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合化を管理することが，生産マネジメントの手法をデザ

1. は じ め に

インマネジメントに導入しようと試みる MOD の概念を
考察する上で有効であると考える．

戦後，日本の産業構造の変化の中でデザインが果たし
た役割は大きい．製造業が主要産業を担ったハードの時

2. デザイン活動の対象領域の変化と MOD

代から IT やネットワーク化が進歩した現在では，デザイ
ンの機能も大きく変化した．特に IT 関連デジタル機器の

企業内での狭義のデザイン領域として，長く意匠制作

分野では，デザイン開発対象としてのハードの比率が相

という概念が定着していたが，現在では，こうしたデザ

対的に減少し，ソフト部分が増大しており，ハード・ソ

イン領域はもはや古典的となりつつある．周辺分野や異

フト融合型デザイン開発へと急速に移行している．デザ

分野を積極的に取り込みデザイン活動領域の拡大が進ん

インマネジメントを MOD（Management of Design）と

でいる．

言い換えるのは，こうした産業構造の変化にデザイン主

製造業においては，広範な企業活動の中でも製品開発プ

体の戦略的，質的なマネジメントをすることが必要との

ロセスは特に重要であり，企業の体制や風土により微妙な

認識で視点の転換を目指したからである．

差が出るところでもある．前述のごとく，製造業といえど

一般に企業活動は，常に変化しているので過去の成功

もサービス業化は著しく，デザイン部門も製品デザインに

事例は，戦略的に正しくて成功したのか，成り行きの上

専念するだけでは，その戦略的活動を達成できなくなって

で成功を得たのかの検証も十分になされていないのが現

いる．
「デザインする」という意味が拡大し，
「企画する」
，

状である．ましてや，こうした事象は科学的に検証され

「プロデュースする」
「コーディネートする」
「編集する」
「ソ

ることもなくその成功例も失敗例も現実の前に埋もれて

リューションする」などと多岐にわたる．このことがデザ

しまっているのが現状といえる．特に企業内でのデザイ

インの専門性を曖昧にしているともいえる．

ン活動は，企業秘密も多く外部へ公表する機会は極めて

経産省による平成 18 年の「デザイン導入の効果測定

少なく，一般解としての MOD なのか企業の固有事情に

等に関する調査研究」［注 1］では，デザインの領域は狭

根ざした特殊解である MOD なのかは，その分析すら容

義の「コンセプトを具現化するための造形とディレクショ

易でないのが実態である．
本研究では，こうした産業構造の変化とともに企業デ
ザイン活動が変化してきている状況の中で，企業内デザ
イン部門がデザイン活動の対象領域と対象分野を製品開
発プロセスの中でどのように変化させながら，企業経営
の中で戦略的役割を果たしてきたかについて，主として
デザインに関わる意思決定マネジメントについて考察し
たものである．この考察は，日本が得意とした製品開発
工程における「摺り合わせ」や「熟成」をデザイン開発
の各プロセスで積極的に導入することにより，従来のデ
ザイン対象領域や分野を拡げ，ハード・ソフトを融合さ
せたデザイン活動につなげることの有効性に注目したも
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のである．ハード･ソフト融合型デザイン活動（図 1）を
推進する上では，戦略的にデザイン意思決定の分化と統

図 1 ハード･ソフト融合デザイン活動
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ンやコンセプトの可視化を行うデザイン活動を伴った早

デザイン部門（デザイナー）が手がける業務の範囲

期意思決定がデザイン品質向上に大きく寄与するという
点に於いて有効といえる．（図 3）

ン」と広義の「コンセプトを具現化するための計画･設計
とディレクション」が位置づけられている．そこでは，

3. 横断的組織活動機能によるデザインマネジメント

解決すべき課題として企業活動におけるデザインを活用
したブランド構築やモノづくりに加え流通やサービス，

デザイン意思決定の早期化を実施する場合，企業内に

経営理念などのデザインをあげている．更に過去 10 年

おいてはハード･ソフト融合型デザイン開発に関わる意思

間にグッドデザイン賞中小企業長官特別賞を受賞した

決定は，ハードに関しての形態，色彩，模様にとどまら

100 社を対象としたアンケートの結果，デザイン導入の

ないことは前述のごとく理解されてきているが，ソフト

効果は経済的効果だけでなく商品開発力などのモノづく

に関わるデザイン意思決定は，デザイン部門だけではで

りにおける効果やイメージ･ブランド面での効果，企業の

きなくなり，企画や仕様決定そのものであるだけに高度

意識･風土面の効果が一般認識として知覚されていること

な経営判断が必要とされる．

が分かった．中でもデザイン部門（デザイナー）が手が

企業内におけるデザイン活動が横断的組織機能を果た

ける業務の範囲については，「市場調査」，「コンセプトメ

すことが出来れば，デザインの経営に対する貢献は，よ

イク」，「商品のデザイン」，「設計」，「試作品作成」等が

り高まることが期待できる．特に前述のソフト開発にお

上位に上げられており，上流にあたる「市場調査」に従

いては製品開発がハード（外観や機構，電気回路）より

「コンセプトメイク」は 50% 以上となっ
事するのは 40%，

制約条件も多く検証期間も一般的に長くかかるため早期

ているのが特徴的である．これはデザイン活動やデザイ

の企画や仕様決定が必須条件となってきている．

ン領域が企業活動や製品開発プロセスにおける川上を対

事業戦略レベルでの意思決定では，ビジネス戦略，中

象としていることを示しているといえる．このことは，

期計画，研究開発のロードマップとも深く関わるので，

デザイン意思決定に関わる内容が狭義のデザインの領域で

市場（ニーズ）及び技術（シーズ）の両面を戦略的に整

はなく，商品開発プロセスにおける企画やコンセプト段階

合させる専門能力として近年デザインの活用が進んでき

での川上部分が重要であることを示している．
（図 2）

た．プロジェクトマネジャーに横断的機能を持たせた海

MOD では，デザイン開発プロセスにおけるデザイン

外の事例と異なり，日本企業では，複数部門のコンセン

意思決定は，従来型意思決定のマネジメントの積み上げ

サスによる運営と意思決定が一般的であるので，事業の
デザインというデザイン活動が重要である．即ち，個人
としてのプロダクトマネジャーに依存するのではなく，
組織間の調整やコンセンサスをデザインの手法で推進す

デ ザ イ ン 意 思 決 定 の 質

る企業内ソリューション型デザイン活動が有効であると
早期型

の評価がでてきている．（図 4）

従来型

企業内においてはデザイン部門がコーディネート機能
を発揮し，経営企画や研究開発部門の橋渡し役として機

ビジョン･コン セプト の

能する例も多く，可視化したビジョンやコンセプトが事

可視化による意思決定

業計画策定における有力なツールとして利用されてい

×量

る．これは，前述のデザイン意思決定の早期化であり，
デザインの決定が事業計画や商品計画，研究開発や技術
R&D

企画

図3
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学とも受け取れる内容が記載されている．［注 4］こうし

イデア集約，商品ラインアップ計画等のステップにおい

たプロジェクトにおける Mission Statement や Concept

てそれぞれの計画や戦略の構図化やイメージスケッチな

Deﬁnition を纏めるのもデザイン活動として最初に取り

どによる可視化を行なう場合が多い．デザインの経営へ

組むテーマであることは言うまでもない．早期のデザイ

の貢献については，㈱日本能率協会コンサルティングが

ン意思決定とは，単に選択肢を準備して意思決定するこ

2004 年度に実施したデザインマネジメント実態調査によ
ると 169 件（対象 1,500 事業所）の回答では，事業収益
におけるデザインの寄与度合いは，73% と高く評価され
ている．［注 2］

とではなく，製品開発プロジェクトの初期に Mission

Statement や Concept Deﬁnition をデザインという手法
で明確化し，方向付けすることでもある．
デザイン部門が製品開発プロセスで横断的リーダー

自動車・輸送機器・家電機器・精密機器などの分野では，

シップをとることは，困難であるしその必要もないと思

先行デザイン開発が実施されている企業は，「全ての商品

えるが，コーディネート機能を発揮することが重要であ

について先行デザイン開発を行なっている」7%，戦略的

るといえる．デザイン活動では，企業内関係部門だけで

に重要な商品についてのみ先行デザイン開発を行なって

なく，企業やグループ外の関係企業とのコラボレーショ

いる」39% と約半数に相当する．先行デザイン開発の実

ンやコーディネート機能が重要となってきた．

施状況とデザイン事業収益への寄与度も先行デザイン開

このようにデザイン意思決定の早期化は，多くの波及

発を実施している企業ほど収益への寄与度合いが高いと

する問題を提起している．特に IT 産業において収益性や

評価しており，先行デザイン開発を重視する姿勢がうか

付加価値がメーカーから見て川上と川下に移行している

がえる．［注 3］これは，かたちを変えたデザイン意思決

という現実は，製造業であるメーカーの企業内デザイン

定の早期化と考えられる．開発製品のデザイン意思決定

部門としては将来に対する深刻な課題といえる．本来，

ではなく，開発しようとする製品の商品企画や具体的イ

プロダクトデザインの創出する価値は，従来，製造組立

メージを先行デザインというデザイン行為の中で可視化

の部分をピークにベルカーブを描いていたが．製品のコ

させることが，企業内の新技術開発，新市場開拓，新商

モデティ化，システムのオープン化により製造組立業は，

品開発を促進させ，企業間競争における相対的優位性を

いわゆるスマイルカーブに代表されるように結果的に一

確立する大きな基盤となっている．特に開発や設計に関

番付加価値が少ない産業となりつつあるのが現実であ

わる部門との連携では，デザインの初期のビジョンやコ

る．こうした産業において，デザイン意思決定の早期化

ンセプト段階から技術部門を中心にデザイン部門とのコ

を目指すことは，デザイン領域を拡大しデザイン価値の

ンタクトが確実に進んでおり，事業の中期計画等にも反
映されているといえる．また，多くのデザイン作業は，

裾野を広げるところにそのメリットが大きいといえる．
（図 5）

既にコンカレントエンジニアリングとして組み込まれて

IT 産業で特に顕著であるハード･ソフト融合型デザイ

おり，シーズとなる技術開発や技術課題の早期解決が実

ン開発では，川上の材料，部品やソフト開発をデザイン

践されている．

の対象領域として含めていくことと企業や業種を超えて

この点においては，オランダのフィリップス社のデザ

製品やサービスの早期の開発段階でデザイン意思決定を

イン部門が未来のライフスタイルや生活システムなどを

行なうことが重要である．生産マネジメントの視点から

提案するサイトを早い時期からオープンし，同社の目指

見ると製品開発プロセスが個別企業の枠組を超えること

すところを視覚化して先導している．1999 年から発表さ

であり，デザイン部門の対象領域をハード・ソフト融合

The Home of the Near Future で

型から更に上位の異業種における企画・開発段階に立ち入

れ現在も続いている

は，技術開発と生活の関係を論じており，デザイン提案

ることを意味している．製品開発プロセスにおけるデザイ

というよりデザインを含んだ同社の事業における開発哲

ン意思決定の早期化によって，産業構造の変化で一度は外
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部に流出した事業領域を取り戻し，製造業にとって価値創

市場競争において戦略的優位性の確立と競争力確保のた

出可能な状態とすることが出来るのである．

め意思決定の早期化がますます重要となってきている．

4. 早期意思決定（フロントローディング）による効率

ロセスへ関わりあっている．かつてデザインという工程は，

デザイン部門は製品開発プロセスの上流から下流へと各プ
化と質向上

製品開発プロセスの 1 工程に過ぎなかったが，今日では製
品開発の各プロセスで技術部門（研究･開発，設計，生産，

デザイン活動の領域が拡大したことによりデザイン部

品質管理）
，企画部門，営業部門などと並列的にデザイン組

門経営上の効率の低下を生むことが危惧されている場合

織が関与してきている．決してデザイン作業のみが切り離

が多い．しかしながら，早期意思決定の実現には，早期

されて存在できる状況ではない．

問題発見と問題解決が可能である点において物理的な効

製品開発プロセスに於いて，一企業の枠を超えてデジ

率の低下ではなく知的効率の向上と感性的，質的な向上

タルデータがシームレス化するとデザイン部門が入力し

が可能となる．また，投資効率面でも結果的にデザイン

たデザインデータは，瞬時に世界を駆け巡ることになる．

関連投資を低くすることに繋がる．本来，デザイン活動

この結果，デザイン意思決定の内容とタイミングが拡散

に対する投資は，事業投資そのものであり価値を生む投

することになる点が新たな問題となってきている．トー

資として認知されなければならないが，一般的にはコス

タルソリューションとしてのデザイン活動が進む一方で

ト（経費）として考えられることが多い．しかし，付加

こうした細分化が進行することになり，分化（専門化）

価値を作り出すための投資と考えると初期投資とリター

と統合化が繰り返される．こうした状況の中では，デザ

ンの損益分岐点は早期に得られることが多い．

インに関わる各意思決定のレベルの階層化が必要となっ

市場投入までの投資は，主として技術開発と製造設備

てくる．MOD が生産マネジメント手法をデザインマネ

に費やされるが，デザインへの投資は主として人への投

ジメント手法に応用しようと試みた大きな理由がここに

資であるので技術開発や製造設備に比較すると金額もは

ある．相互に依存すると同時に常に最新の状況への対応･

るかに低い．しかしながらそのリターンである効果は，

更新が要求されている．MOD ではこうした柔軟性とブ

定量的経済効果である事業利益の枠を超えブランドのよ

ランドやビジョンづくりに代表される一貫性をマネジメ

うな定性的効果を生み出す．それゆえ従来以上にデザイ

ントすることが要求されているのである．

ンの生成する経済的・物理的価値だけでなく感性価値，
情報価値などを総合的に判断すれば，いかにデザインに

5. 考 察

対する投資が効率がよく，短期間でその投資効果が得ら
デザインに関わる意思決定のマネジメントをその領域

れるかが分かる．（図 6）．
以上によりデザイン意思決定の早期化は，企業内での

の拡大や変化とともに企業デザイン部門へのヒアリング

投資回収効率面で優れているだけでなく，事業戦略や事

や過去のアンケート調査結果等で問題抽出し，その構図

業計画の策定から実施にいたるプロセスにおいて経営判

化と体系化を試みてきた．産業構造の変化に伴う企業内

断を早め，企業理念や事業ドメインを実践する上での企

デザイン活動の変化と意思決定の質･量両面の変化は，IT

業内及び企業外コミュニケーションに大きく貢献してい

化が進んだこの数年更に加速していることが分かった．

るといえる．

冒頭で述べたごとく企業の現場では，こうした成功事例

製造業においては，新製品開発の早期化とタイムリー

の体系化は現実との同時進行下では困難であることも事

な市場投入のため，開発期間の短縮化に企業は総合力を

実である．そこで本研究では，デザイン意思決定の早期

結集して取り組んでいるのは周知の通りである．熾烈な

化の波及するデザイン領域拡大が，企業内での組織活動
としてデザイン部門に多くの新しい機会を潜在的に与え
ており，デザイン部門によるコーディネート機能がデザ
インによる企業内価値を高めていることを明らかにし

売上

た．また，上流で企業を超えて垂直統合から水平統合化

売上高最大
製品寿命

製品構想 開発費レビュー
製品定義

する製造業の現場と下流で激しい販売競争の中でコモデ
ティ化する製品がもたらす付加価値のシフトの中で，こ
うした横断的調整機能が上流と下流に拡大するデザイン

デザイン意思決定
早期化効果

市場投入

デザイン投資

製品開発投資

時間

活動の中で重要であることも明らかにした．
デザイン部門がこうした意思決定にどれだけコミット
しているかは，企業におけるデザイン部門の機能，組織
的位置づけ及び経営者のデザインに対する理解等によっ

投資

て大きく異なる．日本のリーディングインダストリーと
図 6 デザイン関連投資と回収モデル
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いわれた自動車や電機産業のデザイン部門は，近年こう

MOD（Management of Design）と生産管理 −デザインの領域拡大と意思決定のマネジメント−

メントすることを意思決定の早期化の目的のひとつとし

ハードデザイン領域
構造設計
電気設計
ソフトデザイン領域
ソフト設計

てデザイン活動していくことが必要だといえる．（図 7）

6. ま と め
製品開発プロセスにおけるデザイン開発プロセスの変
化は，ツールのデジタル化に較べるとアイデアの展開や
収束，構図化，体系化に関しては変化が少ないといえる．

製造設計

従来のデザイン活動から脱皮して領域拡大を果たした企
業内デザイン部門は，領域拡大と引き換えに専門性の再

図 7 ハード･ソフト領域とデザイン

分化と深化を迫られている．同時にコーディネート能力
に代表される経営が分かるマクロ的視点を好むと好まざ

した経営に関わる意思決定にコミットする機会を拡大し

るとに関わらず迫られているといえる．

ようと努力を重ねている．企業のデザインへの投資が，

このためデザインの概念や領域，意思決定の権限と責

効率的に収益を生む源泉であることを経営者が認識して

任はより大きくなり，これらを戦略的に統合化すること

いることも過去のアンケートやヒアリング調査を通じて

が課題となっているともいえる．コンセンサス・ベース

明らかになった．

の意思決定を行う日本企業は，効率面ではデメリットも

企業内デザイン部門の位置づけについても多くの研究

多いが意思決定後の後戻り工程をなくすことにより，結

がなされてきているが，組織はダイナミックモデルであ

果的に開発期間を短縮できた．反面，独創的デザインの

り常に変化している．今日の組織が明日の組織として存

継続的創出面では問題を積み残してきたといえる．意図

続する可能性は必ずしも高くない．また，ひとつの企業

的に意思決定の構造を変えることでデザインが変わった

で成功した組織形態やマネジメントがそのまま他の企業

企業の事例もあるが，長期的な検証は十分になされてい

で通用することは難しい．企業固有の風土や戦略の上で

ない．

組織は存在し，機能しているわけであるからこうしたケー

本研究でも分かる通り，意思決定は分化（専門化）と

ススタディの限界もある．今日のデザインマネジメント

統合化が同時進行並行型で進行するようになると企画や

では，過去の経験ではなく，体系化された戦略が重要で

コンセプト段階での精度や練り上げの度合いが後工程を

ある．

左右する．その意味では，各プロセスを積み上げた累積

デザイン意思決定の早期化は，こうした問題に共通し

型の意思決定のマネジメントはリスクを伴うので，早期

た基盤としての MOD に適用することが有効であると考

に問題を発見し問題解決を行うことで開発負荷とリスク

える．本研究では，デザイン意思決定の早期化（フロン

低減を図るべきである．

トローディング）が，生産マネジメントで言う下流工程

問題解決の早期化のためには，過去の経験則や他事例

での問題の早期解決につながり開発期間短縮に結びつく

の応用が有効であるが，何よりも重要なのはビジョンや

ということをデザイン活動の場合に適用し，その有効性

コンセプトの明確化であり，その的確な表現である．デ

を述べた．デザイン活動における意思決定のフロントロー

ザイン部門の可視化能力を十分に活用した問題提起は，

ディングは，上流･下流を含めたデザイン領域の拡大とデ

経営者を含め企業内各部門が問題を共有することにつな

ザインの質向上に大きな影響力を持ち事業収益向上に結

がり，問題解決，意思決定を早めるのは言うまでもない．

びつくと結論付けた．従来，デザインの感性的側面から
述べると創造性や美的感覚は，暗黙知の世界であったが，

7. お わ り に

こうした体系化を試みることにより形式知化することが
迫られてきている．

デザイン意思決定の早期化を図る時の最大の問題点

知識のフロントローディングは，過去の経験から得た

は，デザイン意思決定が製品開発プロセスの各ステップで

知識を累積的に活用できプロジェクトの立ち上がりを垂

前倒しになることによってマネジメントする側からは，日

直化する力があるが，感性のフロントローディングは未

常的に積み上げられるデザイン活動の全体像が見えにくく

だ着手されていない．デザイン意思決定の早期化を感性

なることにある．日常的に大小・強弱のある意思決定が上

の視点から考え，製品開発における上流で美しいものづ

流から下流へと続くとデザイン部門の効率が逆に低下する

くりを生む企画や研究開発を主導することが重要である

ことにつながる．デザイン領域を拡大した結果，デザイン

といえる．特に設計面でのハード・ソフト両デザイン領

意思決定がデザインの専管事項として処理できなくなり，

域の融合化に於いて，より重要である．その意味では，ハー

常に経営レベルでの判断を要求されてくるためデザイン部

ドとソフトを融合させたものづくりを企業内でデザイン

門内のスタッフ部門である企画・研究・開発部門の強化が

部門がリーダーシップをとって戦略的にデザインマネジ

必要である．また，このスタッフ部門はデザイナー出身者
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だけでなくデザイン以外の専門家との組み合わせが必要で
ある．こうしてスタッフ部門は，ライン部門との補完関係
だけでなく，企業内でのスタッフ部門とも補完関係を作り
出すことが有効となる．外部のデザインコンサルタントと
の連携も効果的であり，企業内デザイナーの専門性を深め
ることと視野を広めることも必要である．
デザイン意思決定の早期化が，産業構造の変化に呼応
したかのように思えるが，MOD の視点で捉えるとデザ
イン部門がいかに事業構想レベルから．グランドデザイ
ンを提供し意思決定を促すかを実践することが迫られて
いるといえる．MOD という概念を生産マネジメント手
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法のデザインマネジメントへの応用・展開する研究であ
るが，このように産業構造や事業のグランドデザインに
コミットし始めたとしたら，デザインの価値は新たなブ
レークスルーを得ることにつながると思われる．
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