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Abstract: Corporate design divisions need to realize in the creation of products and services in the design development process
the sense of value and the ways of thinking that society demands. The objective of this study is to clarify, (1) the importance of
development using a value co-creation type design platform for users and designers, and (2) a design management method that
realizes the design development of such products and services. Analysis by the index on design management is shown in this paper
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1.はじめに
本研究は、企業のデザイン部門が社会の求めている価値観

サービスのアウトソーシングも既に進行している。企業の競

や考え方を実現するための製品やサービスのデザイン開発プ

争的優位の源泉が、その資金力とビジネスモデルの優务に依

ロセスにおいて、①生活者とデザイナーの価値共創型デザイ

存する傾向が近年著しい。新しいビジネスモデルで新市場開

ンプラットフォームによるデザイン開発が重要であること、

発に成功した事例が増大している。

②そのような製品やサービスのデザイン開発を実現させるた
めのデザインマネジメントの論理化が必要なことを明らかに

３．ソーシャルデザインマネジメント

するものである。同時に今日の企業内デザイン部門がこうし

本研究では、デザイン開発のプロセスの中でユーザーの多

た社会的問題の解決に取り組む上でのデザインマネジメント

様な能力を新たな資源や資産として積極的に活用し、社会や

上の指標による分析を試みるものである。

消費者が求める多様なニーズに対応させるソーシャルデザイ
ンマネジメントの考察を行う。企業を構成する機能組織の分

２．背景

化が横断的組織活動を促したように、技術的要素による製品

米国の1960年代に端を発した消費者運動を起点として消費

の多機能化、高度化の市場での重要性は低下し、非技術的要

者の利便性追求と社会性との関係は、消費者志向のマーケテ

素である感性や情緒性に多義性を持たせた製品とサービスを

ィングの課題であった。コトラーは1971年に、企業がより社

一体化させたビジネスが成功している。こうしたビジネスモ

会全体の利益を意識したソーシャルマーケティングという概

デルでは、ユーザーである生活者との共創によるデザイン活

念を提唱した[1]。 1990年代後半からは企業の社会的責任を

動が新たな価値連鎖による市場創出を可能とする。それには、

果たすCSR（Corporate Social Responsibility）活動が高ま

生活者や社会の視点で技術を人間化するデザイナーの能力を

った。環境問題や高齢化問題等の社会的問題に対して企業の

発揮させるデザインマネジメントが必要となる。このデザイ

デザイン部門では社会が求めている価値観や考え方を社会に

ン価値連鎖のマネジメントでは、社会における生活者の一員

浸透させるための多様性と統一性を調和させた製品やサービ

として企業と社会に生じるギャップ（差）を最小化する使命

スをデザイン開発しようという動きが高まった。

を果たすソーシャルデザインマネジメントが望まれている。

日本の製造業においても、製品だけでなくサービスと融合

（図 1）

したビジネスモデルを創出することが求められ、製品の販売

ソーシャルデザインマネジメントでは、ホリスティックな

の前後の段階での顧客接点のあり方を意識しながら、製品と

デザインアプローチがなされており、既に従来のハードウェ

サービスを融合させた「価値共創」が重要となってきた。か

アのデザイン、ソフトウェアのデザインに加えサービスのデ

つての製造業も売上の大半をサービスから得るビジネスに移

ザインが取り込まれている。ヒューマンセンタードデザイン

行しつつある。そこでは、企業が開発、製造を外部に依存し、

やユーザーエクスペリエンスデザインという言葉とともに社
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会インフラシステム等を対象にしたソリューションデザイン

るのでユーザーの想像力を刺激し、飽和した市場の中でも新

も急速に現実化している。そこには、ユーザーの能力を新し

たな市場を開拓することができる。デザイナーの発想力や構

い資源として企業が、ユーザーを顧客として取り上げるだけ

想力が破壊的イノベーションを加速する。

でなく開発パートナーとして共創することを目指したデザイ

4.2. 戦略的プロトタイプ提示型デザイン開発

ンプラットフォームの考え方がある。長年の間、デザイナー

優れたアイデアや構想は、すぐに共感が生まれるものとは

は、生活者の経験を新たにデザインすることが仕事であった

限らない。企業内でも将来を洞察して優れたアイデアを具現

が、現在では、ユーザーの立場を乗り越えた生活者自身がま

化するマネジメントを実行することは、組織風土を含めて障

だ経験しない経験をデザインするメンバーに加わったといえ

害が多い。そうした企業の中でデザイン開発を進める上での

る。

プロトタイプ提示は、ユーザーの支持を取り付けるだけでな
く企業内の検討課題をよりリアルにする効果がある。過去の

サービス

ソフトウェア

ハードウェア

成功体験からスタートする開発は、いつかは陳腐化し、生活
者の実態から乖離する例は多い。現実にそうした企画のまま

生活者（ユーザー）

企
社

感

性

情 緒 性

多 義 性

業

商品化され失敗した例は多い。こうした中で効果的といわれ

会

ギ
ャ
ッ
プ
（
差
）
を
最
小
化

ているプロトタイプによる検討プロセスを初期に実施するこ
とが、開発期間やコストの面においてもはるかに有効である

高 機 能

と認識されつつある。
4.3. オープン・ソースによるユーザー参画型デザイン開発
WEB2.0 時代の到来でユーザー参加型ビジネスが本格化し

多 機 能

ているが、全てが成功しているとは言い難い。同様なことは
都市計画等でのパブリックヒアリングやタウンミーティング
のようなリアルな市民参加による都市行政施策決定のプロセ

高 性 能

スでも問題化している。最近では、NPO 団体を主体とした運
営でファシリテートする手法が定着してきたが、ここに至る
までの試行錯誤の道は長かった。デザイナーやデザイン部門
にこうした機能が期待されるのは、デザイナーの視覚化能力

図１: ソーシャルデザインマネジメント

や仮説構築・提示能力に負うところが大きい。ファシリテー
ターとしてのデザイナー、インテグレーターとしてのデザイ

４. ソーシャルデザインマネジメントの方法

ナー、コーディネーターとしてのデザイナーの能力が期待さ

こうしたハード･ソフト・サービス融合型デザイン開発の方

れるのはこうした背景による。同様の期待が企業内にもあり、

法論として生活者参加型の共創型デザイン開発プロセスを導

企業内デザイン部門がこれに応えるべく活動を強化している。

入した生活者をアウトソーシングするデザインプラットフォ

その成果の一つがソリューションデザイン活動に代表される

ームが重要である。これは、ユーザーイノベーション（Eric

ハード・ソフト・サービス融合型デザイン開発である。

Von Hippel 2005）[2]を実現させるためのオープン・プラッ
トフォーム型の開発プロセスである。製品とサービスの融合
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したビジネスモデルの創出では、社会や生活者の観察に優れ

ハード･ソフト・サービス融合型デザイン開発を可能とする

たデザイナーのエスノグラフィー能力や将来の価値を提示す

企業内デザイン部門のデザインマネジメント手法の論理化を

るビジョンの創出及び提示能力等のデザインファシリテーシ

試みた。プロダクト（ハードとハードに組み込まれたソフト）

ョン能力が重要な役割を果たす[3]。

及びプロダクトと不即不離に融合されたサービスのデザイン

そのためのハード･ソフト・サービス融合型デザイン開発を

開発におけるデザインマネジメント手法の分析とハード･ソ

進めるデザインマネジメントの手法として成功要因と失敗要

フト・サービス融合型デザイン開発による統合的な品質、生

因、問題解決に費やされたデザイン活動からデザイン開発を

産性、イノベーション向上、感性価値の向上を図る新たなデ

以下の３つに類型化した。

ザインマネジメント概念を構築することを目的とした。

4.1. 破壊的イノベーションによる新市場開拓型デザイン開発

手始めに行ったのは、日韓米欧の主要製造業（自動車、電

改善、改良型のような性能改良は、比較的対象が相対的に

機）におけるハード･ソフト融合型デザイン開発の成功事例を

位置づけられるので技術者としては進めやすい作業であると

抽出し、
各社の関係者へのヒアリング調査等を通じてその KFS

いわれている。このことによりユーザーの不満を解消するこ

を分析した。対象モデルとしてハード･ソフト･サービス融合

とやニーズを満たすことはある程度可能であるが、ユーザー

型 デ ザ イ ン 開 発 の 内 外 の 成 功 事 例 の 中 から Apple 社 の

のニーズや不満の閾値を超えた時にこうした技術は意味を持

iPod/iPhone、任天堂の wii、トヨタの Lexus、ドイツ銀行Ｑ

たなくなる。技術的な高さでは計り知れない新しい価値基準

１１０等を調査し、先行研究、発表資料、展示会、ヒアリン

で発想された破壊的イノベーションは、ユーザーから顕在化

グ調査を通じて KFS を抽出、整理作業を実施した。日本の企

しなかった潜在的不満やウォンツを新しい価値として創出す

業における組織力を生かした技術開発力の先行性とハード･
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ソフト･サービス融合型ビジネスモデルの構築での立ち遅れ
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に対して、米国西海岸企業に見られる個人の創造性を生かし

過去１０年間の日本の電機業界における事業構造の改革に

た発想力とビジネスモデル構築力が、両国企業の市場創造型

より各社とも家電機器から社会システムや電子デバイスへの

事業戦略の差として際立った[4]。

シフトが際立ってきており、企業内デザイン部門もそうした

ハード･ソフト･サービスを伴う事業モデルにおける企業資

対応を行っている様子が伺える。これに伴い半導体で先行し

産（技術開発、情報活用、デザイン解決力など）の活用面に

ていたユーザーイノベーションの動きが、社会システムやデ

おいて過去の実績にこだわらないレガシーフリーと経営幹部

ジタルメディア等の民生機器も含めて加速されていると推察

による確固とした事業ビジョンとこだわりのマイクロマネジ

される。ソリューションと称されるシステム提案やソフトや

メント、商品企画へのユーザーインヴォルメント等が KFS と

サービスに関わるデザイン業務の増大が、ハード・ソフト・

考え、可視化できるデザインマネジメントの果たす役割の重

サービス融合型デザイン開発を促進させている。

要性を中心に KFS（成功要因）を 3 つ抽出し分析した。

戦略的デザインマネジメントによるハード・ソフト・サー

5.1. レガシーフリー

ビス融合型デザイン開発の成功のための手法に関して 2010

ハード･ソフト･サービスを伴う事業モデルにおける企業資

年 10 月～2011 年 1 月にアンケート調査及びインタビュー調

産（技術開発、情報活用、デザイン解決力など）の活用面に

査を国内電機業界（５社）に対して行った。調査は、各社の

おいて過去の実績にこだわらない経営幹部による確固とした

デザイン部門長へのインタビューと質問票に基づく回答で実

事業ビジョンの提示が、独創的事業展開を可能としている。

施されたが、電機各社の事業分野（セクター）の分類が各社

累積的蓄積を重んじる日本の会社は、一般的にこうしたドラ

異なるのでモデルとなる１社を想定し、その会社の事業分野

スティックな意思決定をとることはないので安定感はあるが

分類に他社を組み替え類型化する作業を行った (図 2) 。

期待感は小さい。既存の資産を活用するメリットと将来的な

事業分野の分類は、グループ連結決算ベースで見ると関係

発展性におけるデメリットを経営視点での判断だけでなくユ

会社の位置付けや再編も影響して各社ごとに異なると同時に

ーザー視点での意思決定できる体制が必要である。

同一の会社においても年度によっての組み換えがなされてお

5.2. マイクロマネジメント

り、厳密に分類するのは困難を極めた。本研究では、各社の

経営幹部による詳細に至るこだわりは、組織風土にマイナ

連結決算報告資料を毎年３月に発表されるアニュアルレポー

スの面をもたらすことも多いが、経営幹部の提示するビジョ

トをベースに事業分野別比率を過去１０年間の推移に注目し

ンとそれに裏付けられた投資等の行動の迅速さは、意思決定

て調査した。ただし、直近の 2010 年度については、2011 年

の早期化とともに事業の全体像を俯瞰的に洞察する経営ビジ

６月に発表された決算報告短信連結資料を参考にした。この

ョンに裏付けされ、ますます強固なものとなって市場競争力

時点では研究開発費の 2010 年度データが得られないという

を高めている。

問題が発生したが、2010 年度アニュアルレポートにある 2009

5.3. ユーザーインヴォルメント

年度の研究開発費データを代入することにした。

商品企画へのユーザーインヴォルメントは、WEB2.0 といわ

電機各社のデザイン部門の分野別予算、人員投入量等の定

れるインターネットの高度化で加速度的に普及しつつあるが、

量情報と部門機能と権限、横断的機能発揮の実情、その阻害

商品企画の初期において企画内容を可視化できるデザインマ

要因、責任体制、ドキュメント管理体制などを聴取している。

ネジメントの果たす役割の重要性は大きい。日本の企業にお

デザイン部門がコミットするソフトやサービスのデザインの

ける組織力を生かした技術開発力での先行性とハード･ソフ

萌芽的状況についてもヒアリング調査対象に含めた。また、

ト･サービス融合型ビジネスモデルの構築力での立ち遅れに

デザインのプロセスや内製化についての時系列変化にも注目

対して米国西海岸企業に見られる個人の創造性を生かした発

した。

想力とビジネスモデル構築力の迅速さが際立つところである。

各社が重視している「価値を創出する開発」では、ユーザ

特にユーザーの組織化やユーザークラブの発展を支援する企

ーの潜在的ニーズの発掘だけでなく、ユーザーとのコラボレ

業姿勢は新しい価値連鎖を生みだすものとして注目してよい。

ーションを伴うデザイン開発が広く実施され、こうしたプロ
セスが重要であることが判明した。製品（ハードウェア・ソ
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図２: 電機業界の事業分野(セクター)分類の類型化
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電子部品（液晶・太陽電池・その他
電子デバイス）

フトウェア）と関係があるコンテンツとソリューションを含
めたサービスとの間の関係性の観点からこれらを統合した事
業での成功にユーザーの参画が大きく影響を与えている可能
性が大きい。
ユーザーインヴォルブメント型の事業開発の中でもデザイ
ン開発プロセスでのユーザーのニーズの反映は、多くの手法
が開発されつつあり、ユーザーセンタード・デザインなどと
して定着しているが、ユーザー・イノベーション（Eric Von
Hippel, 2006）が半導体等の事業のみならず民生機器や社会
システム等の分野で事業の成功に向けてどの程度有効である
のかについては今後の検証が必要である。
電機各社調査の結果、競争優位のための定量的手法として
の相関指標に関して、企業内デザイン部門の事業分野（セク
ター）別投入人員比率、予算比率等とそれぞれの企業の売上
高、研究究開発費の事業分野（セクター）別比率で割ること
による商を求め指数とし、各企業のハード・ソフト・サービ
図４: 電機各社デザイン部門事業分野別予算/全部門事業

ス融合型デザイン開発に関するデザインマネジメントの定量

分野別売上高比率

比較を行い、経年分析（2000-2005-2010 年）を試みた結果、
企業別にデザイン部門のマネジメントに差異が発見された。

図 3、図 4 のごとく電機各社のデザイン部門における事業分

(図 3、図 4、図 5、図 6、図 7)

野（セクター）別人員や予算の投入は、部門設立以来の歴史
もあり依然家電機器やデジタル機器に代表される民生機器分

指数の算定法（図 5、図 6）
分子を各社におけるデザイン部門の事業分野別投入人員比

野に重点が置かれているが、社会システム分野への先行シフ

率と予算比率とし、分母を全部門の売上高比率とした。指数

トの傾向がこの 10 年で進行してきた、投入される予算と人員

1.0 は各社の全部門売上高とデザイン部門のリソースの投入

はほぼ相対的に比例しているが、一部企業においてはデバイ

が正比例していることを示す。

ス部門への人員の先行集中投資する傾向が見られる。人員投
入か予算投入かのどちらにシフトするかは、デザイン部門の

デザイン部門の事業分野別デザインマネジメント指数

業務のハードからソフトへの移行と共にニーズ開発からシー

人員/売上指数＝デザイン部門人員投入比率/全部門売上比率

ズ応用開発、基礎および応用に至る研究開発への関わりが社

予算/売上指数＝デザイン部門予算投入比率/全部門売上比率

内的に期待されていることに対応した傾向と思える。

研究費/売上指数＝全部門研究開発費比率/全部門売上比率

人員/売上指数

予算/売上指数
予算/売上指数
図５: 電機各社デザイン部門事業分野別人員/全部門

図３: 電機各社デザイン部門事業分野別人員/全部門事業

分野別売上指数とデザイン部門事業分野別予算

分野別売上高比率

/全部門事業分野別売上指数

4

予算/売上指数

研究開発費/売上指数

図６: 電機各社デザイン部門事業分野別予算/全部門事業

図７: 電機各社全部門事業分野別研究開発費/売上高比率

分野別売上指数と全部門事業分野別研究開発費/
全部門事業分野別売上指数
企業内デザイン部門の事業分野別人員／全部門の事業分野

７．戦略的デザインマネジメント手法とその分析

別売上とデザイン部門事業分野別の予算/全部門の売上によ

社会インフラや社会システム等への事業構造の転換の早い

る指数（図 5）は、デザイン部門事業分野別の予算/全部門の

会社のデザイン部門ほどその対応は早いといえなくもないが、

売上及び全部門の研究開発費/全部門の売上による指数(図 6)

その転換の度合いは、企業全体の動き程早くないのが実情で

や企業の全部門の事業分野別研究投資／売上高比率（図 7）
）

ある。今回の指数化により、こうした度合いを数値としてい

に対し、民生機器部門へのシフトの傾向が続いていたが、徐々

ち早く把握できるのでデザイン部門のマネジメントツールと

に社会システム等へと移行している。このことから従来のハ

して有効と考える。企業関係者とのインタビュー結果を踏ま

ード(単品)中心のデザイン活動からソフトやサービスを含め

えると企業内デザイン部門の運営は、企業の目指す方向と齟

たソリューション型デザイン活動の注力している傾向を読み

齬はないもののそのスピードは企業内でも早いとは言えない。

取れる。このことから従来のハード(単品)中心のデザイン活

各企業のデザインマネジメントの手法には、それぞれの企業

動からソフトやサービスを含めたソリューション型デザイン

の特性を反映した独自の傾向があり以下のように類型化され

活動の注力している傾向を読み取れる。

る。

一般的に企業内デザイン部門の部門予算規模は、過去 10 年

7-1 統合型デザインマネジメント

間大差なく推移しているが、人員数には変動がみられ、業務

国内の電機産業の場合、事業構造の転換等を含めた経営路

の外注化比率に企業の特性と相関関係が見いだされた。この

線の軌道修正は、概ね５年のサイクルでなされており、２～

結果、デザイン業務のソフト化への対応を以下の２つに大別

３年で見直しされている。調査した企業は、何れもいわゆる

できる。

ハードである民生機器（家電・映像・情報・通信機器）にお
いてデザイン業務が恒常的に発生している経緯の中で企業の

(1) ソフト化したデザイン業務を外注で処理する企業

民生機器ビジネス比率に比例したデザインリソース投入が概

(2) ソフト化したデザイン業務を内製化する企業

ねなされてきている。経営路線の将来ビジョンを先取りした
デザインリソースのシフトという戦略性や企業内のファシリ

調査の結果、デザイン業務を内製化する企業内デザイン部

テーター機能を積極に生かした統合的なデザインマネジメン

門ほどデザイン業務のソフト化比率が高く、ソリューション

トを先行した例は尐なかった。デザイン部門が企業内でコス

デザイン等への先行投資が効果を出している。このことは、

トセンターかプロフィットセンターによって統合化度や傾向

企業の事業分野別売上比率との相関関係が大きい。一方、研

は異なる。企業内でのデザイン開発活動を研究開発機能と捉

究開発費との関係では、デザイン部門のリソースの配分は、

えるか製品開発機能と捉えるかの違いは、デザイン部門の独

電機産業の場合、企業の事業構造の変換に対して後れを取っ

自のデザインマネジメント戦略に影響を与えている。電機業

ている場合が多い。これは、デザイン業務が研究開発と比較

界の企業内デザイン部門の予算規模は、概ね 1,500～2,000 万

して下流の工程として機能している現状を示している。

円/デザイナーと推定され、売上高の 0.5～1.0％規模であり、
人件費と物件費の比率や業務の外部委託費比率に各社の部門
経営方針が反映されている。デザイン業務のソフト化への対

5

応は、前述のように内製化する企業ほどソフト化比率が高く、

あるデザイン活動をスマイルカーブに対してヒルカーブ型デ

ソリューションデザイン等への先行投資が進んでいる傾向が

ザイン戦略と名付ける。ヒルカーブ型デザイン戦略は、製造

ある。業務効率向上を外注に頼ることが業務内容の質向上に

立国であった日本にとって欧米に代表されるプロジェクトマ

つながるかどうかについて部門長や経営トップがどう判断し

ネジメント方式の製品デザイン開発に替わる新しい戦略的デ

ているかを間接的に指標によって窺い知ることが出来る。

ザインマネジメントとしてその戦略的展開を期待したい。

7.2 コラボレーション型のデザインマネジメント
エレクトロニクスに代表される電機産業においては、スマ

９．本研究の限界と今後の方向

イルカーブに代表されるように製造業の付加価値が次第に低

本研究の限界は、ハード・ソフト・サービス融合型デザイ

下し、部品やコンポーネント、ソフトやサービスの付加価値

ン開発の有効性の立証に重点を置いていることにより、具体

が相対的に向上してきている。こうした傾向に呼応するデザ

的な手法の可能性を論じることはできているが、その成果や

イン戦略として異業種間コラボレーション型の戦略的デザイ

予想される問題点を完全に網羅できていない。本研究の手法

ンマネジメントが散見されるようになった。一方でユーザー

は、企業内デザイン部門でデザイン対象領域拡大が進みハー

を取り込んだ商品開発を行いながら、他方で横断的な企業間

ド・ソフト・サービス融合型デザイン開発が先行している電

のコラボレーションを進めることにより企業が単体としての

機業界に於いては、デザインマネジメント戦略として適用可

事業からハード・ソフト・サービスを融合させた事業展開を

能であるのに対し、デザイン職能の高度化、専門化が進行し

するのに呼応したデザイン戦略を米国西海岸にある企業が先

ている自動車業界での適用は限定的であると考える。

導している。デザインシンキングという言葉に代表されるよ

また、企業の高度な経営情報に関わるデザインマネジメン

うに企業が単体でなく外部のリソースを活用し、デザイン主

ト戦略であるだけに各企業のデザイン部門からのアンケート

導でビジョンを提示することによって賛同する企業と提携し、

やインタビュー調査も包括的、網羅的であっても具体性に欠

ユーザーのニーズに応えると同時にユーザーの組織化を通じ

けることを免れない。さらに指標化という数値による分析も

てユーザー主体の企画を実現させる橋渡しをデザイン部門が

本来の経営情報に関わる数値の開示は限定的で、関係の深い

担う新たな戦略が注目される。

概括的な数値情報で代替している点も限界といえる。
しかしながら、こうした限界を克服した手法や分析により

８．戦略的デザインマネジメント手法分析結果の意味

デザインという感性領域にかかわる企業内デザイン活動が、

戦略的デザインマネジメントの論理として企業の事業分野

数値指標化できたことの意味は大きい。この分析結果が企業

戦略転換(事業構造転換)との連動性について指数化した分析

内デザイン部門経営に応用されれば、ハード・ソフト・サー

を行った結果、企業内デザイン部門の戦略性についての企業

ビス融合型デザイン開発の戦略的活用手法として寄与できる

別の動向や予測を可能になった。このことは、単に企業デザ

のではないかと考える。

イン部門の経営上のツールとしてだけでなく企業の命運を左
右する事業ドメイン設定においても同様な意味を持つと思わ

謝辞

れる。戦略的指標として分析結果を意図的に活用することに
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より、将来像を予測すると共に到達点における達成度を年度
ごとにフォローできる点で客観性が高いと考える。
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