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経済産業省 

デザイン等クリエイティブの企業経営における活用実態調査アンケート 

 

委託元：経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課） 

委託先：株式会社三菱総合研究所 

《調査の趣旨・目的》 

拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

現在、（株）三菱総合研究所（以下、弊社）では経済産業省の委託で、「第 4 次産業革命

におけるデザイン等のクリエイティブの重要性及び具体的な施策検討に係る調査研究」を

実施しております。近年、第 4 次産業革命の進展などの社会変化に伴い、商品・サービス

ニーズの多様化等が進展しております。その中で、これまでは製品の外観の装飾を意味す

ることが多かったデザインの役割も大きく変わり、「多様なユーザーが本質的に求める価値

を探り、コンセプトを設計し最適な商品・サービス化に向けて洗練していく」という方向

にデザインの役割が拡大すると考えられます。 

こうした状況を踏まえ、政府が発表した日本再興戦略改訂版 2016 では、企業経営におけ

るデザインの活用方法について普及・啓発を図るためのアクションプランの策定、デザイ

ン人材育成支援・環境整備に関する施策の具体化を実施することとしております。本事業

では、第 4 次産業革命下におけるデザインの重要性の検証とアクションプラン・人材育成

施策の具体化に向けた調査を実施しています。 

本アンケート調査は国内におけるデザイン活用の実態を把握するべく実施するものです。 

アンケート調査結果よりデザインの活用実態を把握し、それを踏まえデザインに関わる

高度人材の活用施策等を検討することを目的としています。本アンケートは全部で 30 問程

度、回答に要する時間は 30 分程度を想定しています。 

また、回答は貴方が把握されている範囲で結構ですので、回答可能な項目についてご回

答ください。なお、アンケート調査結果については、経済産業省に提供するとともに、弊

社が集計、分析を行うために、（株）クロス・マーケティングへの委託を予定しております。

ご回答結果については集計・統計的処理の上公表することを予定しており、個別の回答結

果を公表することはございません。 

 

本調査におけるお問い合わせにつきましては、下記をご参照ください。調査の趣旨をご

高配の上、本アンケート調査にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

《問い合わせ先》 

株式会社三菱総合研究所 第 4 次産業革命におけるデザイン等のクリエイティブの重要性

及び具体的な施策検討に係る調査研究 アンケート係（齊藤、藤本、岩崎、杉江） 

e-mail：inquiry-degicre-ml@mri.co.jp Tel：03-6705-6053 （月～金：10:00～17:00） 

参考資料 2 
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【アンケート項目】 

1 企業の基本情報 

1.1 設立年数、社員数、業種 

貴社名 【自由記述】 

設立年数 【数字のプルダウン】 

社員数 50 人以下は 10 刻み 

100 人以下は 50 刻み 

1000 人以下は 100 刻み 

1000 以上は 1000 刻み、最後は 10000 人以上 

業種 【業種一覧表のプルダウン】 

「その他（業種一覧表に対応しない）」を追加 

 

1.2 貴社の経営状況についてお聞かせください 

【各項目について、該当する数字を 1つ選んでください】 

直近 5年の平均売

上高増加率 

12%以上 9％～

12% 

6%～

9% 

3%～

6% 

0%～

3% 

-3%～

0% 

-6％～

-3% 

-9%～

-6% 

-9%～

-12% 

-12％

以下 

直近 5年の平均営

業利益増加率 

12%以上 9％～

12% 

6%～

9% 

3%～

6% 

0%～

3% 

-3%～

0% 

-6％～

-3% 

-9%～

-6% 

-9%～

-12% 

-12％

以下 

 

1.3 貴方のご所属/ご役職についてご回答ください 

ご所属：役員室、企画部門、管理

部門、事業部門、研究開発部門、

デザイン部門、営業部門、その他

（自由記述：） 

ご役職：（自由記述：） 

 

2 貴社のコアビジネスは下記の 3つの分野のどこにあてはまりますか 

【該当するものを 1つ選択してください】 

 

 BtoB（法人向けビジネス）部品/サービス 

 BtoB（法人向けビジネス）製品/サービス 

 BtoC（個人向けビジネス）製品/サービス 

 その他（上記に該当しない） 
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※ 以下では上記で答えた分野についてお答えください 

 

3 貴社の中では「デザイン」をどのようにとらえていますか 

【該当するものを 1つ選択してください】 

 

 【デザインの定義①】 

意匠（製品やパッケージの装飾）、ユーザーインターフェースの設計 

 【デザインの定義②】 

定義①に加え、ユーザー体験の設計、製品／サービスの全体設計まで含む 

（ユーザーの行動や気持ちがどう変化するかを詳細に検討したのちに、製

品・サービスを設計していく 等） 

 【デザインの定義③】 

定義①、②に加え、ビジネスモデルやエコシステムの設計まで含む 

 

 

 

4 貴社の新製品/サービス設計の中で、以下の各項目についての重視度をお聞かせくださ

い 

【以下の項目について、重視するものを重要な順に 3つ選んでください】 

 

 低価格での製品/サービス提供 

 ある機能が高品質化・高性能化された製品/サービス提供 

 多機能な製品/サービス提供 

 耐久性がある製品/サービス提供 

 顧客にとっての使いやすい製品/サービス提供 

 新製品/サービスの外観の良さ 

 新製品/サービスと全顧客接点との一貫性 

 新製品/サービスに関するステークホルダー全体の設計（エコシステム） 

 その他（自由記述：） 
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5 「デザイン」には様々な使われ方が存在しますが、貴社において、デザインという言

葉の使われ方をお聞かせ下さい。 

【該当するものを全て選択してください】 

※ 2で答えた分野についてお答えください 

 製品コンセプトの設計 

 製品/サービスを使った時に得られる体験/価値（UX：User Experience）の

設計 

 製品/サービスの機能・仕様の設計 

 製品/サービスのインターフェイス (UI：User Interface) の設計 

 製品やパッケージの外観に関する色・形の設計 

 調達から販売までのサプライチェーンの構築 

 製造工程の設計（生産技術） 

 広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等） 

 販促物の制作（プレゼン資料含む） 

 Webサイト等のデジタル顧客接点の設計 

 組織設計・人事制度設計 

 （中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計 

 個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計 

 研究部門における技術開発ロードマップの策定 

 個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計 

 地域や社会の課題が持つ複雑な課題を解決するための設計 

 社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等） 

 その他（自由記述：        ） 
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6 デザインを活用する上での期待、及び達成状況についてお聞かせください 

【各項目について、該当する数字を 1つ選んでください】 

 

【弱 ← 1・2・3・4・5 → 強】 

 貴社でデザイン

を活用すること

で、期待していた

ことは何です

か？ 

左記の期待はど

の程度達成され

ていますか？ 

企業全体の売上げの向上 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

新事業の立ち上げ数増加 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

新サービス/製品の創出数増加 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

新サービス/製品の開発サイクルの短縮 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

他社と差別化されたサービス/製品の開発 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

新規市場/顧客の開拓 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

企業・ブランドイメージの向上 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

顧客満足度の向上 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

膠着した組織風土の改革 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

従業員満足度の向上 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

何か新しい製品・事業が生まれてくる雰囲気

の醸成 

1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

優秀な人材の採用しやすさ 1・2・3・4・5 1・2・3・4・5 

  



7 

 

7 貴社において、デザイナーが関わるフェーズをお聞かせ下さい。 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 

 

 経営企画/営業企画等の企画部門 

 人事部門・総務部門などの管理部門 

 研究所など研究部門 

 製造工程など、生産部門 

 製品／サービス企画 

 要素技術・機能設計 

 意匠・ユーザーインターフェース設計 

 製造流通 

 広告宣伝 

 販売営業 

 保守・アフターサービス 

 その他（自由記述：        ） 

 

8 新製品/サービス開発プロジェクトの進め方 

8.1 新製品/サービス開発プロジェクトについて、貴社では一般的にどのようなメン

バー構成で取り組むことが多いですか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 経営企画部など本社の開発/企画系 

 営業系 

 設計開発系 

 生産技術系 

 アフターサービス系 

 デザイン系 

 管理部門（法務・経理・総務）系 

 その他（自由記述：         ） 
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8.2 一般的に、貴社ではどのメンバーがリーダーになることが多いですか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 経営企画部など本社の開発/企画系 

 営業系 

 設計開発系 

 生産技術系 

 アフターサービス系 

 デザイン系 

 管理部門（法務・経理・総務）系 

 その他（自由記述：         ） 

 

 

8.3 貴社ではプロジェクトにおいてリーダーはどの程度の権限を持っていることが

多いですか 

【該当するものを 1つ選択してください】 

 

 プロジェクト完遂までのすべての予算・権限を持っている 

 プロトタイプまで作成して試行できる予算・権限を持っている 

 調査を行う程度の予算・権限を持っている 

 あまり権限が無い（都度責任者に取り計らう） 

 その他（自由記述：            ） 

 

8.4 貴社ではプロジェクトにおいてデザイナーはどの程度の権限を持っていること

が多いですか 

【該当するものを 1つ選択してください】 

 

 プロジェクト完遂までのすべての予算・権限を持っている 

 プロトタイプまで作成して試行できる予算・権限を持っている 

 調査を行う程度の予算・権限を持っている 

 あまり権限が無い（都度責任者に取り計らう） 

 その他（自由記述：            ） 
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8.5 プロジェクトを実施する際に、どのように顧客を巻き込んでいますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 現場訪問をさせてもらっている（フィールド調査やエスノグラフィなど） 

 プロジェクトの主要な意志決定に参画してもらっている 

 プロジェクトで定期的にアドバイスをもらっている 

 単発のヒアリングを行っている 

 個々の顧客には特に関わってもらっていない 

 その他（自由記述：           ） 

 

9 デザインに関する組織体制について 

9.1 貴社の中にはデザイン専門の組織/チームがありますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 グループ会社として存在（分社化されている） 

 インハウス（独立した組織で、経営陣直轄等として存在） 

 インハウス（事業部の中の１グループとして存在） 

 社外にお願いしている（アウトソーシング） 

 社外にお願いしている（パートナー企業と協業） 

 社内に無く、社外にもお願いしていない（→問 9.6へ） 

 その他（自由記述：） 

 

9.2 デザイン専門組織/チームの設立年次を教えてください 

 

設立年次（西暦）： 
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9.3 貴社のデザイン専門組織/チームの役割にはどのようなものがありますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 製品コンセプトの設計 

 製品/サービスを使った時に得られる体験/価値（UX：User Experience）の設

計 

 製品/サービスの機能・仕様の設計 

 製品/サービスのインターフェイス (UI：User Interface)の設計 

 製品やパッケージの外観に関する色・形の設計 

 調達から販売までのサプライチェーンの構築 

 製造工程の設計（生産技術） 

 広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等） 

 販促物の制作（プレゼン資料含む） 

 Webサイト等のデジタル顧客接点の設計 

 組織設計・人事制度設計 

 （中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計 

 個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計 

 研究部門における技術開発ロードマップの策定 

 個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計 

 地域や社会の課題が持つ複雑な課題を解決するための設計 

 社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等） 

 その他（自由記述：        ） 
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9.4 社外（デザインファーム等）にお願いする際の主な機能は何ですか 

【該当するものを全て選択してください】 

※9.1で「社外にお願いしている」と答えた方のみお答えください 

 

 製品コンセプトの設計 

 製品/サービスを使った時に得られる体験/価値（UX：User Experience）の設

計 

 製品/サービスの機能・仕様の設計 

 製品/サービスのインターフェイス (UI：User Interface) の設計 

 製品やパッケージの外観に関する色・形の設計 

 調達から販売までのサプライチェーンの構築 

 製造工程の設計（生産技術） 

 広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等） 

 販促物の制作（プレゼン資料含む） 

 Webサイト等のデジタル顧客接点の設計 

 組織設計・人事制度設計 

 （中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計 

 個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計 

 研究部門における技術開発ロードマップの策定 

 個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計 

 地域や社会の課題が持つ複雑な課題を解決するための設計 

 社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等） 

 その他（自由記述：        ） 
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9.5 貴社のデザインの組織/チームの評価はどのような指標で行っていますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 デザイナーが関わったプロジェクト数 

 売上/利益への貢献 

 デザイナーが関わったプロジェクトメンバー（他事業部）からの評価 

 社内へのデザインへの認識の普及 

 メディアからの取材数 

 顧客満足度の向上 

 ブランドイメージの向上 

 社内外のアワード受賞数 

 その他（具体的に：          ） 

 あまり評価はされておらず、経営陣の主観による 

 

 

9.6 貴社は、今後デザインをより一層活用していく意向ですか（≒今後デザインに対

する投入リソースを増加させますか） 

【該当するものを 1つ選択してください】 

 

 今後、デザインをより一層活用していく意向である（→問 9.7へ） 

 現状と同じ程度、今後もデザインを活用していく 

 デザインは、今後はあまり活用していかない予定である 

 

9.7 今後デザインをより一層活用していく際に、課題となるであろう事柄は何ですか） 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 新商品・サービスデザインをリードできるデザイナーの不足 

 開発担当者におけるデザインの素養の不足 

 中間管理職（マネージャークラス）におけるデザインの素養の不足 

 経営陣におけるデザインの必要性への認識の低さ 

 費用対効果の説明が困難 

 その他（自由記述：） 
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9.8 デザインに関して責任/判断権限を持つ方はどの位置づけにありますか 

【該当するものを 1つ選択してください】 

 

 社長のみ 

 社外取締役/相談役 

 CDO（チーフデザインオフィサー）、CCO（チーフクリエイティブオフィサー） 

 担当役員/本部長クラス 

 事業部長クラス 

 その他（         ） 

 

 

10 デザイン人材採用・育成 

10.1 貴社ではデザイン人材に対して、何を求めていますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 目を引く製品デザインをする能力（色彩、デッサン） 

 ユニークな感性 

 人間工学に関する専門知識 

 人の持つ、潜在的な課題や気持ち（インサイト）を発見する能力 

 サービスに関する知識・スキル 

 コミュニケーションスキル 

 一般的なビジネススキル（プレゼン、名刺など） 

 マーケティングの知識・スキル 

 データサイエンティストの知識・スキル 

 建築・構造物関連の知識・スキル 

 ファイナンスの知識・スキル 

 エンジニアリングの知識・スキル 

 マネジメントの知識・スキル 

 広報に関する知識・スキル 

 IT・Webに関する知識・スキル 

 AIに関する知識・スキル 

 IoTに関する知識・スキル 

 その他（自由記述：） 

 

10.2 貴社のデザイン人材が持っている能力・スキルは何ですか 
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【該当するものを全て選択してください】 

 

 目を引く製品デザインをする能力（色彩、デッサン） 

 ユニークな感性 

 人間工学に関する専門知識 

 人の持つ、潜在的な課題や気持ち（インサイト）を発見する能力 

 サービスに関する知識・スキル 

 コミュニケーションスキル 

 一般的なビジネススキル（プレゼン、名刺など） 

 マーケティングの知識・スキル 

 データサイエンティストの知識・スキル 

 建築・構造物関連の知識・スキル 

 ファイナンスの知識・スキル 

 エンジニアリングの知識・スキル 

 マネジメントの知識・スキル 

 広報に関する知識・スキル 

 IT・Webに関する知識・スキル 

 AIに関する知識・スキル 

 IoTに関する知識・スキル 

 その他（自由記述：） 

 

10.3 貴社ではどの程度デザイン人材の採用を重要視していますか 

【最も近いものを 1つ選択してください】 

 

 デザイン人材を最重要分野の一つとして、戦略的に採用している 

 デザイン人材の専門枠を用意し、積極的に採用している 

 デザイン人材専門枠は設けていないが、一定程度採用する様配慮している 

 デザイン人材を意識した採用は行っていない（→問 10.5 へ） 

 デザイン人材は必要としていない（→問 10.5へ） 

 

 

 

 

10.4 貴社は主にどのような経歴の人材をデザイン人材として採用していますか 

【該当するものを全て選択してください】 
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 芸術・美術系から採用 

 工学・技術系から採用 

 社会・人文・心理系から採用 

 経営・商学系から採用 

 その他 

 特に意識して最初から採用しているわけでは無い 

 

10.5 貴社ではデザイン人材を育成するためにどのような取り組みを行っていますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 独自のカリキュラム等を用意し集中的に研修 

 外部に委託（講師招聘、研修派遣など） 

 OJTなど現場の業務を通した習得 

 他部門（営業など）へのローテーションなどを通じた教育（具体的な部署

名：） 

 国内外デザイン系教育機関への留学（スタンフォード大学 d.school等） 

 希望者に対する補助（金銭・機会） 

 その他（           ） 

 特に何も行っていない 

 

10.6 貴社ではデザイン人材に対して、どのようなキャリアパスがありますか 

【該当するものを全て選択してください】 

 

 デザインの専門家として処遇する 

 新製品/新サービスの開発責任者として処遇する 

 事業部門のマネージャーとして処遇する 

 経営陣として処遇する 

 その他（自由記述：             ） 

 

 

以上 


