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1.　は　じ　め　に

「イノベーション」の元来の意味は“現状の刷新”であ
るが，一般には技術領域に限って適用されることが多
い．しかし本来は全く新しいコンセプトの商品やサービ
スを創出したりひいては新しい市場やビジネスモデルを
創造したり新しい経営思想を創り出す等をも意味してい
るはずである．ではバブル崩壊以降日本企業に再興の為
の如何なるイノベーションがなされたのか？それを家電
企業内のデザイン機能という観点から考えてみたい．冒
頭に筆者の立場を述べておく．筆者の専門分野は電子工
学でありデザインではない．家電企業在任中は主として，
海外では商品企画やマーケテイングに，国内では事業部
運営や経営企画に，そして最後にデザインをそれぞれ責
任者として関わってきた．これらの経験から家電製造業
内でのデザインという機能の更なる応用が今後の経営の
イノベーションに大いなる貢献の可能性を持つとの確信
に至り敢えて非デザイン出身の立場から大いなる期待を
込めて新しいデザイン機能のありかたにつき考察する．

2.　日本の家電企業を囲む産業環境

今，企業内のデザイン周辺の産業環境はいかなるもの
であろうか？まず第 1に最近の日本の家電業界は経営
指標の改善や大型M&Aや投資など復活論調で賑々しい
が，その実態の多くは，経営革新や経営生産性改善の領
域は従来の組織個々の部分に限定されており，革新的な
経営思想や経営手法が創造され寄与した事によるとは考
えられない．同体質企業同士が同市場で同技術，同戦略
で以前に変わらぬ体力消耗合戦を繰り広げている．先端
のデイジタル商品群の展開にしても確かにその裾野の広
さから産業界に様々な恩恵をもたらしたが未だ機能性能
主義的ハード志向の路線上から出ていない．従来の顧客

志向という考えは生活者自身何が欲しいのかを分かって
いるという前提があった．しかし，今やこの物に満ち足
りた日本では生活者の欲求は個人の奥深く隠れたままで
ありこれが現在の消費の特徴となっている．この前提に
立ちその潜在した欲求を発見するには生活者側のライフ
スタイルという目線からの観点（略して生活者想向と呼
ぶ．）が必要である．この観点こそ成熟した市場で付加
価値を生み出していく事業展開のためにこれからの家電
経営がおくべき基本姿勢であろう．第 2に商品に組み
込まれるソフト機能が増え続けソフトとハードの高度な
ハイブリッドまたはコンポジット化された融合化商品の
出現がある．この事態は長年のハードウエアのみで且つ
独立型であった商品開発に最適化されていた開発プロセ
スをこれらとは開発思想の異なるソフトウエアの開発プ
ロセスと整合させる必然性があり開発システムの根本的な
再構築を図らねばならない状況を発生させている．第 3
に CADや CGといった IT機器の導入により全工程上
でのデータベースを共有するというコンカレントエンジ
ニアリング化が起きている．開発から生産や販売までの
データ共有のシステム化とその効率的な利用体制つくり
のため全社的な組織間の業務の再配分やそのシステム化
や運用の基本思想の確立等が必須となっている．第 4に
輸出規制や為替問題から海外生産移行・現地設計生産と
いった製造企業のファンダメンタルズが大きく変化し生
産活動のマネジメント上に従来にない新種の問題を提起
している．以上挙げたような相矛盾する要因の相関を俯
瞰しながら設計，企画，購買，生産，販売，利益，金融，
財務といった基本活動機能を如何に再システムアップす
るのかが経営戦略上の重要問題になっている．即ち，従
来の高度工業型企業型組織や思考では処理しきれない状
況が発生しており，新しく発生した要因を整理し新状況
に対応した戦略に基づく企業活動の全体最適を図り直す
べき時が来ているという事である．
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3.　 企業内のイノベーションリーダーは？ 
―MOTという試み

企業に今日最大の利益をもたらしている最適解は明日
の不確実性に対してはそのままでは即破滅の要因にもな
り得る．それを避けるための施策のひとつとして従来は
自社内での研究開発で備えるということが行なわれてき
た．しかし，CTO（chief technical officer）が自社の特
性や情況に関係なく業界の大勢や自分の好みによって研
究開発のテーマを決めるような傾向が出て開発成果が自
社事業の利益や企業価値の増大に結びつかない事が多々
起きた．そこで技術者に経営の概念を注入して技術を利
益の出る事業コンセプトに具現化する組織を志向すれば良
いとの論が出された．顧客の想点で競合や他の業界などな
どを俯瞰した技術ロードマップを作り技術個々の細部では
なく近未来に起きそうな技術イノベーションを洗い出し仮
設を立てリスク最小利益最大のシナリオを作る能力を開発
すると言うものである．即ちMOT（management of 
technology）なる考え方である．なぜ特にここにきて
MOTが特に脚光を浴び始めたのか？それは企業に於い
てこの事業構造転換のためのイノベーションは生活者想
向（顧客志向ではない．）で行われねばならずその組織
内の発想の起点として生活者の立脚点で技術の特異性を
事業化したりライフスタイルに関わる提案やそれを可視
化したりできるというコアコンピタンスに関わる位置に
一番近いところにいるのが技術者であると思われたから
である．日経の BzTec創刊号“MOT”誌の冒頭に曰く
「MOTなるものは自由発想で新しきものを創造できる
デザイン力と同時に多彩な人材を生かしてデザインした
ものを成果物にまとめるマネジメント力．」発散と収斂
という矛盾をマネージし個性的な技術者を組織化して全
体目的に向かわせるという混沌の組織化ともいうべきマ
ネジメント能力への期待である．この概念自体には矛盾
は見出せないがそれではここ数年来もてはやされてきた
MOTという概念が当初期待したような潮流を作り得た
のか？結論を出すには早いかもしれないが答えは現時点
では否定的なようである．

MOTの発信地であるアメリカでは機を一にしてデザ
インを基本に置いたMOD（management of Design）
なる概念も双子のように提起され日本にも紹介され
た．これは今行われているMOT議論の中のテクノロ
ジーとかエンジニアリングとか研究開発という言葉をデ
ザインに置き換えエンジニア，技術者という言葉をデザ
イナーに置き換えれば問題認識の領域と方向が元の機能
は技術とデザインという別のものであるとしても即
MODの議論と同意義になるほど近い概念である．にも
かかわらず，日本ではMOTとして技術者だけが経営へ
の新参加者として優位的に扱われ，MODという思想は
マイナーの扱いを受けていた．以下MODを論ずるため
にMOTとの相関で考えてみたい．

4.　 MODがMOTより優位のマネジメントになる
可能性

それでは企業はMOTを志向することのみで何故経営
革新が図れなかったのであろうか？そもそも志向した
MOTなる概念は実現できたのであろうか？事業の原点
である製品開発には技術もデザインも必須の機能である
が両者には共通した性向が在る．技術者やデザイナーは
自己実現のための作品とみなして細部にのめりこみ何の
ための技術でありデザインであるのかを事業や企業の目
的から俯瞰する能力に欠け企業の目的である利益構造や
資本効率に無関心である場合が多い．こういった性向も
機能性能追求型での産業構造では問題は少なくポジテイ
ブな面すらあった．しかし生活者想向を経営キーワード
とする場合にはコンセプトリーダーとしてはMOT志向
技術者とMOD志向デザイナーのどちらが実現しやすく
どちらが適しているのだろうか？顧客を生活者即ちライ
フスタイルというシーンから広く俯瞰し提案するという
能力が基本的に肝要であるが，デザイナーは本質的に発
想の領域が広く自由であり企業内での事業組織や研究開
発テーマや会社のタブーまでも簡単に乗り越える特性を
持っている．それ故に生活者のライフスタイル観察から
の隠れた欲求抽出と言う面では従来の企画組織と補完し
あう立場にあるが更にはこれらを発案時点で可視化出来
ると言う決定的な武器を持ち，技術や生産などの後工程
の制約や優位性を勘案しながら新しいトレンド提案や事
業システム提案や新販売方式やビジネスモデルまでも発
案できる可能性がある．デザインに企画と共に企画の起
点や新規事業や商品の開発時に大きなイニシャテイブが
取れる位置を与え技術はその範囲で技術的な評価や製品
化のアイデアを出すといった階層をもったプロセスが合
理的であると考える．MODをあえてMOTの上位概念
においてはどうかという提案である．MODが企画とと
もにリーダーシップをとりながらMOTの協力の下に中
長期のライフスタイルの変化や大局的な技術のロード
マップを勘案し自社にとって起きれば決定的な影響を与
えるであろうパラメーターを洗い出し幾つかの仮説を設
定しそれに基づいて短期の商品や事業の計画が如何にあ
るべきかを具体的に提案していく．生活者想向時代では
仮説―実行―修正―実行のサイクルをまわす速さも基本
問題であるがこうする事によりその問題の改善にも貢献
できる．もちろん経営組織全体としては経営トップにこ
ういった概念を如何に認識してもらうかというかといっ
たことや，MOTやMODに相応しいマネジメントを如
何に輩出するかそしてまたそこから如何に経営者を輩出
していくかという根本問題や更には企業全体として
CEO，CTO，COO達がこの情況を理解共有した議論が
経営会議で行なえるような情況が可能にならなければな
らないという“鶏とたまご”的な大問題は当然あるが，
ここでのスタンスはまずはこのMODなる考えを是とし
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てこれを志向するムーブメントを企業内に生み出すとい
うきっかけを作る事が大事であり企業全体が生活者想向
に向かう準備ができればその後は自発的な試行錯誤を通
して組織が自ら成長し独自の企業文化を形成する基本構
造が生み出せると考える．この確信は筆者が実行してき
た経験が元になっている．企画のスタート時点にすでに
概念的には製品開発が終わっていることのみならず商品
導入や販売計画まで終わっていると言う発想である．具
体的には企画立案時に開発テーマを持って技術者，企画
者，デザイナー，営業，資材，時には事業部長や役員が
チームとなり生活者宅（国内 &海外）を直接訪問して
そこで数時間過ごさせてもらいその生活を色々な方向か
ら見聞きさせてもらうという事を主市場につき数十件行
なった．こうする事によってチーム全員が情況を共有し
（情報間に言葉や組織の壁が入らない）自ずと目標とす
る商品像が形成され，参加者各自の立場でなすべき目標
が見えてくる．不毛の議論なしで仕事に入れる．チーム
と顧客の想いが一致したところで次のステップに入れ
る．企画を立てデザインをした時点で今度はバイヤーを
訪れ，バイヤーからアドバイスを受け企画への参加意識
を持ってもらう．この時点で既にある程度の受注が確保
され，販売計画の振れが少なくするという重要な効果を
生む．そして多くの場合こういった活動の中では技術者
ではなくてデザイナーの提案や発想がこのチームをリー
ドしてきた．これが生活者想向を目指した実際の活動の
一例であり，この様な活動がMOTやMODの志向して
いる世界のイメージと相関してくる．
こういった活動の基本が整ってくるとさらに次項で述

べるような他部門との関連が緊密にならざるを得ない情
況を生み出している．この情況は組織全体が変革を要求
しており，ここでデザインのマネジメントや技術者のマ
ネジメントの改善だけを局所肥大的に論じても有効では
ないとも見えるが，デザイナーや技術者がその最初の意
識変革部門で問題提起部門でなければならないと考えて
おり，さらにはデザイン部門がこのミッションにより
適っていると考えている．

5.　MODの領域と組織の性格（日本型MOD）

最近ではMOTがManagement Of Technologyよりもむ
し ろ Technology based Management と か Management 

based on Technologyといった広いニュアンスを志向して
単なる技術者のMBAコースと言ったこととは一線を画
す論調が出ている． 同様に MOD も Design based 
ManagementとかManagement based on Designと呼
ばれる方向を志向すべきであると考える．言って見れば
「デザイン経営」というよりはデザインの持つ可能性に基
づいて事業の展開方法を再構築するということであり「経
営デザイン」に近い．組織的にはいえば従来の企画にデ
ザインを一体化させそれを事業の基点としその前段ス

タッフや後段ラインの全組織をシームレスに管理するプ
ラットフォームとし全工程中に予想される課題をこのス
テージにフイーッドバックしそこであらかじめ処理する
といった考えかたである．そしてここではこのステージ
で行なうデザインのマネジメントをMODと呼ぶ事とす
る．この概念でのMODのインハウスデザイン部門に期
待する領域と基本機能はおおよそ以下のようになる．

1）現在のデザイン機能と能力
①  企業のイメージとそれにかかわるあらゆる可視化
されるイメージを統一するための独自の世界認識
や美意識や文化の造成中心 ② 時代の欲求を広く
抽出する見識とアブダクション能力 ③ それを自
社のビジネスと関連付けられるビジネス感覚 ④ 
それを自ら事業あるいは商品として視覚化し提案
する表現力（ハードとソフトのハイブリッド型商
品やそのシステム提案力） ⑤ それをデータ化し
データベースとして管理するする能力 ⑥ その考
えを他にプレゼンテーションする能力

2）前工程との関連機能
①  中長期の新商品や新事業の提案を先行開発提案す
る機能．アイデア開発力や造形力のみならず結果
として全社的な生産システムや商品開発システム
の改善などの全工程に深く関わる機能

②  コーポレートカルチャーやCIなどの創設や育成
や管理や企業の基本戦略レベルでのプロジェクト
運営やそれに関わる経営トップのジェネラルス
タッフとしての機能．

さらに日本型MODの特徴的な機能として

3）後工程との関連機能
①  設計・生産・コストなど後工程の諸条件の判断を商
品企画と共同で行い最適な商品のソフトとハード
の機能構成・デザインを提案する機能．

②  特に最終商品のインターフェースのイメージに基
き，デバイスや工数などを勘案しながらインター
フェースデザイナーと IDが協力してターゲット
コストや日程などを調整して行く機能．例えば（1）
GUI開発時に多様なデバイス（液晶やそのグラ
フィックデバイスなど）の性能，仕様を熟知する
ことによる最適なマッチング提案．（2）ソフトコー
ドの肥大化を避ける為の後工程を想定した仕様策
定．（3）後刻ソースコードやデバイスの再利用が容
易となるように設計やメンテナンスの容易さを考
慮したデザインの企画設計．

③  設計，資材，品質管理との共同作業領域として，
海外設計生産業務への参加．即ち，電気部品以外
の原価の大部分を占める機構や外観部品は生産国
によりかなり事情が異なるので，世界共通の品質
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や生産性を確保する為デザイナーの判断を企画ス
タート時に取り込むプロセス設定が重要となる．
その為のデザイン自らの調査機能として1.加工業
者の検索，2.他業界の製造方法の調査，3.樹脂成
型方法の提案4.表面処理や塗料などの調査5.金型
業者の調査，6.量産図面の精査等が必要である．

以上からわかるように従来の工業化時代にはデザイン
が関与しなかった機能が多く加わっており，高度情報化
とグローバル化という二つのキーワードが図 1に示す
如くデザインの業務領域の拡大をもたらし，その結果と
して仕事の多様化や増大という事のみならずデザインの
有り方が経営の効率に大きく関与する事態が出現したと
いう事である．これらの要因の出現は結果としてかなり
強制的にデザイン組織が図 2の如く前後の工程に強く
関連づけられることとなり，従来のような事業の一部を
担当するサービス部門的な立場から経営活動の正にブ
レーン的な立場に押し出されつつあるというデザインに
とって重大な局面が創出されているという事である．こ
のように企業内デザイン部門が企画部門と共にブランデ
イングや先行開発提案をも含めて製品開発の初期段階に
於いて，後の工程上で想定される問題をも早期に取り上

げて（フロントローデイング）早い段階で問題の処理を
してしまう（フロントソリューション）という新らしい
マネジメントの主管部門の一翼を担わざるを得ない状況
が生み出されている．企画・デザイン工程（前工程）と
設計生産工程（後工程）を連続したシステムとしてトー
タルで考え，後工程の情報をフイードバックし従来のデ
ザイン工程をそれらの情報を集中処理する基点（プラッ
トフォーム）にするという考えである．開発初期には高
度なハイブリッド型商品のインターフェースまでも含め
た製品の最終全体像や海外での生産条件などを考慮した
最終商品イメージはデザイナーの頭の中にのみ存在しそ
れを可視化できるのはデザイナーだけであり，構想段階
や企画段階で前後の工程，特に設計や生産上の問題を想
定しそのソリューションを導きだす作業はデザイナーの
リーダーシップなしでは成立しない事態である．このデ
ザインに関わる情況を積極的に評価し企画部門などと共
に新組織を構成し育成し洗練を深めて経営改善に寄与さ
せるべき時がきていると考える．即ち，デザインと企画
を中心とした製造業の新マネジメント概念としてフロン
トローデイング &フロントソリューション型マネジメ
ントセンターという組織コンセプトを確立し経営へ応用
すべきという提案である．そしてこの組織内のデザイン
が広く関わるマネジメントをここでMODと定義する
事としたい．
ここでこの思想が日本的特徴であるということを欧米

の産業構造との比較でしておきたい．早くから成熟型情
報社会であった欧米デザイン界は事業戦略提示型の経営
スタイルの大型独立デザイン事務所が存在し，彼らの企
業でのコンタクト部門はデザインよりもむしろ経営トッ
プであり日本のデザイン界よりも経営に近く位置してい
る．本国には生産機能をもたないというビジネスモデル
が欧米産業の構造となっており当然教育をも含めたデザ
イン界はこの条件との相関で成立している．彼らの業務
は事業や商品の戦略やビジネスモデルの提案ということ
をビジネスの土台としているため，往々にして彼らが提
供するデザインはそのままでは製造出来ないというよう
な傾向があり彼らにデザイン依頼をしていた韓国や中国
企業がデザインの発注を日本へ回帰させているという現
象を発生させている．こういった情況を踏まえてここ十
数年らいの過激で急速な海外設計生産のシフトにより日
本の製造業も一時期開発製造構造の方向性を見失ったが
最近は合理性を取り戻しつつあるように思える．即ち，
商品開発，デザイン，設計，資材調達，製造といった全
工程の基本組織を社内に有する日本の家電製造業とその
周辺の種々の技術や部品を持った協力企業群との共存共
同開発体制の構造が日本の最先端の商品を生む基本構造
であるとの再認識が生まれ，製造業の日本回帰が起きて
いる．日本の家電企業はこの協力企業間とのシームレス
な産業構造を再評価しその維持を前提に国内パイロット
開発生産，海外現地大量生産という構造でグローバルな

図1　デザイン業務領域の拡大

図2　MOD領域の拡張
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開発生産体制を再編成しようとしている．これが日本型
の企業内MODを成り立たせる土台でありその特徴であ
り今後のMODの発展と展開を考える場合の基本条件で
ある．日本の企業内デザインを論ずる場合はこの脈絡上
でなされしかるべきでありこの産業構造を無視した単に
作品としてのデザインのみの国際比較などをもって企業
内デザインの価値を語るべきでないと考える．かように
日本の企業内デザインはマネジメントとして重要な位置
にあることを確認すべきでありデザイン部門は大いに自
信を持ってさらに大きなミッションを背負った日本型
MODを確立していってもらいたいと望む所以である．

6.　MOD的人材の育成

以上の如くMODという概念は従来から現在まで行な
われてきたデザイン機能を土台とするがその周辺に更な
る業務の拡がりとマネジメント領域の拡大が加わり過去
にはない新しい機能と立場が期待されている．従ってこ
こで要求されている能力は周辺拡大機能については従来
組織の人材を再教育する事で賄えるかもしれないがそれ
を統括するMODに関わる管理者レベルの人材は従来組
織でいえばデザインマネジメントを基礎としながら経営
企画，商品企画，設計生産のマネジメントにも通じてい
る必要があり単純化して言えばデザイン組織の長がプロ
ジェクトまたはプロダクトマネージャーを兼ねるといっ
たような能力が必要だろう．MODのマネジメントは高
度な学際的な理解力やある程度の企業内で複数の現場経
験がないと実行し得ない性格のものであり工業型発想で
縦割り組織に固定化されている産業界ではこの種の学際
的人材を育てる環境は整備されていないと思われる．多
くのデザイン組織の現状は社内の基本的な認識が得られ
ないままむしろ自発的につぎはぎしながらも既存の業務
や組織の隙間を埋めつつあると考えられ，その為に外部
の専門家集団への業務委託や外人の採用や中途採用者に
より能力補給している面もあり，それが新卒採用者が少
ないといった要因の原因をつくったり更にはこの問題の
全体像を見えにくくしており，それが企画組織の再編へ
のエネルギーに至らなかったり，企業の根幹を為す重要
なマネジメントであるMODの重要性を浮上させない悪
循環をつくっているものと考えられる．恐らくは，確と
した美意識，社会観，世界観や歴史観といったグローバ
ルに通用する価値観を持った経営トップが演繹的にこの
様な改革を進めることが理想であるが，いまのような経
営者の選出システムではしばらくは期待できそうもな
い．当事者としてデザイン界に生きる者は自身の変革と
同時にこのMODの重要性を経営に社会にアピールし続
ける努力が必要である．企業内のデザインの立場は刻々
と変化し更に大きな舞台へ押し出されつつあり，積極的
に現状を観察し分析し新しい可能性を見出し自らが育て
てアピールしていく気概が新しい世界を創り出す．今後

は企業文化によってMODの経営への応用にはかなりの
バリエーションが生まれるかも知れないが，それが即ち
横並びからの脱却という機会を生み，真の付加価値を作
り出す源泉となり得ると考える．

7.　終　わ　り　に

デザイン界の諸活動はともすればデザイン界だけで完
結しているように見受ける．大学教育の場，企業内での
デザイン組織，そしてデザイン関連の外部活動やデザイ
ンの諸々のムーヴメント，すべてがデザイナーだけで完
結しているように思える．
肝要な事はMODの論を整理確立することと同時に，

デザイン世界から経営者やビジネス中枢である経営企
画，商品企画，マーケテイングなどの部門へ働きかけデ
ザイン界と経営界がこういった観点からの議論を交わし
経営諸問題をデザインから俯瞰しながら個々の企業文化
に相応しい形でMODを取り込んだ組織に変革させて行
くといった実践的なプロセスが必要であろう．現状はデ
ザイン界自体からよりもむしろ非デザイナー領域からの
MOD価値の理解者がすこしずつ増えている様な感すら
あるが，やはりデザイン界からの奮起がほしい．当面は
従来からのデザイン組織を中心としながら企画部門との
補完をしつつ少しずつ多様な周辺能力を持った多角的ハ
イブリッドなデザイン組織でMODを実践しつつ更なる
ハイブリッド化を必要とする新生企画組織の重要なメン
バーと変容していこうとする意思確認が肝要である．恐
らくは MOD の内容や必要人材の具体的イメージは
MODコンセプトの実践と修正の繰り返しサイクルから
経験的に形成されてくるような性格をもっていると考え
られ，そういった潮流が生まれればそこで初めてMOD
に向かって産官学が補完し合った大きな日本産業界の新
しいムーヴメントが生まれてくると考える．企業に於い
てMODの概念が確立してくれば教育界も進むべき方向
にもっと焦点が合ってくるのではないだろうか？一時
期，アメリカで“デザイナーの為のMBA=MOD”と称
したコースが多く設けられた．が，創作のみに関心のあ
るデザイナーに無理やり財務諸表の読み方やキャッシュ
フローやサプライチェーンを教えて“経営の分るデザイ
ナー”が出来上がったのだろうか？ 10数年も早くこの
課題に取り組んだアメリカで出た答えはネガテイブだっ
たようだ．MODのミッションを具体的に示せる様にな
れば，それに関心のあるデザイナー達（または志望者）
をもっと早い段階で他の専門域をダブルメジャーさせる
とか敢えてデザインという組織でない場所で配属研修さ
せるとかはたまたデザイン以外の出身者にデザインを研
修させる等の複眼的制度が有効になってくるかもしれな
い．思考錯誤のサイクルを早くまわして企業経営の新コ
ンセプトとしてMODという概念を積極的に評価，成長
させ「造形デザイン部門」から「企業イメージデザイン
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部門」へ，さらに「経営デザイン部門」として旧来の経
営企画や事業経営の一翼を担う組織としての成長を期す
べき時である．

NIPPONESE DESIGNERS, BE AMBITIOUS !!

AND AIM HIGH !!
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