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Abstract: In this session, we would like to think about the way of design from the standpoint of business scholars. Even in business
administration, interest in design is high, and so much research has been accumulated so far. However, instead of emphasizing the rigor
of demonstration as in research papers and academic presentations, we predict the way of future in-house design organization and
designer from various angles, and discuss about them. The subjects to be discussed are as follows. The first one is what the in-house
design organization will be like, the second is what the in-house designers will be, and third, where is the significance of the designer's
existence.
Keywords: In-house Design Organization, Designers’ function, Design Thinking

1.

はじめに

2.1 組織図からの消滅
1 つ目は,組織図からの消滅である.従来は,企業内デザイン

このセッションでは,経営学者の立場からデザインの行方

組織の規模の拡大に伴い,組織図上にデザインを冠する組織

を考えてみたい.経営学においても,デザインに対する関心は

が出現していくのがトレンドであった.しかし,近年では,逆

高く,これまで多くの研究が蓄積されてきた.ただし,ここで

に組織図から姿を消す事例が出始めている.日立やトヨタ,パ

は,研究論文や学会発表のように実証の厳密性に重きを置く

ナソニックなどがこのケースに該当する.

のではなく,様々な角度からラフに,今後の企業内デザイン組
織やデザイナーの在り方を予測し,それらに関する議論を喚
起してみたい.
なお,議論するテーマは次の 3 つである.1 つ目は,企業内デ
ザイン組織の未来はどうなるのか.2 つ目は,企業内デザイナ
ーの未来はどうなるのか.そして,3 つ目は,デザイナーの存在
意義はどこにあるのかである.

2.

企業内デザイン組織の未来
これまで,企業内デザイン組織は,企業規模の拡大に伴い拡

大の一途を辿ってきた.多くのデザイン組織は,意匠課⇒デザ
イン部⇒デザインセンター/デザイン研究所⇒デザイン本部/
デザインカンパニーなどの変遷を辿ってきた.そのため,かつ
てであれば,デザイン組織の未来を予測することは容易であ

図１ 日立のデザイン組織の変化

った.しかし,近年は,そのようなトレンドから外れた様々な

出所：
『マイナビニュース』
（http://news.mynavi.jp/news/

変化が起こり始めている.ここでは,それらの変化を 4 つのタ

2015/02/27/136/）より転載.

イプに分けて,簡単に整理してみたい.
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例えば,日立では長年,組織図上に「デザイン本部」の名称

り,肩書はデザイナーであっても,エンジニアに近い理系人材

を見つけることができたが,2015 年 4 月以降は,デザインを冠

ばかりが採用されたりするようになるかもしれない.教育歴

する組織が見当たらなくなっている(図 1 参照)[1].同様にト

や専門知識の多様性は創造性の源泉であり[6],その喪失は,

ヨタでも 2016 年 4 月以降は,従来からあった「デザイン本部」

創造性を低下させる危険がある.

が姿を消し,組織図上にデザインを冠する組織が見当たらな

それに対して,トヨタやパナソニックでは,デザイン組織を

くなっている(図 2 参照)[2].また,パナソニックでは 2015 年

カンパニーごとに分割している.これはある意味で,かつて事

4 月以降,「デザインカンパニー」が姿を消し,組織図上には

業部ごとにデザイン組織が分散されていた時代に逆戻りした

デザイン戦略などを担当する「デザイン戦略室」のみが残さ

だけのように思われる.そして,もしそうだとすると,日立の

れている(図 3 参照)[3].

ケースとは異なり,かつて悩まされていた諸問題(例えば,デ
ザインの一貫性の確保が難しい,デザイナー間で競争が生ま
れにくい,カンパニーをまたいだローテーションが難しい,デ
ザイン組織に余力が生まれない,デザイン組織に人材の多様
性が生まれない,デザイン組織に多様な情報が集まらないな
ど)にデザイン組織は再び直面する可能性が高いといえる.
2.2 デザイン組織の融解(デザイナーの個人商店化)
2 つ目は,デザイン組織の融解(あるいは,デザイナーの個人
商店化)である.これは現時点では該当事例が見当たらないも
のの,今後,会社組織の変化に伴って起こるかもしれない変化

図 2 トヨタのデザイン組織の変化

である.

出所：筆者作成.

これまでであれば,大規模なビジネスを行うには,それに見
合った大規模な組織が必要とされた.そして,その結果,官僚
制の仕組みの導入が不可欠であった.ここでいう官僚制の仕
組みとは,①明確な役割分担,②ルールの設定,③階層構造(序
列)の 3 つのことで,従来の大規模な組織のほとんどはこれら
の仕組みを備えていた.組織が大きくなり,従業員の数が増え
ると,コミュニケーションの複雑さが増し,情報を効率的に処
理する必要が出てくる.そのための仕組みが官僚制である.し
たがって,大規模組織が官僚制の仕組みを採用するのは,一種
の宿命であるといえる.
しかし,近年では,インターネットの発達によって情報の分

図 3 パナソニックのデザイン組織の変化

散管理が可能になり,大規模なビジネスを行う場合であって

出所：筆者作成.

も,必ずしも大規模な組織が必要ではなくなっている.そして,
それに伴い官僚制の仕組みも不要になり始めている(図 4 参

ただし,日立と他の二社ではその変化の中身が異なってい

照).e-bay やウーバーなど,最近台頭しつつある企業には,明

る.まず,日立では,デザイン組織は既存の組織に分割・吸収さ

確な役割分担や階層構造が存在しないものや,粗いルールし

れたわけではなく,新規の組織(社会イノベーション協創セン

か持たないものなどが多く見られる[7].なお,マスコミなど

タ)に中央研究所や横浜研究所と共に統合された.さらに,デ

では,このような特徴を持つ組織のことを指して,(従来の官

ザイン組織をほぼ丸ごと移管したため,デザイン組織の規模

僚制組織と対比して)「ネットワーク型組織」と呼ばれること

(100 名程度)は維持されている[4].ただ,このような組織の再

がある.

編は前例がないことや,現時点では活動の詳細が分からない

ひるがえって,企業内デザイン組織を見てみると,それは比

ことから,新しい組織が持つ効果や問題点についてはまだよ

較的大規模な組織に多く見られ,かつ官僚制を採用していた

く分からない.

時代の産物である.そのため,企業本体がスリム化し,官僚制

一般的に考えれば,デザイナーとエンジニア,研究者が一カ

の仕組みを放棄するようになった場合,それに合わせて企業

所に集まっていることから,三者のコラボレーションが以前

内デザイン組織も変化していかなければならない可能性があ

よりも起こりやすくなり,短期的には創造性が高まることが

る.

予想される[5].しかし,その一方で,組織内で他の職能との融

そのうち最も容易に想像される変化は,企業内デザイン組

合が進んだり,デザイナーの分散配置が進んだりすると,デザ

織においても本体同様,厳格な階層構造がなくなり,曖昧な役

イン組織として人事権を握ることが難しくなることも予想さ

割分担や粗いルール設定へと変更されるというものである.

れる.その結果,将来は非デザイナー人材の比率が高くなった

そして,その結果,デザイン組織が融解し,デザイナーが個人
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商店化していくと考えられる.

トレスを与えてしまう.だからこそ,(中略)デザインに気を配

しかし,そのような変化が生じた場合,組織としてのコント

らなければならない」[9].

ロールが効きにくくなる分,デザイナー間の実力差が鮮明に
なる可能性がある.また,個人商店化すると,デザイナーの採

その結果,近年の米国では,ベンチャー企業の創業メンバー

用基準も,より個人主義的な人材を確保するためのものへと

にデザイナーが入っていることが,投資家からお金を引き出

変化していくかもしれない.さらには,デザイナーが組織の枠

すための条件の 1 つになっているともいわれている[10].つ

にとらわれず,個人で生き抜いていくためのキャリア教育が

まり,投資家は,スタートアップの段階からデザインを重視す

より重要になるかもしれない.

る姿勢が必要(あるいは,それがないと大成しない)と考えて

なお,これらの点に関しては,独立系のデザイン事務所の運

いるのである.

営方法が参考になるだろう.具体的には,デザイナーの側が参

ただし,この度の相次ぐ買収は,人材争奪戦の色合いが濃く,

加するプロジェクトを自由に選べるようにしたり,反対に事

それ以上の戦略性は特にないようにも思われる.日本企業と

業部の側からデザイナーを指名できるようにしたり,あるい

は異なり,欧米企業にはこれまで,デザイン部門を社内に抱え

は年俸制を導入してデザイナーの出入りを活発にしたりする

ず,デザインの開発をアウトソーシングしているところが多

などの方法である.ただし,その効果的な運営は,それほど容

かった.そのため,デザインの重要性が急速に高まってくると,

易ではない.ある企業ではかつて,デザイナーの指名制度を導

デザインファームに注文が殺到し,自社の要望にすぐに対応

入した結果,特定のデザイナーに業務が集中するなどの弊害

してもらえなくなってきた.そこで,デザインファームを買収

に直面した.また,年俸制の導入に関しては依然として否定的

してデザイナーを社内に取り込むことで,開発の機動力を確

な企業が多い.

保しようと考えた可能性が高い(もちろん,優秀なデザインフ
ァームを独占して他社が手を出させないようにすることで,
ライバルにダメージを与えるという狙いもあるかもしれな
い).
また,買収後には,これまでも多くの企業において「優秀な
社外人材も社内に抱え込むとダメになる」という問題が発生
してきた[11].買収によって特定の企業内に組み込まれ,社内
取引ばかりになると,学習機会が減るだけでなく,気持ちに甘
えが生じるからである.それらの企業では,この問題にも対処
していく必要がある.

図4

2.4 ものづくりからの離脱

ネットワーク型組織の台頭

出所：Brafman and Beckstrom(2006)邦訳 57，58 頁を参考に筆者

4 つ目は,ものづくりからの離脱である.これは,デザイン組

作成.

織のサイズや看板は変わらなくとも,組織に任される機能や
役割が変化するケースである.
例えば,フィリップスでは 2001 年以降,分社組織であるフ

2.3 デザイン組織の急速な肥大化
3 つ目は,企業内デザイン組織の急速な肥大化である.これ

ィリップスデザインに同社で開発した技術や外部から持ち込

は,欧米の製造企業や IT 系の新興企業で近年多く見られる動

まれた技術の潜在的な価値を探らせ,研究所と各事業部を支

きである[8].

援する役割を担わせている[12].このような役割の変化は,同

例えば,IBM はここ数年の間にデザインファームを 3 社も買

社が事業の売却を繰り返してきたことと関連があると考えら

収した.さらに,2017 年までにデザイナーを 1500 名にまで拡

れる.同社ではこれまで様々な事業を売却し,今手元に残るの

大する計画があるとされている.同様に,過去 5 年の間にアク

は,家電と医療機器の 2 事業のみである.その結果,デザイン

センチュアはデザインファームを 4 社買収し,フェイスブッ

の対象物となる製品が極端に少なくなり,デザイン組織に求

クも 4 社を買収した.さらに,グーグルも 2 社買収している.

められる役割が製品のデザインから研究開発支援にシフトし
たと考えられる.

著名なベンチャーキャピタルの KPCB でパートナーを務め
るジョン・マエダ氏によると,そのような変化の背後には,以

ひるがえって,昨今の日本企業を見てみると,これと同様の

下に示すような消費者とのタッチポイントの拡大があるとさ

トレンド上にいることが窺える.電機メーカー各社の売上高

れている.

構成比率の変化に注目すると,家電やデジタル製品の比率が
急速に低下しており,日本の企業内デザイン組織も早晩この

「スマートフォンの普及によって消費者はいつでもどこで

ような変化に直面する可能性がある.しかし,デザイン組織が

もサービスを利用するようになった.もしサービスのデザイ

そのような方向に変化した場合,デザイナーが腐らないか心

ンが悪ければ,そのサービスはいつでもどこでも消費者にス

配になる.これまでも先行開発の専任部隊を作り,そこに特定
のデザイナーを張り付けた企業内デザイン組織からは,同様
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の声がしばしば聞かれた.先行開発系の仕事では,なかなか成

る[15].1 つ目は,伝統的なスタイリストとしての役割.2 つ目

果物(最終製品)に到達できないため,デザイナーにフラスト

は,水先案内人としての役割.3 つ目は,触媒としての役割であ

レーションが溜まりやすくなるからである.実際に,フィリッ

る(図 5 参照).そのうち,近年では,デザインの対象物の変化

プスデザインにおいて,ここ 10 年間で製品化されたのは,た

に伴い,後二者の役割が重要になってきている.

ったの 2 製品に留まる.

従来であれば,デザインの対象物は製品であり,その形や色

さらに,このような流れが加速すると,企業内デザイン組織

をデザインすればよかった.しかし,最近では,形や色そのも

が現代アートの作家集団のようになり,問題解決よりも問題

のではなく,製品を用いた際に得られる「体験」や,そこから

提起に傾倒していく可能性が考えられる.最近流行りの『スペ

導き出される「意味」がデザインの対象物にされることが多

キュラティヴ・デザイン』[13]などがそのような方向性を指

くなっている.その結果,デザイナーは人々の価値観や日常生

し示している.具体的には,上で見たフィリップスのように開

活の中に埋め込まれた文脈の変化を捉え,それを社内に伝え

発された技術の使い道を模索するのではなく,より上流に遡

たり,可視化して情報共有を促し,社内に散在する様々な知識

って問題提起を行い,基礎研究の方向性を決めるような仕事

を結び付けたりすることが求められるようになってきた.

が期待されるようになる.

ただし,伝統的なスタイリストとは異なり,それらの役割や

しかし,過度にアート寄りになってしまうと,標準化・マニ

成果は第三者からは分かりにくく見えにくい.スタイリスト

ュアル化ができないため,管理するのが難しくなるだけでな

であれば,仕事の成果は製品の形や外観として表出するので

く,デザイナー間での個人差も大きくなる.さらにそうなると,

分かりやすい.しかし,水先案内人や触媒として働いた成果は,

組織の体をなすことも難しくなる.元々「アート」と「組織」

どこにどの程度反映されたのか分かりにくい.それらの貢献

は,矛盾する存在だからである[14].また,これまで管理者と

は消費者にとっては大きな意味があるかもしれないが,数値

して出世してきたのは,優秀ではあるが手堅いプロジェクト

化しても「ほんのわずかな差」にしかならないからである[16].

を手掛けてきた人たちであるため,その真逆にある現代アー

その結果,デザイナーの役割の重要性が増すにつれ,その貢献

トのような曖昧なものには対応できない可能性が高い.

がますます見えにくくなるというパラドクスに直面するよう

その他にも,スペキュラティヴ・デザインに関しては,成功

になる.

事例の裏にどれだけの犠牲があるのか(あるいは,時間とお金

英国のバース大学のマルシリ氏とサルター氏はこの種の問

を費やしているのか)が議論されていないところにも問題が

題を“The Dark Matter of Innovation”と呼び[17],マンチ

ある.ボランティア活動のような趣味の世界や,純粋なアート

ェスター大学の研究グループは“The Shadow of R&D”と呼ん

活動のように自己完結する世界であれば成功確率の低さは問

でいる[18].以下では,この“成果や貢献が見えにくい”とい

題にならないが,ビジネスとして行う場合には大きな問題と

う問題に焦点を当てて,議論を行ってみたい.

なる.
以上では,これから企業内デザイン組織に起こりうる 4 つ
の変化を議論してきたが,おそらく,どれか 1 つに収斂するの
ではなく,それらが絡み合った複雑な形で均衡する可能性が
高い.理由は 2 つある.1 つは,経営環境が従来よりも複雑にな
っていること.そして,もう 1 つは,これらのタイプ分けが,
MECE(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)に行わ
れているわけではないことである.

図 5 デザイナーの 3 つの役割
出所：Bertola and Teixeira(2003)を参考に筆者作成.

3.

企業内デザイナーの未来
(1)水先案内人として活躍する 前述したように,デザイナーに
続いて,ここでは企業内デザイン組織に所属するインハウ

は洞察力に秀でた人が多いため,人々の価値観や日常生活の

スデザイナーに焦点を当てて,今後の動向について議論して

中に埋め込まれた文脈の変化をとらえることができる.さら

みたい.なお,ここで取り上げるのは,経営層や管理層にいる

に,それらを社内に持ち込んで方向付けを行うなど,水先案内

デザイナーではなく,現場で働くデザイナーである.

人の役割を果たすこともできる.しかし,それらの役割や成果

将来のインハウスデザイナー像を考える際のアプローチに

は,第三者からは見えにくい.

は,大きく次の 2 つがある.1 つは,現在の延長線上でそれを考

その理由は,デザイナーは純粋にアイデアだけを得ようと

える方法であり,もう 1 つは,理想から逆算してそれを考える

する傾向が強いためである.デザイナーの提案する素朴なア

方法である.

イデアは,イノベーションのシーズとして有効であっても,ビ
ジネスの遡上に乗せるには,市場規模やその実現可能性など,

3.1 現状からのアプローチ

様々な要素の検討が必要になる.そして,それらの検討は大抵,

一般に,デザイナーの役割は,大きく 3 つあるといわれてい

4

企画部門や技術部門が行うため,そのアイデアが役立った場

③長期戦を覚悟する 3 つ目は,長期戦を覚悟することである.

合でも,デザイナーの貢献は表出しにくい.そのため,それら

先に見たソニーのケースでは,アイデアの発案からプロジェ

の役割や成果を表出させるには,以下のような工夫が必要か

クトが了承されるまでに 4 年以上,シャープのケースでは 2 年

もしれない.

以上かかっている.
このように,デザイナーの発案が了承されるには,長い時間

① 技術にも関心を払う 1 つ目は,技術にも関心を払うこと

が必要になるケースが多い.その理由は,どうしても技術の中

である.最近では,特にデザイン思考ブームの影響を受け,「デ

身とかけ離れた提案が多くなってしまったり,仮に技術的な

ザイン思考でアイデアを出せば,後は技術者になんとかして

裏付けがある場合でも,追加の技術開発が必要になったりし

もらえばいい」といった風潮が強くなっている.しかし,技術

て,お蔵入りにされるケースが多いからである.そのため,デ

への理解や裏付けがないと,コンセプトの着地に失敗する確

ザイナーの貢献を表出させるには,没になってもあきらめず,

率が高くなる.逆に,技術的な裏付けのあるデザイナーからの

繰り返し提案し続ける姿勢が必要になる.途中でやめてしま

発案は,それがない場合に比べ,2 倍以上も製品化率が高いこ

うと,最初からなかったのと同じことになってしまうからで

とが分かっている[19].したがって,デザイナーの貢献を表出

ある.

させるには,技術にもきちんと関心を払って,アイデアの精度
を上げる必要がある.

(2)触媒として活躍する 前述したように,デザイナーは消費者
や市場の情報を目に見える形に翻訳することで,情報共有を

② ポートフォリオを意識する 2 つ目は,ポートフォリオを

促し,社内に散在する様々な知識を結び付ける触媒の役割を

意識することである.一口に「デザイナーからのアイデアの発

果たすことができる.しかし,それらの役割や成果は,第三者

案」といっても,そこには様々なタイプのものが含まれる.例

からは見えにくい.その理由は,経験やプロセスの違いは定量

えば,2015 年に発売されたソニーの美容機器「ビューティー

化できないためである.

エクスプローラ」のように,技術的な裏付けを持たずに,同社

例えば,デザイナーがあるプロジェクトにファシリテータ

にとって新規事業となるようなアイデアが提案される場合も

として入った場合と入らなかった場合とで,プロセスにどれ

あれば[20],1992 年に発売されたシャープのビデオカメラ
「液

だけ違いがあったのかを客観的に明示することは難しい.プ

晶ビューカム」のように,既存事業の範囲内で,技術的な裏付

ロセスを変えるのは直接的に数字に見えない部分であるため,

けのあるアイデアが提案される場合もある[21].

評価しにくいのである.そのため,それらの役割や成果を表出
させるには,以下のような工夫が必要かもしれない.
①形式知化する努力

1 つ目は,形式知化する努力である.一

口に「触媒」と言っても,そこには様々なタイプのものが存在
する.それらを整理することで,デザイナーの活動内容をある
程度可視化することが可能になる.

図 6 提案内容の類型化
出所：筆者作成.
図 7 触媒方法の類型化

両者は同じデザイナーによる発案でも,不確実性の程度が
異なる.前者の方が後者よりも不確実性は高い.そのため,「事

例えば,サントリーと日本コカコーラではともに,デザイナ

業の新規性の有無」と「技術的裏付けの有無」の 2 軸を用い

ーをコンセプトの創出に際して触媒として活用しているが,

て不確実性の程度を場合分けし,発案内容のポートフォリオ

その中身は大きく異なる[22].

を意識しておく必要がある(図 6 参照).おそらくは,③＜④≦

サントリーでは,プランナーによるコンセプト開発と並行

②＜①に順に不確実性が高くなっていくと考えられるため,

してデザイナーが視覚化を行うだけでなく,そのビジュアル

全体のバランスを考えることが必要になる.①のような発案

に基づいてコンセプトを再定義することが認められている

ばかりでは,製品化にはたどり着けず,デザイナーの貢献を表

(図 7 中の「可逆的コンセプト視覚化」).それに対して,日本

出させることは難しくなる.

コカコーラでは,開発メンバー間でコンセプトの理解を促進
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するために,コンセプトが確定した後にデザイナーが視覚化

同様に,英国のイノベーション・リーダーシップ・フォーラ

を行うものの,コンセプトの再定義は認められていない(図 7

ムのフォン・スタム氏も,デザイナーがプロデューサーやプロ

中の「コンセプトの再定義を認めない非可逆的コンセプト視

ジェクトのリーダーになり得る根拠を,デザイナーが持つス

覚化」).

キルや能力に求めている[26].具体的に,彼女が指摘するスキ
ルや能力とは,柔軟で深淵な思考や観察力,好奇心などのこと

② 評価方法の工夫

2 つ目は,評価方法を工夫することであ

である.

る.前述したように,プロセスの変化を客観的に評価すること

さらに,デザイナーがリーダーになり得る根拠を,彼らが持

は難しい.しかし,ファシリテータ化したデザイナーの成果を

つ知識の性格に求める論者もいる.例えば,香川大学(当時)の

主観的に評価する方法はいくらか存在する.

神吉氏は,デザインに関する知識の方が技術に関する知識よ

例えば,NEC では,デザイナーがファシリテータとして参加

りも暗黙度合が高いことをその根拠にしている[27].

したプロジェクトと,参加していないプロジェクトを比較し,

デザインと技術の高度な統合を実現しようとする場合,通

その差を検定している[23].ただし,売上などで判断すると製

常,デザインと技術は互いに制約条件となったり,対立したり

品化・事業化されたものだけで偏った判断がなされることに

する関係にある.そのため,プロジェクトのリーダーはそれら

なるため,全プロジェクトのメンバーの満足度や,営業先の顧

の課題を克服して,双方の知識を効果的に統合していく必要

客満足度などで判断するようにしている.

がある.しかし,統合の対象となるデザイン知識と技術知識を

同様に IBM でも,内部的な計測指標を活用している[24].同

比べると,デザイン知識の方が相対的に暗黙知的な要素が多

社で用いられているのは,NPS(ネット・プロモーター・スコア)

い.加えて,暗黙知の方が形式知よりも伝達することは困難な

である.NPS とは推奨者の正味スコアのことで,顧客に対し
「あ

ことから,デザイン知識を活かした製品開発を行うには,暗黙

なたは同社の製品やサービスを友人に薦めますか」と尋ねた

知であるデザイン知識をより多く持つデザイナーがリーダー

結果を 3 つのグループ(10～9 点：推奨者,8～7 点：中立者,6

を担うことが望ましいという論理である.

～0 点：批判者)に分け,推奨者の割合から批判者の割合を引
いた割合で計測される.同社では,この指標が高いほど,ユー

(2)経営環境の変化 ２つ目は，デザイナーがプロデューサー

ザーエクスペリエンスも良いものが提供できていると考えて

やプロジェクトのリーダーになり得る根拠を,経営環境に求

いる.

めるものである.そこでは,経営環境の変化がデザイナーをリ
ーダーに押し上げたという論理が展開されている.

3.2.

理想からのアプローチ

例えば,マンチェスター工科大学(現・マンチェスター大学)

一方,実務家や研究者などの識者の多くが今後のインハウ

のパークス氏らは,英国企業 18 社のケースを取り上げ,もと

スデザイナーの理想像として指摘するのが,プロデューサー

もと意匠だけを取り扱ってきたデザイン部門が経営環境の変

やプロジェクト(ないし,イノベーション活動)のリーダーに

化とともに,その活動範囲を徐々に広げ,近年では,新製品開

なることである.しかし,そのような主張の背後にある根拠は,

発におけるリーダーの役割さえも果たすようになっているこ

論者によって大きく異なる.

とを明らかにしている[28].

ここではそれらを次の３つに分類し,それぞれの主張の背

彼らは,デザイン部門の役割を３つ(1.専門部門としての

後にある論理を整理してみたい.１つ目は,デザイナーのスキ

デザイン部門,2. 機能横断チームの一員としてのデザイン部

ルや能力,知識にその根拠を求めるもの.２つ目は, 経営環境

門,3. 製品開発プロセスのリーダーとしてのデザイン部門)

の変化にその根拠を求めるもの.３つ目は,製品特性にその根

に分類し,時間の経過とともに,それらが段階的に進化してき

拠を求めるものである.

た様子を記述している.ただし,彼らは,具体的な経営環境の
中身にまでは触れていない.厳しい競争環境の到来が創造性

(1)デザイナーのスキルや能力,知識

１つ目は,デザイナーが

やイノベーションの必要性を高め,デザイン部門の活動範囲

プロデューサーやプロジェクトのリーダーになり得る根拠を,

を押し広げたと指摘するに留まっている.

そのスキルや能力,知識に求めるものである. そこでは,デザ

それに対し,米国のマサチューセッツ工科大学のアッター

イナーの有するそれらと,プロダクト・イノベーションに必要

バック氏らは,デザイナーをリーダーへと押し上げる具体的

とされるスキルや能力,知識が似ているため,デザイナーは当

な経営環境の中身について述べている[29].彼らが指摘する

該役割を演じ得るという論理が展開される.

のは,多くの製品市場で顧客ニーズが「頭打ち」になってきた

そして，それらの論者の中で最も早くデザイナーのそのよ

こと(いわゆる,市場の成熟化)である.

うな理想像を示したのは,フィナンシャル・タイムズ紙のロー

多くの企業が長年にわたって,多機能や高性能を目指した

レンツ氏である[25].彼は,７社のケース・スタディを通じて,

製品開発を行ってきた結果,多くの製品分野において,製品の

デザイナーには統合能力があるため,デザイナーを新製品開

性能が消費者のニーズを上回るようになってきている.その

発プロジェクトのリーダーに据えれば,全体の整合性に優れ

ため,消費者は,多機能や高性能などの客観的な評価軸から,

た製品の開発が可能となり,顧客満足度を高めることが出来

操作の面白さや楽しさなどの主観的な評価軸へと軸足を移し

ると主張している.

始めた.つまり,近年では,機能性だけで競争優位を構築する
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ことが困難になっており,人間中心の発想や,直観力に依拠し

4.

デザイナーの存在意義はどこにあるのか？

た新しい製品開発のスタイルが重要になり始めているのであ
る.

最後に,デザイナーの存在意義はどこにあるのかについて

特に製品の直観的で感情的な部分は,その製品の使用を通

考えてみたい.

じて,消費者にどのような経験(user experience)を提供する

近年では,デザインの定義や,その対象物が変化・拡大して

ことが出来るかに深く関わっている.さらに,どのような経験

きたことに伴い,「あれもデザインの問題,これもデザインの

を提供し得るかは,消費者と製品との間のインタフェイスの

問題」というふうに,あらゆるものをデザインに結び付けて考

設計の仕方いかんにかかっている.そして,そのようなインタ

えようとする傾向が強まっている.

フェイスの設計に長年携わってきたのが,デザイナーである.

確かに,デザインという言葉を日本語に翻訳すれば,計画,

つまり,デザイナーこそ長年にわたり,消費者の経験をデザイ

設計,構想などとなるため,新しいビジネスモデルを構想する

ンしてきた張本人であるため,そのような側面が強調される

場合や,組織を設計する場合にも,デザインという言葉を用い

現在の製品開発においては,リー ダーとして振舞う資格があ

ることができそうである[32]. そして,そのような立場に立

ると考えられているのである.

てば,あらゆる人間の,あらゆる行為を議論の対象に含めるこ

その他にも,伊のミラノ工科大学のデル・エラ氏らは,製品

とができるため,議論の幅は広がる.

開発の場面でデザイナーの意見と研究者やエンジニアの意見

ただ,その反面,そのような立場に立つと,人間は誰もがデ

が対立した場合は,デザイナーの意見を優先させ,彼らに製品

ザイナーであり,日常生活の中でデザイン活動を営んでいる

開発をリードさせるべきだと主張している[30].

と考えられるため,職能としてのデザイナーを区別して考え

その理由は,今後の競争においては,新規の技術開発よりも,

る必要がなくなってしまう.そして,その結果,デザイナーに

むしろ製品やサービスの持つ意味をいかに上手く変革できる

固有の議論がどこにあるのかが分りにくくなる.

かがポイントになると考えているからである.そして,そのた

また,近年では,デザイン思考ブームにより,誰もがデザイ

めには,意味の解釈や新しい意味の生成を得意とするデザイ

ナーになりうるとの認識が強まっている.しかし,デザイン思

ナーをいかにして自社に惹きつけるかが鍵になると考えてい

考が仮に形知化でき,誰もがそれをマスターできるのであれ

る.デザイナーの意見を優先させ,彼らの創造性を解放させれ

ば,デザイン思考はコモディティ化することを意味している.

ば,自由な発想が生まれやすくなるだけでなく,優秀なデザイ

そして,コモディティ化するものは,差別化要因になることが

ナーがその企業に集まってくる.さらに,優秀なデザイナーが

できない.反対に,それが暗黙知でしかないのであれば,差別

集まれば,お互いに刺激し合い,より創造性が高まる好循環が

化要因にはなるものの,ほとんどの人がマスターすることが

生まれると考えるからである.

できない職人技ということになり,デザイン思考を学んでも
意味がないということになる.ここにデザイン思考のパラド

(3)製品特性 ３つ目は，デザイナーがプロデューサーやプロ

クスがある.

ジェクトのリーダーになり得る根拠を,製品特性に求めるも

その他にも,デザイン思考が流行ると,逆に本職のデザイナ

のである.そこでは,デザイナーがリーダーとして振る舞い得

ーの存在意義が低下するというパラドクスも存在する.絵を

るかどうかは,製品の内部構造の複雑さやインタフェイスの

描くスキルはデザイナーの専売特許であっても,デザイン思

複雑性の程度などの製品の特性に依存するという論理が展開

考はデザイナーの専売特許ではないからである.なお,デザイ

されている.

ン思考の提唱者である IDEO のブラウン氏も当初は,デザイナ

例えば,東京大学の藤本氏は,製品特性の違いによってプロ

ーの可視化能力を軽視していなかったが,最近では,その部分

ジェクトのリーダー(統合主体)が異なる可能性が高いことを

が抜け落ちてしまっている.

指摘している[31].具体的には,家電製品では,そもそも内部

以上のように,デザインの定義の拡大やデザイン思考ブー

構造の複雑性が低いため,デザイナーは公式・非公式を問わず,

ムの高まりは,デザイナーをより身近な存在にし,彼らの異質

リーダーとなれる可能性がある.それに対し,自動車では,デ

性を軽減する一方,その過度な拡張は,彼らの独自性や存在意

ザイナーは内部構造の複雑性に耐えられないため,エンジニ

義までも奪い去る危険をはらんでいる.デザイナーと非デザ

アとのマルチリンガルな会話が可能な人材がリーダーになる

イナーの違いは何か.デザイナーのコンピタンスは何で,デザ

と考えられている.

イン思考ではそのうちの何が再現でき,何が再現できないの

ただし,藤本氏は,前述したローレンツ氏の研究成果を手

か.そろそろ,デザイナーの存在意義を再考する時期に来てい

がかりに, 特定の製品においてデザイナーはリーダーになり

るのかもしれない.

得ると想定しているに過ぎず,その分類の仕方に異を唱える
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