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1.　は　じ　め　に

デザインの目的はモノを通して人間に豊かさを与える
ことと仮定すれば，MODの目的は製品に豊かさという
価値を付加して売るための経営知識と技術の追求とな
る．豊かさの尺度は時代と共に変化するから，モノ自身
に豊かさを求めた時代からモノに付随した情報価値に豊
かさを求める時代に変化した現代にあって，デザイン自
身も当然変わってよいはずである．商業デザインと工業
デザインで始まった日本のデザインも，今ではWebデ
ザインに至るまで対象領域を拡大し職業としても確立さ
れたが，問題点を有していないわけではない．日本のデ
ザインは企業内で行われるのが大半であるが，従業員比
率 1%以下の組織に留まっているだけでなく［1］，企業
内における地位も依然として高いとはいえない．また，
調査データに見られる製造業から見たデザインに対する
期待度の低さも気になる［2］．今後，日本のデザインが
どのように変貌を遂げていくのか定かではないが，職業
として確立してから僅か半世紀という歴史を考えれ
ば，過去の延長線上に捉えないほうが賢明に思える．
筆者の立場は，デザイナーの有する潜在的パワーに対

する社会的評価の低さを問題視し，評価を上げるために
どのような策があるかをMOD視点から考察しようとす
るものである．デザイナーの「評価を上げる」ことは，
現状を超えてデザイナーに「何ができるか」を考えるこ
とであり，一度固定概念を外して考えてみるのも大事と
考える．本稿では，考察するときのひとつの切り口とし
てデザイナーの能力に注目し，そこから何らかの手懸り
を得ることを目的とした．

2.　研 究 の 方 法

本研究のきっかけは，2003年開催の第 6回アジアデ
ザイン国際会議に先立って任命された募金委員長という
役割にあった［3］．当時は日本の産業界が不況の真っ只
中にあったため，目標額達成には大きな困難を伴った．
そのため大手企業デザイン部門のトップマネジャーを訪
ね歩いて協力を要請したが，結果的にMOD関連情報の
収集という副産物を得た．また，資金を集めるための手

段としてフォーラムを開催したが，運営組織がそのまま
当学会のデザイン＆ビジネス研究部会に発展し，今日ま
で活動を継続することになった．本稿では，過去 5年間
の上記活動に筆者の企業における現場経験と現在の神奈
川県を対象とした活動を通じて得られた情報［4］をも
とに，自らの経験領域に鑑みて，デザインを工業デザイ
ンに絞り，日本のデザインは企業内で実施されることが
大半のため［5］，企業内で活動するデザイナーを中心に
考察した．

3.　デザイナーの能力

デザイン力について経営層に説明する場合，デザイン
の定義よりもデザイナーの資質や能力を引用するほうが
多いようである．理由として，デザイン領域の拡大が定
義を抽象化したことによる説得性の低下が考えられ
る．デザイン力については，「資質」と表現する場合と「能
力」と表現する場合があり，差異の判断が難しいが，お
おむね先天的な要素によるものを資質とし，後天的に獲
得される要素によるものを能力とする考え方が経験的に
理解し易い［6］．しかし，ここでは便宜上両者を区別せ
ずに，能力という表現に統一して考察する．
デザイナーの能力については，デザイナー以外による

説とデザイナーによる説がある．前者の代表例として，
黒田の「造形力」，「構想力」，「調整力」［7］や，野中等
の「概念化能力」，「媒介能力・触媒能力」，「視覚化・形
態化能力」［8］があり，後者の代表例として，松下電工
の「造形力」「仮説構築力」「商品化推進力」，日立製作
所の「可視化能力」「独創力」「仮説構築力」「調整力」「感
性力」があげられる．一般に，デザイナー以外の方がデ
ザインを広義に捉える傾向が強いのは，デザイナーは自
らの可能性と限界を認識しているために，より現実的に
ならざるを得ないためと思える．その他，デザイナーの
能力を説明するときに引用される概念として，「暗黙
知」や「アブダクション（仮説形成）」，「アナログ思考」，
「右脳思考」等があるが，どれも論理的に説明し得ない
能力として取り扱っていることでは共通している．
非デザイナーである紺野は，「デザイナーの能力とは

ただ設計図を描いたり，製品に美しいラインを与えるこ
とではない．それは，まず第 1に見えないコンセプトや
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知識を製品の形態にすることであり，さらにそのコンセ
プトに至るまでの多様な知識を視覚的手段で統合するこ
とだ．また，この能力を発展延長させると，デザイナー
は組織の創造におけるコーディネーター，コミュニケー
ターもしくは媒介者としての役割も果たし得るようにな
る．こういったデザイナー能力を有効に活用することで
製品開発を円滑化させることができる．しかし，実際に
デザイナーをこのように活用している企業がある一方，
多くの企業ではデザイナーは“美しいスタイル”づくり
に限定されていることが多い．［9］」と観察している．

3.1　造形力，構想力，調整力
文献や資料に引用される率では，黒田の「造形力」，「構

想力」，「調整力」が比較的多いように思える．例えば，
「戦略的デザイン活用研究会に向けた検討メモ（経産
省）［10］」の，「デザイン活動においては，製品の造形
力を発揮するのみで完結させるのではなく，製品コンセ
プトを決める構想力と製品を実際に企画・生産・流通・
販売するための調整力を密接に連携させながら高付加価
値化，差別化を図っていくことが期待される」や，「日
本人デザイナーの造形力は先進国と比較して劣っている
わけではないが，構想力，調整力との連携が不十分なデ
ザイナーが多数を占めており，」などが代表例である．
しかし，「造形力」，「構想力」，「調整力」のうち，造

形力については理屈抜きで納得いくが，構想力と調整力
は現状のデザインを見る限り，期待度が高すぎるように
思える．家具什器，事務器具，日用品といった構造や機
構等が単純な分野に成功事例が見られるが，家電製品や
情報通信機器のように技術が高度化・複雑化してくる
と，デザイナーの構想力や調整力を十全に機能させて技
術者等に対するリーダーシップを発揮することは不可能
に近い．例えば，自動車の開発におけるプロジェクト・
マネジャー（企業によって名称が違う）には各社とも技
術者が任命されるのが普通である．それでも，デザイナー
の，対象を鳥瞰的に捉えて発想する構想力や，複数領域
にわたるプロジェクトで人やモノをまとめていく調整力
は，経験上，技術者との差別化という視点から明解なパ
ワーとして認識できるし，技術的な要素よりも人間的な
要素が強く求められる分野や，専門知識の度合いがそれ
ほど高くない分野では，効果を発揮する機会がこれから
増加するものと思われる．

3.2　生 活 者 視 点
次に，構想力には，「生活者視点」から発想していく

能力があるという，デザイナーにとっては至極当たり前
のことについて考えてみる．「生活者視点で思考する」，
または，「生活者視点でしか思考できない」ことをデザ
イナーの武器として更なる強化を図ることが，デザイン
の評価向上の重要な要因になると思えるからである．生
活者視点は，消費者視点，ユーザー視点，人間中心設計

（human-centered design）等と同じ基盤にたつ概念と考
えられる．また，デザイナーには様々な生活者の立場で
発想したり（認知的共感性），ものごとを楽観主義的，
プラス思考，未来志向で考えるパーソナリティが備わっ
ていることも見逃せない．デザイナーは，そのような思
考をするように育成され，経験を積んできている．
過去を振り返ると，戦後，米国からマーケットリサー

チと共に直輸入されたデザインは，経営層から販売促進
の妙薬として期待されすぎたためにギャップが生じ，経
営者にデザイナー不信の念を抱かせたこともあった．ま
た，陶磁器等と異なり，家電製品等では機構も構造もデ
ザイナーがコントロールするには無理があったため，外
観形状のデザインに留まったものの，デザイナーがあた
かも自分の作品のように発表する傾向が強まったために
批判がおこり，それが契機となってデザイナーの役割が
スタイリングなのか，全体のまとめ役なのかという議論
に発展，困難な役割に相当する役職上の権利を求めてデ
ザイナー副社長論まで登場したこともあった．一方，エ
ルゴノミクスやヒューマンエンジニアリングの知識が海
外から導入されると，人間に対する製品の機能が問題と
なり，人間機械系という概念が浮かび上がってきた
［11］．戦前の対物に重きを置く機能から対人に重きを
置く機能に重点が移ってきた訳で，機能概念は生理的側
面から心理的な側面にまで拡張され，やがて人間性重視
というデザイン本来の使命感を満足させながら，今日の
生活者視点のデザインという概念にたどり着いたものと
考えられる．筆者の場合も企業内において，デザイナー
はつくり手（技術者）でも売り手（販売者）でもなく，
使い手（生活者）の視点から発想するように教育された
が，こうした企業内における技術・販売・デザインの概
念的棲み分けがいつの間にか定着していった．企業内に
いながら生活者視点で思考することは，A.トフラーのプロ
シューマーなる概念もあることから，デザイナー特有の
思考形式とはいえないが，生活者視点で発想することに
徹底する職能であることは今後のデザイナーの武器とし
て注目してよい．

3.3　関　連　知　識
デザイナーの大半は，デザイン系大学等における造形

の専門教育を受けるが，それ以外の領域の専門知識修得
については，時間的な制約もあり，「広く浅い」知識の
範囲に留まるのが一般的であり，それでよしとされる傾
向が強い．より専門的な知識は企業で学ぶことになる
が，その知識も物理や数学の知識を必要とせずに得られ
る材料や表面処理，色彩等の専門知識の獲得が中心であ
るのは，企業内において技術の専門化，分業化が進んだ
ためでもある．経営的知識を学ぶ機会は管理者として育
成される一部の場合に限られ，知識として体系づけられ
ていない．以上の傾向は，もともと計算したり分析する
ことよりも，モノづくりや絵画等に興味を持つがゆえに
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デザイナーの道を選んだという生来の体質が大きく影響
している可能性も強い．

3.4　アブダクション
次に，デザイナーの思考形式を，アブダクションとい

う概念を引用して考えてみる．アブダクションを最初に
考察したのはアリストテレスとされるが，近代において
は，19世紀後半から 20世紀初頭にかけて，プラグマティ
ズムの始祖であるパースが深く研究し，後にハンソンが
精密化した．それ以降は顧みられることもなかったが，
近年は情報科学，特に人工知能研究の一環として再び注
目を集めており，わが国では吉川が積極的に研究し 
［12］，デザイナーにも影響を与えてきた．デザイン分
野に広くアブダクションが知られるようになったの
は，1993年に JIDPO（日本産業デザイン振興会）主催
で開催されたデザインの日・記念講演会において吉川
が，「デザインの新地平へ向けて・仮説提示力（アブダ
クション）としてのデザイン」と題して紹介してからと
思われる［13］．パースが示したアブダクションは，
1982年に，「偶然，愛，論理」と題して上梓されている
が［14］，デザイナーに知られるようになったのはおそ
らく 1990年出版の P.G.ロウ「デザインの思考過程」あ
たりからと思われる．P.G.ロウは，デザイナー（この
場合は建築デザイン）の思考の一般的なタイプを検討す
るための有効な方法は，デザイナーの思考プロセスの観
察にあると考えてデザイナーの様々な思考事例を調査し
た結果，デザインには段階を踏んで成立する理想的な思
考技術は存在しないこと，与えられた課題と思考してい
る実験的な提案との間を往復しながら試行錯誤している
うちに突然発想にいたること，その思考は，パースがア
ブダクションと名づけたものとよく似ていること等を指
摘し［15］，建築デザイン領域におけるアブダクション
について説明を試みた．吉川は，設計行為におけるアブ
ダクションの重要性を説いてきたが，ここでは彼の著書
からアブダクションの要点を以下に列挙する［16］．
①人間の推論は，大まかに演繹推論，帰納推論，仮説

形成（以下アブダクション）に分かれる，②帰納の本質
は 1組の事実からもうひとつの類似の事実を推論するの
に対し，アブダクションはある種の事実から直接観察で
きない別種の事実を推論する，いわば発想と呼ばれる部
分であり，独創性が求められるが，体系的な論は確立さ
れていない，③演繹は問題のことがらに関わる事実を既
知の法則を用いて説明するため，誰がやっても同じ結論
に達する普遍性がある代わり，極論すれば個人色が否定
され創造的なアイデアを創出する可能性を否定する，④
学問の世界で新しい理論として高い評価が与えられるの
は，法則の微妙修正ではなく，全く新しい法則の提案で
あるから，新理論という学問の飛躍的進歩に，アブダク
ションが重要な役割を果たしている，⑤ただし，演繹は
間違わず，帰納は間違ったときに修正の方向性が与えら

れるのに対し，アブダクションは間違いを犯す可能性が
ある，⑥それでも，人類にとって，従来の知識の言いか
えでなく，知識を本質的な意味で増やしてくれるのがア
ブダクションである．
以上から感じ取れるのは，アブダクションという思考

とデザイナーの思考が極めて類似していることであ
る．アブダクションは，仮説生成，仮説形成，仮説構築
とも表現され，デザイン分野ではよく使用される言葉で
ある．アブダクションを身近な日常用語に置き換えれ
ば，独創的な発想とでもいえようが，単なる発想と独創
的な発想の間に境界は存在せず，かなり曖昧である．
P.G.ロウが，「建築の場合，前例の多い形式ならば帰納
と言えるが，独創的な建築ならばアブダクションのもつ
性質をつよくもつことになる」としているが，「デザイ
ンの場合も，前例の多い形式ならば帰納と言えるが，独
創的なデザインならばアブダクションのもつ性質を強く
もつことになる」と置き換えることができる．
アブダクションの説明で興味深いのは，アブダクショ

ンが生まれる仕組みについてパースを含めて多くの学者
が思索を重ねたが，結局明確に説明することができず，
人間の不思議な能力という結論に達したという事実であ
る．アブダクションに大きく依存するデザイナーの主張
や意見が企業内で理解されず，特殊な能力をもった職能
と捉えられていることが理解できる．
吉川は，アブダクションの重要性は，従来の知識の言

いかえでなく知識を増やす点にあること，その過程が解
明されない以上，機械的にはできないこと，その結果，
必然的に人によって異なる推論をすることになり，出て
きた推論はとりあえず正しい仮説であるが，いずれ間違
いであることが分かる可能性を持っていること，アブダ
クションで発想したアイデアが工学技術の力を借り，市
場に製品として仮説のまま出ていく結果，アブダクショ
ンのもつ間違いが生じたり，個々の企業の多様な考え方
が異なることが許容されること，そのため，場合によっ
ては大きな問題を生じることを指摘している．環境問題
がそのよい例で，個々の製品に問題がなくとも，トータ
ルシステムとしては地球環境の破壊という問題を引き起
こしていることをあげている．アブダクションは，最終
的には倫理性という問題にいきつくことになる．以上か
ら，デザイナーという職能は，アブダクションに大きく
依拠していること，発想したアイデアの検証が必要であ
ること，ゆえにデザインはアートと違い，単独では存在
できない職能であることを認識しておきたい．
一方，世の中の現象はすべて仮説によって説明されて

いるともいえるから，デザイナーのみがアブダクション
思考を必要としている訳ではない．工場の生産管理で
も，製品開発プロセスを扱う技術管理でも，資材調達の
ための購買管理でも，生産活動の現場でも，当然ながら
必要とされ，時には経営の運命を左右することも多い．
製造企業においては，開発設計部門がもっともアブダク
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ションを必要とする．デザイナーと技術者の差異をアブ
ダクションという視点から考えたとき，アブダクション
思考の比率とアブダクションした結果の可視化（造形）
能力の有無と考えてよさそうである．

3.5　暗　黙　知
次にデザイナーの思考に関してよく取り上げられるも

のに，M.ポラニーの暗黙知という概念がある．ポラニー
は今まで取り上げられることのなかった非言語的な知の
構造を明らかにしようと試み，ゲシュタルト心理学やそ
の他の知見を用いて考察した結果，言語的・分析的な知
に対する非言語的・包括的な知に対して暗黙知という概
念を唱えるに至った．我々が人の顔の識別をする場合
に，顔の諸部分から顔全体へと注目していくことなどを
例にあげながら，暗黙知という概念は部分的要素から全
体像を求める行為であるとした上で，細部に過度にこだ
わると複雑な対象を理解することの妨げになること，即
ち全体像の把握が困難になることを強調している．ポラ
ニーは，人間が知識を発見し真実と認めることは，経験
を能動的に形成し統合することで可能となるため，その能
動的形成や統合こそ知識の成立にとって欠くことのできな
い暗黙的な力であるとして，芸術やスポーツ，工芸等の分
野の能力はいずれも暗黙知に依存していると考えた［17］．
デザイナーの思考を説明する際に暗黙知という概念が

引用されるのは，非言語的な思考であるためだけでな
く，多数の個別要素から全体を推定していく思考形式，
前述した「広く浅い」知識構造から「鳥瞰的」に全体像
を思考していくところが暗黙知という概念と通底してい
ると考えられる．ポラニーが言うところの，細部にこだ
わりすぎると全体相を見失うことになる，という部分と
相通じるものがある．

4.　デザインをめぐる周囲環境の変化

ここで，デザイナーの思考を活かしてデザインの評価
を上げるという本稿の目的に深く関わってくるであろうデ
ザインをめぐる周囲環境の変化について述べておきた
い．
日本のデザイナーが現在直面しているのは，消費者の

欲望の変化をどう受けとめるかという課題である．冒頭
でデザインの目的とはモノを通して人間に豊かさを与え
ることと仮定したが，現代における豊かさは個人によっ
て異なる極めて主観的な概念であり，精神的なものであ
る．経済のサービス化が進み，第 3次産業の比重が高く
なるにつれ，有形（tangible）な製品と無形（intangible）
な製品の境界が曖昧になってきた．また，今日の消費活
動では，モノのみ，またはサービスのみを購入する状況
は意外と少なく，多くの場合モノとサービスの組み合わ
せで購入している．そのため，製造業であってもモノに
付随するサービスに配慮する必要性があることに加

え，製品，システムが消費者の手に渡るまでのビジネス
全般にわたって真の顧客主義が望まれている．そのサー
ビスも，広範な対象に一律に同質・同量のサービスを提
供する概念から，個々の顧客に異なる質と量のサービス
を提供することが重要となってきた．IT技術の発展が
個人情報を分析し，特定個人のためのサービスを提供す
るという市場のセグメント化を可能にしつつあるが，こ
うしたサービスの変化は今後のデザインに徐々に影響し
てくるものと思われる．
例えば，2003年に総人口の半数が 50歳以上という状

況を迎えた以上，市場は数の多いほうにダイナミックに
動くから，高齢者を対象とする新しい市場が現れるだろ
うが，医療や介護市場は典型的なサービス産業となるは
ずである．筆者が高齢者向けケアハウス等を何度か訪問
して感じたのは，まだまだ特定個人のためというサービ
ス視点が欠落したビジネス段階に留まっている現実で
あった．
高齢者に限らず，社会全体がモノに対する欲求を失

い，精神的充足感を求めている．こうした時代だからこ
そ，生活者視点から新しい発想を生み出すデザイナーの
能力を活かせるはずである．加えて，デザイナーの楽天
的思考や物ごとを前向きに考える特性も効果的に機能す
るはずでもある．ただし，個々の顧客に異なる質と量の
サービスを提供するためには個人情報の分析や観察が出
発点となり，必然的に科学的方法論が要求されるため，
データ分析の不得手なデザイナーにとっては技術者との
連携がますます必要となるものと思われる．

5.　デザイナーの抱える課題

以上，デザイナーの能力を活かせる時代到来の可能性に
ついて述べたが，克服すべき課題も当然ながらあるため，
以下に列記しておきたい．しかし，以下に述べる内容はデ
ザイナーの短所と考えられる反面，長所となり得る可能性
も持っている．短所と長所は常に裏腹の関係にある．短所，
長所含めてデザイナーの思考の傾向を知ることで，デザイ
ン組織のマネジメントに反映させていくところにMODの
果たすべき役割が存在しているのかも知れない．

5.1　第 2 次 情 報
企業のスリム化・効率化と共に，業務の分業化・専門化

が進んできたため，デザイナー自ら生活者がモノを使用す
る現場に赴いて，彼らから直接に情報を入手する経験が減
少している．社会学同様にデザイナーにとっても現場にお
ける経験は極めて重要であるが，アウトソーシングに依頼
する第 2次情報に頼る傾向が強い．生活者がモノを使用し
ている現場に行き，生活者と直接コミュニケーションする
機会が減れば，最も大事な勘が醸成されず，生活者視点で
発想するという武器が活かされないことになる．
中小企業に対するデザインコンサルタントがうまく機
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能しない傾向が強いのは，コンサルタントしたモノを売
る販売面の勘が働かないことが大きく影響している．高
度成長時代にデザインコンサルタントが機能したの
は，大半のモノが右から左に売れた時代だったからで，
営業の専門家との連携抜きで行うデザインコンサルタン
トの限界を示している．現場経験からくる勘の醸成とい
う問題はもう 1度見直されてよい．

5.2　発想マシーン
機能や構造が高度化・専門化した製品の開発現場で発

想されるアブダクションの場合，発想した結果の絞り込
みをデザイナーの知識で実施することが困難なため，デ
ザイナーの提案を企画部門や技術部門に託すことにな
る．各部門との連携がうまく機能している場合は問題な
いが，提案するための強い意志を失うと，デザイナーは
企画部門や技術部門にとって便利なアブダクションマ
シーンと化してしまう危険性がある．デザイナーの自主
的開発提案から生まれるアドバンストモデルが製品化さ
れず，毎年，実りの無い提案を繰り返すデザイナーが提
案疲れを訴えている間はよいが，主体性を失って技術者
等に貢献する発想マシーンと化す場合は，提案の質が落
ちるしデザインの評価向上に寄与しない．デザイン提案
を実現して評価をあげるための有効策を考えるところに
マネジメントが介在し，非デザイナーが期待する構想力
や調整力の獲得につながっていくことが理想となる．

5.3　スタイル志向
紺野が指摘したように，大半の企業で「デザイナーが

美しいスタイルづくりに限定されていることが多い」の
は，デザイナーにとって造形面で責任を取ることが最大
の役割であること，企業内のマイナー部門であるために
毎年の新人採用数が限られており造形力を主眼に新人を
採用せざるを得ないこと，採用後も製品の評価に直接結
びつく造形が重視される職場風土が影響していること等
が考えられる．こうした現状を考慮すれば広義のデザイ
ンへの変革は当面難しいと思われる．しかし，デザイン
が企業の 1部門として市場原理の中で役割を果たしてい
る以上，企業環境の変化がデザインを外側から変えてい
く可能性があり，そのひとつの例がハードからソフトが
らみのハードへのビジネスへの変化である．このための
対応策をどうするか，デザインは明確な方法論を有して
いないように思える．

5.4　関　連　知　識
デザイン専門誌の編集長からデザイナーは本を読まな

いのでなかなか売上げが伸びないというコメントをも
らったことがある．一般にデザイナーはスキルの修得に
熱心であるが，デザイン対象の関連知識を求める努力を
怠る傾向が強い．特定地域対象の受注物件の提案書作成
時に，デザイナーが過去の類似した提案書からヒントを

得ようとしたのに対し，他部門から転入した所員がその
地域の歴史からヒントを得ようと文献をあたっていたの
と対照的であったのを強く記憶している．リベラル・アー
ツを含めて文字による知識収集にあまり興味を示さない
傾向が強いが，少ない知識から有効なアブダクションが
生じないのも事実である．

5.5　説 得 力 不 足
デザイン提案を策定するまでに膨大なエネルギーと時

間を費やしながら，その提案を本社や工場に説得する段
階になると提案を実現するための説得力が不足する傾向
が強い．説得力は，押しの強さ等と表現される対人力で
もある．デザイナーが激しい競争意識を燃やすのはスタ
イリングなどのコンペティションのときであり，対決す
る相手は自分自身ともいえる．押しの強さに欠ける背景
には，社内の少数勢力のために昇格・昇進競争等の必要
がないことや，小集団内で人間関係を円滑に運ぶ習性が
形成されるためもある．加えて，デザイナーは人間性，
ヒューマン，社会性といった類の思想を武器に仕事をす
るが，デザイン思想と実際の行動面の同一性・統一性を
求める傾向が強く働いていることがデザイナーの行動規
範となっている．このことは，デザインビジネスの上で
は弱みとなってきた面もあったが，これからは強みにな
る可能性もある．

5.6　過去のデータ
デザイナーは，デザインした製品の市場導入に至るデ

ザインプロセスの過程で生じた知恵の記録に興味を抱か
ない．過去における膨大な量のスケッチやアイデアシー
トに含有された知識の蓄積物は散逸，破棄されている．
知恵を言葉として理論化し共有する概念が希薄なの
は，業務に追われて時間的な余裕が無いのも原因である
が，デザイナーの未来志向や分析嫌いも影響している．
日々仕事を通じて蓄積されるこうした未利用資源の有効
利用が，デザイン強化のための源泉となる可能性があ
る．ただし，これまで物理的スペースがないため定期的
に破棄されてきた資料が IT環境の整備で，スペースを
気にせずストックできる時代になったことは，過去の
データ蓄積という視点から期待を抱かせる．

5.7　マネジメント
デザインのマネジメントには企業内でデザインが有効

に機能するためのマネジメントとデザイン組織を運営す
るためのマネジメントがあるが，特に後者については体
系だった経営論が確立されている訳でなく，試行錯誤の
中にある．マネジメントの執行には理論的側面と経験的
側面があるが，両者についても上記のレベルから抜け出
していない．デザイン部門長は，デザイン出身者とデザ
イン部門外の人材に分かれるが，前者の方が比較的多
い．前者に対して，技術や営業部門のような経営的視点
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に基づくキャリア制度も確立されていない状況において
経営的な知識や技術，勘を育成することは難しく，現段
階では明確な方向を打ち出すことは難しい．

6.　考　察

以上，駆け足でデザイナーの能力という視点から現状
を観察してきたが，デザイナーの思考の大半が可視化が
可能なアブダクションに支えられていること，そのアブ
ダクションが生活者視点の知識と結びついていくこと
は，今後のデザイナーの新しい武器となる可能性がある
ことを述べた．企業を取り囲む環境が人間重視の流れに
あるから，努力次第ではデザイン評価の向上に結びつく
可能性がある．一方，デザイナーにはこれからの社会に
貢献できる潜在的能力が備わっていながら，それを活か
すための組織・体制としての体系化，理論化ができてい
ないことも述べた．デザインという職能は単独で成立し
ないから，他部門の人材，特に技術者との有効な連携の
あり方を検討することが重要課題となる．アブダクショ
ンは間違うことがあるからだ．また，デザイナー自身が
克服しなければいけない問題点も多々ある．強さと弱さ
の 2面性は裏腹の関係にあるから，塩梅を加減しながら
マネジメントをしていくことがMODの大きな目標とな
る．デザイナーの活用を適切に対応できた場合に企業は
有効な武器を保有することになる．
最近，ユーザビリティ評価部門が企業内のデザイン部門

に設置されることが多いが，評価の方法をデザイナーが担
当し，結果の分析を技術者が担当することが行われるよう
になってきたのは，両者の思考法の差異をうまく組織内で
混交して成功した例として注目される．デザイナーと技術
者間でアイデアの交換が行われることで，学際的な異種混
合が起こることでシナジー（相乗効果）が生みだされる．
デザイナーはユーザー視点（生活者視点）で評価方法を考
え，技術者は論理思考・分析思考で結果を検証するが，デ
ザインの対象となるハード製品が減少する時代に，企業内
デザイン部門にユーザビリティ評価が導入され効果をあげ
ていることは，デザイン組織に対する新しい役割に加え，
雇用の視点からも注目される．（デザイン業界では雇用に
関する議論は通常表に出てこない）
これからの社会は過去の成功事例をもとに全てが円滑

に運ばないことが認識されている．このことは，デザイ
ンについても同様であるが，生活者視点に立ってアブダ
クションする構想力が知識に裏付けられたとき，デザイ
ンに新しい可能性が開け，その結果としてデザイン評価
向上につながるものと期待したい．

7.　さ　い　ご　に

本稿ではデザインの評価を上げることを目的に考察し
た．しかし，産業社会では地位向上は対価と関係するか

ら，デザインの評価向上はそのままデザインの地位向上
につながらない．上記のユーザビリティ評価だけでなく
ユニバーサルデザインやWebデザイン等，デザインの
対象領域が拡大している．領域拡大はデザイン力の証で
あり評価対象となり得るが，企業内デザイン部門を見る
限り，領域拡大が地位向上に結びついている兆候は見え
ない．フリーランスデザイナーの場合，領域拡大は雇用
の拡大に貢献するがデザインフィー上昇に結びついてい
る兆候は見えない．
ひとつの理由として，地位向上問題は発注者，受注者

という構造と強く結びついており，デザインはデザイン
業務受注者という位置づけで職業を確立して以来，根本
的にその構造が変わっていないことが考えられる．デザ
インと同じようなクリエイター業種（本稿で問題とした
アブダクション的色彩が強い職業）として，デザインよ
りも早く，戦前に職業を確立した企画専門企業の電通，
博報堂は，企業や行政から仕事を受注するが，業務の社
外発注比率が高い．デザイン業界の発注者とは，企業内
デザイン部門に対する製品企画部門であり，フリーラン
スデザインの場合は製造企業や企画専門企業である．デ
ザイン領域の拡大を水平方向に拡大する面とすれば，直
交する縦軸の上部方向に相当するのが，企画部門とな
る．最近，テレビ番組の捏造問題が話題となったテレビ
放送局の場合は，番組の具体的製作の大半が下請け企業
で行われている．生涯給与ランキングで放送局各社や企
画専門企業，商事会社が上位を占めていることは象徴的
である［18］．デザインにとっての地位向上を発注者側
への参画と仮定すれば，企業においては現状よりもさら
に製造工程の川上である企画部門に進出できるかどうか
というテーマに発展する．いわゆるスマイルカーブ説に
おいて，製造工程の川上のほうに企業内の価値があり，
給与と関係してくるという考え方に連動する．コストの
決定権を持つほうが強くなる．
スペースの関係でこの問題は本稿では扱わなかった

が，MOD視点で考えれば，評価向上と地位向上（対価
向上）を切り離すことはできないため，後者の考察を今
後の研究課題としたい．
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