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産業競争力とデザインを考える研究会 中間とりまとめ 

 

 
 
Ⅰ．はじめに 

本研究会は、本年 7月に設置され、これまで５回にわたり、我が国企業におけ

るデザインの現状やデザインを取り巻く環境について議論を行ってきた。今後

は、デザインによる我が国産業の競争力強化に向けた課題や、意匠制度が果たす

役割を整理し、それらの課題への対応策について検討する予定である。 

そこで、今回、これまでの議論を整理し、本研究会における今後の議論の方向

性について中間的にとりまとめることとした。 

 

 

Ⅱ．本研究会の開催趣旨 

製品の同質化（コモディティ化）が急速に進む今日、機能や品質のみで、他者

製品を凌駕するだけの差別化が困難な時代を迎えている。事実、我が国製品は、

機能等で優れた製品を上市しても、直ちに新興国企業がこれに追随し、販売価格

の下落を招き、競争優位を確保しがたい状況に直面している。 

一方、米アップル社や英ダイソン社をはじめとする欧米企業は、明確な企業理

念に裏打ちされた自社独自の強みや技術、イメージをブランド・アイデンティテ

ィとしてデザインによって表現し、製品の価値を高め、世界的な市場拡大に結び

付けている。こうした例は、欧米のプレミアムカーや服飾品のデザイン戦略にも

長く見られるものである。近年は中国や韓国等のアジア企業も、こうした欧米企

業にならってデザイン開発に注力しており、デザイン力を加速度的に向上させ

ている。 

他方、我が国企業の多くは、その経営層も含め、デザインに対する自信と意識

がいまだ低いとの報告もあり、製品の同質化が一層進む中、我が国企業の国際競

争力は一層低下するのではないかと危惧される。 

そこで、「産業競争力とデザインを考える研究会」を設置し、デザインによる

我が国産業の競争力強化に向けた課題を整理し、その対応策を研究する。 

また、研究結果は、今後の我が国の知的財産政策やデザイン政策に反映させて

いくこととする。 

 

 

Ⅲ．これまでの議論のまとめ 

これまで行ってきた委員及び事務局からの説明、並びに議論の内容について、

デザインの捉え方、デザインマインドの高め方、デザイン経営のあり方、知的財

産権制度のあり方の４つの観点から、以下のようにとりまとめた。 
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１．デザインの捉え方 

本報告書において、デザインとは、造形の美を出発点としつつ、製品・サービス

あるいは企業イメージなどが顧客、さらには社会にとって好ましい魅力的なもの

となるよう計画・設計すること、と定義する。このようなデザインは、イノベー

ション創出の有効なツールの一つとして期待される。 
 

従来、我が国の経済を支えた基幹産業は、自動車や電気製品を中心とする製

造業であった。製造業における収益の基本は、個々の製品の売上げであり、企

業が利益を確保するためには、製品そのものを魅力的なものとする必要があっ

た。高度経済成長期以来、製品の魅力は、先進的な技術に基づく機能や品質で

あり、優れた技術力を有する我が国において、数多くの新製品が生み出された。

しかし、その後、代替技術や安価な労働力を有した新興国企業の製品が市場に

流入し、また、大型量販店による販売の拡大も相まって、低価格競争が加速し

た。このような状況の中、企業理念に基づいた造形美によって製品の価値を高

め、顧客と製品との関係を強固にする戦略を採用する企業が出現してきた1。こ

のようにして生まれた製品は、製品や企業に対する顧客の愛着を醸成し、プレ

ミアムな価格を安定的に実現するとともに、長期にわたる反復購入を促し、非

価格競争力を高めるものとなった2。 
 
昨今、インターネットや高度な情報処理技術の普及を契機に、産業界は大き

く変化している。例えば、クラウドにおけるデータ処理を基盤とし、インター

ネットを通じてコンピューターやスマートフォン上で利用できる新たなサー

ビスが多数登場した。検索、データ共有、電子決済、電子メール、ＳＮＳ（ソ

ーシャルネットワークサービス）など顧客にとって便利なサービスが次々に開

発され、その課金方法も多様化している。人気のあるサービスは多くの利用者

をそのプラットフォーム上に集められるため、集客力と発信力のあるメディア

となり、広告収入という新たな収益構造を確保するサービスも生まれた。また、

企業における宣伝広告も、テレビや雑誌などのマスメディアを使った従来の方

法だけでなく、顧客情報に基づくターゲット広告やＳＮＳによる口コミなど新

たな方法も活用されている。 

                                                   
1 マイケル・ポーターは、『競争の戦略』（ダイヤモンド社 1982 年）の中で、新規参入の脅威、既存競争業者の間の敵対

関係の強さ、代替製品からの圧力、買い手の交渉力、売り手の交渉力という５つの競争要因に対処する場合、他社に打ち

勝つための戦略の一として自社の製品やサービスの差別化を挙げている。 
2 『戦略的ブランドマネージメント』(東急エージェンシー 2008 年)において、ケビン・レーン・ケラーは「ポジティブな

顧客ベースのブランド・エクイティを有するブランドは、価格プレミアムを得ることができる。さらに消費者は長期にわた

り、価格上昇に対して非弾力的に反応し、価格下落や当該ブランドの値引きに対して弾力的に反応する（Hermann 
Simon, ’Dynamics of Prince Elasticity and Brand Life Cycles: An Empirical Study, ‘ Journal of Marketing Research, 16 
November 1979, PP 439-452）」「ユニークでポジティブなメッセージを提示すれば、企業は将来の価格競争を回避できる

（William Boulding, Eunkyu Lee, and Richard Staelin, ‘ Mastering the Mix : Do Advertising , Promotion, and Sales 
Force Activities Lead to Differentiation?, ‘ Journal of Marketing Research, 31 (May, 1994), PP 159-172）」など引用しつ

つ、顧客の信頼を得た商品が低価格競争に巻き込まれない傾向について説明をしている。 
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さらに、旧来の製造現場においても、インターネットによって繋がれた個々

の製品の稼働データや使用者の状態データを分析することによって、需要に応

じた多品種少量生産を実現するなど、インダストリー4.0 と称される新たな時

代を迎えている。 
このようなインターネットを活用した事業が多様化する中、競争力のある新

規事業を創出するためには、顧客が気づいていない課題を発見し、その解決を

目指した新たな仕組みを考える必要がある。デザインは、このプロセスの中で、

顧客が気づいていない課題を発見し、その解決策をわかりやすく、かつ美しく

表現する役割を担いうる。 
 
以上から、本報告書における「デザイン」とは、造形の美を出発点としつつ、

製品・サービスあるいは企業イメージなどが顧客、さらには社会にとって好ま

しい魅力的なものとなるよう計画・設計すること、と定義し、イノベーション

の有効なツールの一つとして期待されるもの、とする。 
 

 
２．デザインマインドの高め方 

美しい自然や魅力的なデザインに触れる機会に恵まれることで、おのずとデザイ

ンマインドが育まれる。国民のデザインマインドを高めるためには、それぞれの

地域や地方の特徴を生かした、外国人をも魅了しうる街づくりやインテリア、製

品やサービスを創出し、国民にとって身近な生活環境を整えることが効果的であ

る。 
 

美しい自然や調和の取れた街並みといった生活環境が、国民の感性を豊かに

し、また、優れたデザイナーを育む土壌となる。優れたデザイナーによって生み

出された魅力的な製品やサービスのデザインは、マーケットにおいてデザイン

マインドの高い顧客によって評価され、さらに磨かれる。 
 

たとえば、欧州を見てみると、スカンジナビアデザインの北欧であっても、陽

光に照らされる南欧であっても、その玄関たる空港のインテリアから、それぞれ

の国を想起するデザインに囲まれている。都市を訪れれば、建物のみならず、町

を走る自動車やその他の様々な製品が、それぞれの街並みや景色に調和するよ

うに美しくデザインされている。そうした環境は、日々の生活や地域のコミュニ

ティを通して、国民のデザインマインドを高めるものとなっている。 
 

他方、日本におけるこれまでの地方振興策は、収支計画が十分ではなく、投資

回収の当てがない豪華な建築物の建設や、横並び感が強く独自性が弱い広報活

動など、必ずしも国民や地域のデザインマインドの向上に資するものとはなっ
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ていない。 
これからは、それぞれの地域や地方の特徴を生かし、地域住民のみならず、外

国人さえも魅了する街づくりやインテリア、製品やサービスを提供し、国民全体

のデザインマインドを向上させる必要がある。そして、こうした身近な生活環境

がもたらすデザインマインドの高揚にあわせて、教育機関における幼少期から

のデザイン教育の推進や、各種デザイン賞による啓発、さらには、あらゆる政策

にデザインマインドを高めるという視点を持つことが効果的であると考えられ

る。 
 
 

３．デザイン経営のあり方 

企業が顧客に提供したい独自の価値を、一貫したデザインコンセプトによって表

現することで、企業のブランドが確立し、非価格競争力が高まるものと期待でき

る。これは、デザイナーが企画・開発段階から関わり、開発、設計、調達、生産、

販売、広報など企業の各部門が、一貫したデザインコンセプトを共有する、すな

わち、経営の中にデザインを位置付けることによってはじめて実践できる。 
 

本報告書において、デザイン経営とは、デザイナーが企画・開発段階から関

わり、企業の各部門が一貫したデザインコンセプトを共有することができるよ

う、財務や人材などの経営資源を適切に配分することとする。 
 
たとえばＩＢＭ社は、2014,15 年の両年だけで造形やデジタルプログラムを

学んだデザイナーを 2000 名規模で採用し、社内のエンジニア、リサーチャー、

ストラテジストなどと協働させ3、クライアントのビジネス改善やユーザーイン

ターフェースの設計に深く関与させている。同社に限らず、アップル社、ダイ

ソン社なども、デザイン経営を実践することによって、顧客に付加価値を提供

し、長期的な収益を確保し、事業価値及び企業価値を向上させているといわれ

る。近年では、レノボ社、サムスン社等、東アジアの企業も、これに追随して

いる。一方、我が国企業の多くは、その経営層も含め、デザインに対する自信

と意識がいまだ低いとの報告もあり（図１）、その主な理由として、経営層がデ

ザイン経営について十分に理解していないことなどが考えられる。 
 
 
 
 

 
                                                   
3 IBM 社では、アジャイル型の開発手法を推進するために、デザイナーとエンジニアの比率を 1：30 から 1:8 とすること

を目指して、2014,15 年の両年だけで 2000 名規模のデザイナーを採用した。 
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図 1：我が国企業のデザインに対する意識 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
したがって、我が国企業の経営層がデザイン経営を深く理解し、実践する

ことができるよう、デザイン経営における具体的な取組を以下に例示的に説

明する。 
 

（１）顧客に提供したい独自の価値の創出 
デザイン経営を実践する企業は、顧客が気づいていない課題を発見し、企

業理念に裏打ちされた自社の強み（技術、企業イメージ等）を活かしてその

解決を図ることで、企業独自の価値を創出している。 
 

（２）一貫したデザインコンセプトによる表現 
一貫したデザインコンセプトを長期に渡って継続的に表現することで、そ

のデザインが企業や製品群、サービスの顔となり、企業ブランドや製品ブラ

ンドを形成する。こうしたデザインは、製品群にとどまらず、パッケージ、店

舗、広告等にまで、表現を拡げることもある。 
 

（３）事業、技術、デザインの結合 
デザイナーは、顧客が気づいていない課題を発見する能力や、その解決策

をわかりやすく、かつ美しく表現する能力に長けている。デザイン経営を実

践する企業は、そうしたデザイナーの能力を事業設計や製品開発において最

従業員 100 人超の製造業は全て対象とし、従業員 100 人以下の企業は機械系製造業を中心に抽出し、全 25,000 社を対象に実施

したアンケート調査結果。有効回収率は 16.6％ （有効票 4,151 件） 

② 新興国における我が国企業のマーケティ

ング力・販売力が弱いと考えている原因 
① 我が国企業がグローバル市場の開拓を成し遂げた

と考えている成功要因 

（出典）「平成２３年度中小企業支援調査 我が国ものづくり産業の競争力の源泉に関する調査報告書」 

デザインが市場開拓の成功要因であると考えている我が国企業は少ない。また、マーケティング力や

販売力が弱い原因がデザインであると考えている企業も少ない。我が国企業の多くは、デザインが市

場開拓力・販売力を強く左右する要因として認識していないと考えられる。 
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大限活用すべく、企画段階からデザイナーをエンジニア、プランナーなどか

ら構成されるチームに参画させ、短期間で課題発見、解決策の立案、プロト

タイプ作成（可視化）、実証を繰り返すアジャイル型開発を導入している。 
 

（４）デザインを意識した企業組織 
デザイン経営を実践している企業は、社内全体のデザインマインドを高め、

これを経営の中に根付かせるために、デザイナー出身の役員等を配置し、企業

の各部門におけるデザインコンセプトの共有や啓発に努めている。 
 
 

４．知的財産権制度のあり方 

我が国の意匠登録制度は、デザインの創作を奨励するとともに、デザインによる

ブランド形成を行うにあたって重要な役割を果たす。一方、同制度は、必ずしも

今日の IoT 化する社会変革やデザインの広がりに適合するものではなく、保護が

限定的であり、手続きが煩雑であるとの指摘も少なくない。近年重視されるデザ

インの動向を見据えつつ、他の知的財産権制度も含めたデザイン経営に資する制

度設計が求められる。 
 

企業がデザイン経営を実践することによって獲得した企業の競争力を維持す

るためには、競争力の源泉となる独創的なデザインを保護し、さらなるデザイン

の創作を奨励する制度が重要な役割を果たすことに言を俟たない。 
 

我が国の意匠法に基づく意匠登録制度は、デザインの保護及び利用を図るこ

とでデザインの創作を奨励し、産業の発達に寄与することを立法趣旨としてい

る。競争力の源泉となるデザインについて意匠権を取得すると、そのデザインを

最長 20 年間独占することができ、第三者が類似したデザインを実施した場合、

その実施対象製品の差し止めや損害賠償を請求することができる。この仕組み

によって、企業はそのデザインに要した投資の回収を見込むことができるため、

さらなるデザインの創作を安心して行うことができる。また、複数の製品群に共

通するような企業の顔となる特徴的なデザインを、広く顧客に認識されるまで

独占的に確保することにより、デザインによるブランド形成を行うこともでき

る。 
 
デザインを重視する、南欧のある中堅企業の経営陣などは、こうした意匠権の

重要性や利用性を考慮すれば、欧州域内にとどまらず、国際的な権利の確保に努

めることは当然と回答する。また、北欧の大手企業の知財責任者は、デザインが

尊重され、権利の利活用が期待できる国に意匠出願や特許出願を集中すると述

べている。 
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このほか、各法律の要件を満たしているデザインであれば、特許法、商標法、

著作権法などによる複合的な知的財産保護（知財ミックス）も可能である。 
近年、顧客とのインターフェイスとなる画面のデザインや、製品群に採用され

た一貫したコンセプトに基づくデザイン、販売店の内装のデザインなどが重視

されている。しかし、現行の我が国意匠登録制度では、このようなデザインを十

分に保護することができず、主要国間の制度間競争にも資する、制度の近代化が

求められている。また、我が国において意匠権を取得するための手続きは、国際

意匠登録制度や外国の意匠登録制度と比べて複雑であるとの指摘もあり、我が

国においてデザインを確実に保護するためにも、意匠権取得のための手続きの

簡素化が期待されている。 
これら制度整備の前提として、デザインマインドの向上（前掲）とあわせて、

意匠権をはじめとした知的財産権が尊重され、他社の製品やサービスを模倣す

ることを嫌悪する文化が国内外に醸成されることが求められる。 
 
 

Ⅳ．本研究会における今後の議論の方向性 

次回以降の研究会においては、これまでの議論（上記Ⅲ．の１～４）を踏まえ

つつ、デザインによって我が国産業の競争力を強化するための方策やデザイン

マインドの向上策、さらには制度間競争に資する意匠制度の近代化に向けた取

組について、議論を深めていくこととする。 
以上 


