に活用しマネジメントを行なっていることだ．
さて，事業規模が拡大するに従い，さらに「人」を雇

い入れ，「モノ」や設備を整え，「金」を調達し，キャッ
シュフローをコントロールしつつ，投資と拡大再生産の
サイクルをスパイラルアップする．そして，商法や知的
財産権等の法的枠組に習熟しながら，さらに新たな成果
を求めていく．これは，あくまでも単純化した一つの成
長のモデルに過ぎないが，経営とはつまりはそんなもの
だ．株式会社ソフトデバイスホールディングス社や株式
会社アイ・デザイン社に見られる成功事例は，そのよう
な意味における，優れたデザインマネジメントである
［7］， ［8］．
一方，大手企業のインハウス・デザイン部門の場合，

成果をどのように認定するか，あるいは認識させるか，
信頼すべき評価基準がないことが彼らの立場をあいまい
にしている．また，概して，センター長に経営資源のす
べてを自由に活用する権限が与えられてはいないこと
が，彼らのポジションをあいまいにしている大きな原因
でもある．つまり，この場合，（デザインを包含する）
経営はあくまでも取締役が行い，デザイン部門の管理だ
けをセンター長に委ねているわけだ．従って，多くが上
から与えられた「人」と「金」を用いて，自分のテリト
リーの管理を行なっているだけであり，これでは永久に
マネジメントのセンスは養えない．「人」に限って言及
すれば，最前線で働くデザイナーやプランナーの能力や
人数には関心があっても，後方で支援する事務管理部門
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への関心は欠落している．これは，例えれば，かつての
日本軍が戦線への兵力投入にキャパシティを超えて邁進
したため，ロジスティクス（兵站・補給）に破綻をきた
したことと構図は全く同じである．事業規模と事務管理
の関係を含めた経営資源のバランスをどのように定める
か，また限られた資源をどのような優先順位で利用すべ
きか，今成すべき案件の選択と集中など，地に足のつい
たマネジメントへの志向が現在，最も求められている．

3.　日本のデザインマネジメント運動

3.1　時 代 的 背 景
1990年は日本のデザイン（運動）史上，ある意味で特
異な年だった．1980年代に吹き荒れた，いわゆるポスト
モダン的デザイン手法が表層部で地滑りを起こし，85年
のプラザ合意による急速な円高を背景にした過度の景気
刺激策（後にバブル景気といわれる）により，企業が方
向性を見失った時期ともいえる．危機感を感じた人々
は，21世紀を目指す新たなパラダイムを探るため，暗中
模索の活路を見いだそうとしていた．まず，ビジネス書
籍出版大手のダイヤモンド社は 1990年，4月に「ダイヤ
モンド・デザイン・マネジメント・ネットワーク機構（以
下，DMNと略す）」を設立，約 30社の会員を集めた．
当初の年会費は，1社あたり 360万円であった．統括プ
ロデューサーの池亀拓夫（デザインステーション代表取
締役）は「企業にとってのデザインマネジメント，それ
は企業活動におけるデザインのポジショニングを，経営
資源の重要な要素として位置づけ，活用していくための
方法論である．」と設立趣旨で述べ，「DMNは企業戦略
の一翼を担うデザインをマネジメント，マーケティン
グ，コーポレート・カルチャーなどのアングルから考察
し，その融合を図る．」と謳った．［9］
同年 5月には，異業種協業デザインネットワーク「東

京クリエイティブ（以下，適宜 TCと略す）」が設立さ
れた．当時，西武百貨店代表取締役社長の水野誠一が理
事長を務め，オリンパス光学工業，シャープ，イトーキ，
INAXなど業種の異なる 10社（後，17社）が参加した．
設立当時はまだバブルの影響もさほどではなく，一社あ
たり 870万円という，高額の会費を集めて運営されて
いた．TCには，浅田彰，伊藤俊治，柏木博，坂井直樹
などがブレーンとして参画し，次世代を担う国際仕様の
商品研究やマーケット創造，及び新たな流通チャネル開
発などをテーマに定期的にセミナーを行なった．また，
異業種協業による商品開発など実験的試みも行われた
（詳細は後述する）［10］．
そして，同年 9月には，キャノン，ソニー，日産自動

車，日本電気，日立製作所の大手 5社による「東京デザ
インネットワーク（以下，TDNと略す）」が設立された．
正式発表のセレモニーには，5社の代表取締役社長が顔
を揃え，その意気込みを示した．TDNも TCと同様に

デザインの持つ可能性を通じて，企業活動のフィロソ
フィーと新世紀へ向けた新たなパラダイム構築を目指し
たが，企業の社会的責任やフィランソロピー（社会還
元）などの問題にデザインから積極的にアクションを起
こすべきと表明したことは，日本のデザイン史上かつて
ない画期的な出来事であった［9］．
以上のように，3大デザインマネジメント運動体が同

一の年にあいついで設立されたのは，バブル景気により
企業内の豊富な資金が研究開発やデザインにも還流した
ことは大きな一因ではあるが，デザインを取り巻く社会
的ニーズの高まりが拍車をかけたことは確かであろ
う．また，それまでも業界団体におけるデザイン関連部
会は既に存在しており，同業他社との情報交換や交流も
行われていたが，自社内だけで押し寄せる様々な問題を
抱え込むよりは，問題意識を同じくする者同士で業界の
垣根を超えて交流することに多少のコストを払っても十
分メリットがあると判断された．1990年とはそういう
年だったのだ．

3.2　東京クリエイティブの活動
さて，ここでは 3大デザインネットワークの内の一

つ，東京クリエイティブ（TC）に焦点を絞り，その組
織構造と活動の一端に触れてみたい．TCは TDNと同
様，参加企業の代表権を持つ経営トップ自らが理事とし
て運動母体の設立に関与したが，さらにブレーンとして
招聘した各分野の専門家との意見交換にも積極的に参加
したことがユニークな点として挙げられる．初期の活動
は主に「商品研究委員会」と「商品開発委員会」の 2つ
の委員会によって進められた．前者は，先に述べた，浅
田彰，伊藤俊治，柏木博，坂井直樹が研究委員としてそ
れぞれの専門分野からデザインと経営へ向けた論説を定
期セミナーの形式で展開し，参加企業メンバーとのディ
スカッションを行なうというものだ．後者は DMNの総
括プロデューサーも兼任する池亀拓夫が商品開発委員と
して取纏めを行い，筆者を含む 3名が商品開発コーディ
ネーターとして外部から招聘され，空間系，身体系，情
報系，交通系の 4つの分科会を担当した．会員企業から
は主にプランナーやデザイナーなどの商品開発担当者が
参加し，テーマごとの勉強会を通して，自社内では得ら
れない知識や経験を共有していった［11］．4年目から
は，さらに絞り込まれたテーマに基づき，「住空間」，「ウェ
ルネス感覚」，「エコロジー」，「食思考」，「東京ワーキン
グスタイル」，「コミュニケーション」の 6プロジェクト
に，「アート Xテクノロジー研究会」を加えた，事実上
の 7プロジェクト制にて遂行．それまでの 3年間の活
動において，研鑽を積んだメンバーの中から，それぞれ
のプロジェクトリーダーが選出され，研究委員や商品開
発コーディネーターらをアドヴァイザーとして活用しな
がら，独自の商品開発研究に従事した．ふり返れば，こ
の時のプロジェクト遂行は，単に新たな商品開発方法論
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の構築に留まらず，プロジェクトマネジメントをこなせ
るリーダーを生み出すための研修制度，言い換えればイ
ンキュベーション装置として，多大な貢献を果たしたと
考える．事実，INAXの高野秀士リーダーが采配を振るっ
た「住空間プロジェクト」から生まれた「バリアフリー・
キッチン」は INAX，大林組，イトーキの 3社の共同プ
ロジェクトとして企画開発され，プロトタイプ製作，及
びモニター販売までこぎつけることができ，TC活動を
象徴するアウトプットとなった．「バリアフリー・キッ
チン」は，使う人の層を可能な限り広げていくという，
現在のユニバーサルデザインの概念を一早く採り入れた
画期的なコンセプトを持っていた［12］．
「バリアフリー」はその後，TCの根幹の一つを形成
する理念となり，さらに広義のバリアフリーとして，「マ
ルチメディア時代のバリアフリー・パラダイム」の創造
へと発展していった．高野は後に，「何と月に 20日は
何らかの会議などで TCに通っていた．（中略）がむしゃ
らに本を読み，記録を読む日が続いた．いつのまにか

TC教（？）の信者になっていた．1993年『住空間プロ
ジェクト』を始めた．各社の熱心な信者が参加したこの
プロジェクトは，その後の自分の考え方や仕事への取り
組みのスタイルを，決定付けたといっても過言ではな
い．」と記している［13］．高野は 98年から TCが活動
を終える 2000年までの 2年間，スーパーバイザーとし
て運営の中核を担ったが，INAXにおいても自らが設立
したデザインセンター長を経て，宣伝部長を歴任．近
年，INAXにおける空前のヒット商品となった全自動ト
イレ「サティス」は彼のプロデュースでもある．

4.　マネジメント能力を研鑽する仕組み

東京クリエイティブは単なる勉強会や研修の機会を提
供したのみならず，参加した様々な立場の人々にとっ
て，マネジメント能力を磨く演習の場として機能した．
前述の「バリアフリー・キッチン」プロジェクトにおい
ては，参加メンバー各人は異業種のまったく異なる職能
の仲間たちと同一の目的のもと協同プロジェクトを組
み，今までに無い卓越した成果を導き出した．この経験
は他ではなかなか得難い貴重なものであり，その後の
キャリアに大きな貢献を果たしたものと推察する．少な
くとも，プロジェクトリーダーの高野は，TC活動を通
じてデザインの価値，そしてそれをどうマネジメントす
べきかを確実に理解したのだ．プロジェクトの場は，ま
さにデザインマネジメント研修所であり，マネージャー
を育成するインキュベーション装置だった．
さて，TCは参加各社の代表権を持つ取締役が理事に

就任していたが，彼らもまた，高度な知識を披露する専
門家たちとの交流を通して，最新のデザイン事象に触
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君は東京クリエイティブを覚えているか？　デザインとマネジメントの間に横たわる諸問題を解くための一考察

れ，経営へのデザインの生かし方に関する知見を着実に
高めていった．当初，「アート Xテクノロジー研究会」
と呼称された勉強会は1994年に「経営研究会」へと発展，
96年には「マネジメントフォーラム」と改称し，2000
年まで続いた．2000年 2月開催の「21世紀への展望」
と題された最終回では，水野理事長ほか会員企業の理事
と発起人が集まり，10年間の活動を総括し，未来への方
向性を語った［14］．理事の 1人，伊藤七郎（株式会社
イトーキ代表取締役会長）は，10年の活動をふり返り，
「TC活動で導き出された 21世紀のキーワードとして，
ユニバーサルデザインとエコロジーデザインの 2つが
あったが，イトーキではこれを合わせて，『ユーデコ』
という言葉を作り展開している．（中略）また，マイン
ドデザイン研究部会で大きなテーマとなった，アフォー
ダンスの観点でユニバーサルデザインを展開していくと
セールス方法も変わってくると思っている．」との発言
を行なった．参加したほとんどの理事から TC活動から
は多くのヒント，キーワードをもらったが，中でも環境
問題とユニバーサルデザインの重要性に気づかされたこ
とは大きいとのコメントを引き出している．また，乃村
義博理事（乃村工藝社代表取締役社長）は，「（TCから
は，）21世紀に我々が発展していくための骨子の一つを
いただいた．結果的に，それは我々の経営戦略の一部に
なっていくだろうと感じている．」と述べ，参加各社の
経営トップが一様に，デザインが経営戦略に多大な貢献
を果たすと身をもって体験したことが推察できる［14］．

5.　お　わ　り　に

東京クリエイティブは，参加した様々なポジションの
人々にデザインマネジメントを学ぶ機会を提供した一大
教育研修機関であり，その質はまさに大学院に匹敵する
ものがあった．
近年，経済産業省における戦略的デザイン活用研究会

や高度専門人材育成事業等でも，高度なデザインマネジ
メントができる人材をどう育成するかが検討されている
［15］，［16］．大学院レベルの教育機関の設置も一つの
解であろうが，文部科学省の枠組みでいうところの，い
わゆる大学や大学院である必要はまったくない．90年
代に展開された，3大デザイン運動体（ネットワーク）
を参考にした，IT時代の，まさにグローバルな研修ネッ
トワークの仕組みこそが重要であろう．同様の仕組みを
単一の企業内において実現するためには，経営トップの
強い意志，専門家等，各種ブレーンを招聘し運営するコ
ストの問題，また舵取りを誰が行うか等，複雑な要素が
絡み合うため，かなり困難であり，数社で資源を持ち寄っ
て外部組織を設置した方が効率的，効果的かもしれな
い．また，自社内で行う限り，「井の中の蛙」の発想か
ら抜け出すことが難しいが，いわゆる，「留学」と同様，
一旦，外に出て，あらためて外から中を見つめること

で，中に居た時に気づかない様々なことが見えてくると
いった効果も見込める．
東京クリエイティブは 20世紀末の日本のデザインマ

ネジメントにおける偉大な実験場であった．現場のデザ
イナー，及び企画マンがプロジェクトのシミュレーショ
ンや OJTを通して，プロジェクト・マネージャー，そ
してやがては経営の一角を担うジェネラル・マネー
ジャーとして修練するための，孵化装置であった．一
方，経営トップにおいては，各分野の知識人や話題のデ
ザイナー，コンセプトメーカーからデザインを取り巻く
社会事象の変移，及びそれに対処する思考法を学び，そ
のエッセンスを経営実務に生かすための研修装置でも
あった．

TCで試みられた実験的手法は，21世紀の今日，IT
を活用した新たな方法論の確立への期待を促すととも
に，ボトムアップ，そしてトップダウンのいずれの方向
からも，未来を切り開く高度なデザイン人材（マネー
ジャー／経営者）育成が可能であることの示唆を与えて
いる．
最後に，デザインマネジメントの父と言われた，

Peter Gorbの言葉を紹介して，結びの言葉と変えたい．

“What designers need to learn, and this is the most 

important thing, is the language of the business world. 

Only by learning can you effectively voice the arguments 

for design.” ［17］
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