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ガイドライン想定読者：企業の人材育成に関わる人

大学のカリキュラム設計責任者

• 経済のグローバル化や情報通信技術の急速な進歩により、既存のビジネスモデルの崩壊が進行する中、あるべき未

来を構想し、事業課題を創造的に解決する高度なデザインの重要性が高まっている。

• こうした中、産業界は、デザイン(D)のスキルと、ビジネス(B) 、テクノロジー(T)のスキルが結合した「高度デザイ

ン人材」を求めているが、国内においては十分な育成ができていない。

• 「高度デザイン人材」の具体像を類型化し、各人材に必要なマインドやスキル、カリキュラム等をガイドラインと

してまとめ産業界及び大学等における高度デザイン人材の育成（カリキュラム編成、授業科目開設等）を促進。

現在、デザイナーの市場ニーズは世界的に高まり続けている状況にあり、

その背景として、あらゆる製品や事業のサービス化（XaaS注1）、それによる

生活者との接点や利用文脈の多様化・複雑化がある。とくにモバイル・デジ

タルサービスの業種においては顧客体験デザインを専門とするUX注2デザイ

ナーやデジタル体験のデザインを行うインタラクションデザイナーなどの激し

い獲得争いが行われている。一方、経済産業省と特許庁が公表した『「デザ

イン経営」宣言』にも見られるようにデジタル・トランスフォーメーション注3（デ

ジタルによる変革）の進展によってデジタルやモバイルとは直接的関連のな

かった業種・領域においても、デザイナーの必要性は高まっている。しかし

これらの要望に応える人材の供給は需要に対し圧倒的に足りていない。こ

れを受け本事業では市場から求められている高度デザイン人材について、

企業内での育成や大学・大学院など教育機関での輩出を促すため国内外

でのこれら高度デザイン人材となりうる人材育成を行うカリキュラムや環境

の

１. 本事業の意義

2. ガイドライン作成の意義

分析を行い、その要点を整理分析し報告書及び各企業・教育機関で活用可

能なガイドラインとして取りまとめることにより、産業発展に寄与する人材を

輩出することを目指すものである。

高度デザイン人材はこれからのサービス化、デジタル化の進むグローバル

市場における産業発展には不可欠と想定されるが、具体的にどのようにし

て該当する人材を育成可能なのか各企業や大学では手探りの状況である。

この状況を踏まえ高度デザイン人材育成ガイドラインは、日本の企業や教

育機関における意思決定者が、これからの社会に必要な高度デザイン人材

を育成する仕組み（カリキュラムや学習リソース）や環境を創る際の手引き

として活用するために作成するものである。

1 本事業（高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究）の意義と狙い







研究会について4

今後「高度デザイン人材」が必要になる領域は産官学ほか多様な社会領域になると想定される。そのため、研究会委員は企業、大学、デザインエージェン

シーその他、広くデザインの活用される文脈について議論検討が可能な人材により構成する。（以下、敬称略）

研究会委員の設置
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研究会委員

岩佐 浩徳 サービスデザインネットワーク日本支部 共同代表

上田 義弘 富士通デザイン株式会社 代表取締役社長

江渡 浩一郎 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員

田村 大 株式会社リ・パブリック 共同代表

長谷川 敦士（研究会座長） 株式会社コンセント 代表取締役社長

丸山 幸伸 株式会社日立製作所 研究開発グループ 東京社会イノベーション協創センタ 主管デザイナー

山崎 和彦 学校法人千葉工業大学 教授

鷲田 祐一 国立大学法人一橋大学 教授

事務局

三牧 純一郎 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 課長（デザイン政策室 室長）

長谷川 寛晃 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 総括補佐

菊地 拓哉 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 課長補佐（デザイン政策室 室長補佐）

松井 洋之 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 課長補佐

佐々木 葉月 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 係員

⻑谷川 敦士（研究会座長を兼任） 株式会社コンセント 代表取締役社長

赤羽 太郎 株式会社コンセント サービスデザインチーム マネージャー

川原田 大地 株式会社コンセント

⻑尾 真実子 株式会社コンセント

オブザーバー

宇津木 達郎 内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

杉本 敏彦 内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

木本 直美 特許庁 審判部 第34部門 審判長

外山 雅暁 特許庁 審査第一部 意匠課 課長補佐

原川 宙 特許庁 総務部 企画調査課 意匠動向係長・活用企画係長



公開の文献情報調査においては、広く国内外のカリキュラム・プラク

ティスを収集し、多様な社会領域におけるデザイン人材活用の方針

策定に役立てていくことを目指す。

また、デザイン人材の育成についての専門知識や経験を有する有識

者へのヒアリング調査を行う。

1.公開文献情報調査&有識者ヒアリング

具体的な調査・分析の観点としては、大学・大学院を始めとした教育

機関における各領域デザイナー育成プログラムを対象として考えて

いる。

具体的に調査していく観点としては、デザイン人材育成を重視するに

至った各国の社会的背景、育成をめざす人材の備えるコンピタンス

や役割のビジョン、現状の産業や社会との連携的取り組み、今後の

課題、具体的なプログラムの内容や要点、各国のこれら課題意識や

取り組みの優先順位の差異の背景、などを想定している。

また、これら大学のプログラムとは別に産業発展に高度デザイン人

材が寄与する先行事例の分析を通して、具体的に高度デザイン人材

が活躍する領域や機会について検討していく。

2.想定する公開情報の調査範囲と観点

3.具体的な参考公開情報の収集先

米国：

・イリノイ工科大学

・MITメディア・ラボ

・カリフォルニア・カレッジ・オブ・アーツ

・パーソンズ大学

・ロードアイランドスクールオブデザイン

・サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン

・（追加候補）デルフト工科大学

・（追加候補）ハーバード大学デザインスクール

・（追加候補）MITデザインラボ

欧州：

・アールト大学 フィンランド

・ミラノ工科大学 (S) イタリア

・ロイヤル・カレッジ・オブ・アート 英国

・ウメオ（Umeå）大学 スウェーデン

日本：

・九州大学

・千葉工業大学

・武蔵野美術大学 造形構想学部

公開情報収集先選定の参考文献（抜粋）：

※AXIS(アクシス ) 2018年 10 月号 (世界のデザイン大学2018)

※The Design Journa l ,『Best Pract ices in Des ign Educat ion Leads to a

New Curr icu lum』

※BUSINESS INSIDER, 『The World’s Best Des ign Schools』

5 調査の概要
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7 高度デザイン人材に求められる能力・論点の全体像

デザインスキル デザイン哲学

• UXデザイン
• ビジュアライゼーション
• デジタル＆テクノロジー活用

• HCDやアブダクションなどのデザインアプロー
チや概念の理解

• デザイン／デザイナーの倫理

ビジネス
• 事業戦略の要点を理解するビジネス知識と観点
• デザインアプローチの説明伝達
• デザインプロジェクト設計 & マネジメント

リーダーシップ
（アントレプレナーシップ）

• 主体性ある関与
• ビジョンの提示
• コラボレーション／ファシリテーション

ビジネスに
求められるスキル

クリエイティブ
領域の専門性

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
全
体
像

アート
• アート教育を通じて獲得する視点
• 日本文化独自のクリエイティビティ

※デザインスキルに関し
ては、これら全てを習得
しなければならないとい
うわけではない

ここまでの検討をふまえて、高度デザイン人材を以下のように定義し、必要な資質をプロットした。

“デザインを基軸にしてリーダーシップを持ってビジネスの中核に立てる人材”
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高度デザイン人材の教育のための要件

１．コンセプト・方針

•実践中心の場での学び（Learning by Practice）のデザイン

•不確かな状況におけるデザイン

２．環境と場：課題のある現場でのコラボレーションとプロジェクト実践

•課題の発生している現場でのコラボレーションと実践

•教育の成果や育成したい人物像について、教育者間での明確な合意

３．教育提供を行う人や組織に求められるもの

•必要なものやリソースは組織の内外に関わらず柔軟に用いていくオープンな組織

４．教育と学習の成果をどう評価するか

•行動ベースでの評価

•「失敗」も望ましいマインドセットに基づくものであればチャレンジとして評価する

•多様なステークホルダーからの多面的な評価

高度デザイン人材育成のために必要なカリキュラムだけでなく、その教育を行う側の条件や環境についても議論を行い、下記のよ

うに議論をまとめた。
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経済産業省 平成30年度 産学連携サービス経営人材育成事業

（高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究）

「高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究報告書：概要版」

2019年3月29日

発行者：経済産業省

受託者：株式会社コンセント
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ガイドライン想定読者：企業の人材育成に関わる人

大学のカリキュラム設計責任者

• 経済のグローバル化や情報通信技術の急速な進歩により、既存のビジネスモデルの崩壊が進行する中、あるべき未

来を構想し、事業課題を創造的に解決する高度なデザインの重要性が高まっている。

• こうした中、産業界は、デザイン(D)のスキルと、ビジネス(B) 、テクノロジー(T)のスキルが結合した「高度デザイ

ン人材」を求めているが、国内においては十分な育成ができていない。

• 「高度デザイン人材」の具体像を類型化し、各人材に必要なマインドやスキル、カリキュラム等をガイドラインと

してまとめ産業界及び大学等における高度デザイン人材の育成（カリキュラム編成、授業科目開設等）を促進。

現在、デザイナーの市場ニーズは世界的に高まり続けている状況にあり、

その背景として、あらゆる製品や事業のサービス化（XaaS注1）、それによる

生活者との接点や利用文脈の多様化・複雑化がある。とくにモバイル・デジ

タルサービスの業種においては顧客体験デザインを専門とするUX注2デザイ

ナーやデジタル体験のデザインを行うインタラクションデザイナーなどの激し

い獲得争いが行われている。一方、経済産業省と特許庁が公表した『「デザ

イン経営」宣言』にも見られるようにデジタル・トランスフォーメーション注3（デ

ジタルによる変革）の進展によってデジタルやモバイルとは直接的関連のな

かった業種・領域においても、デザイナーの必要性は高まっている。しかし

これらの要望に応える人材の供給は需要に対し圧倒的に足りていない。こ

れを受け本事業では市場から求められている高度デザイン人材について、

企業内での育成や大学・大学院など教育機関での輩出を促すため国内外

でのこれら高度デザイン人材となりうる人材育成を行うカリキュラムや環境

の

１. 本事業の意義

2. ガイドライン作成の意義

分析を行い、その要点を整理分析し報告書及び各企業・教育機関で活用可

能なガイドラインとして取りまとめることにより、産業発展に寄与する人材を

輩出することを目指すものである。

高度デザイン人材はこれからのサービス化、デジタル化の進むグローバル

市場における産業発展には不可欠と想定されるが、具体的にどのようにし

て該当する人材を育成可能なのか各企業や大学では手探りの状況である。

この状況を踏まえ高度デザイン人材育成ガイドラインは、日本の企業や教

育機関における意思決定者が、これからの社会に必要な高度デザイン人材

を育成する仕組み（カリキュラムや学習リソース）や環境を創る際の手引き

として活用するために作成するものである。





本事業の内容について1-3
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(1)関連資料の把握

本事業は、経済産業省等が公表したデザイン及び人材育成に関する下記資料の内容を踏まえて実施する。

・経済産業省・特許庁 産業競争力とデザインを考える研究会報告書『「デザイン経営」宣言』(8.政策提言 人材 1.高度デザイン人材の育成)(平成30年5月23

日公表) 

・内閣府 クールジャパン人材育成検討会 最終取りまとめ(本文III.3.高度デザイン人材)(平成30年3月30日公表)

・経済産業省 第4次産業革命クリエイティブ研究会報告書(平成29年3月14日公表) 

(2)研究会の設置、運営

高度デザイン人材の育成に係る有識者を委員とする研究会(高度デザイン人材育成研究会)を設置、運営する。

(3)公開情報調査の実施

公開情報を基に、高度デザイン人材の育成に関する国内外の①企業・大学等における先 進的なカリキュラム等事例、②大学間の先進的な連携・ネットワー

ク構築事例及び③先進的な産学連携事例を収集、分析する。

(4)ヒアリング調査の実施

公開情報調査結果を基に、1高度デザイン人材の類型、2各高度デザイン人材に求められるマインド、スキル、組織内での役割等、3各高度デザイン人材の

育成に有効なカリキュラム、経験等の具体的な仮説を構築した上で、有識者5者以上へのヒアリング調査を実施し、仮説を検証・補強する。

(5)ガイドラインの作成

国内外における最新のデザイン人材育成の取組等の調査を踏まえ、今後、社会や産業界において求められる高度デザイン人材の具体像(少なくとも5類型

程度を想定)、それら具体像が備えるべきマインドやスキル等、それら具体像を育成するためのカリキュラム等を、高度デザイン人材を育成するためのガイド

ラインとして取りまとめる。

(6)調査報告書の作成

本事業の成果(上記「3.事業内容」に係るもの)を総合的に取りまとめた調査報告書 を作成する。

本事業では以下の内容を実施。





■経産省「デザインの活用によるイノベーション創出環境整備に向けたデザイン業の実態調査
研究」（平成27年度）

要旨：デザイナーに求められる能力は多様化・高度化している

• デザイナーが幅広い業務範囲・業務内容を手掛けるようになるに伴い、デザイナーに期待される能力も多様化・高度化してい

る。本研究ではヒアリング調査から、その （多様化・高度化の）方向性を示している。

（出典）経済産業省「デザインの活用によるイノベーション創出環境整備に向けたデザイン業の実態調査研究」（平成27年度）

関連資料の把握｜本事業の参考とする先行的な取り組みや事業について（1/4）
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研究会について｜検討事項1-5
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■カリキュラムで育成の対象となる高度デザイン人材の類型を定義

• 社会背景や市場の要請を踏まえてどのような高度デザイン人材像が育成の指針として適切かを議論する

■公開情報および有識者ヒアリング調査の範囲/対象の選定

• 誰/どこに対して、どのような観点での聞き取り調査を行うかを検討する

• 主要な調査・分析の観点について効果的な遂行のために押さえておくべき要素について議論する

■調査結果のレビュー & 編集方針合意

• 調査結果の分析に基づいてガイドラインのコンテンツをどのように構成するか、委員会での編集方針の検討を行う

■ガイドラインレビュー & 解説の付議

• ガイドライン構成に基づいて、実務遂行チームで制作したガイドラインの初稿案に対してレビューを行い、追加・変更

を要する観点について議論する。また、初稿を踏まえて各委員が高度デザイン人材像のロールモデルごとの育成方

針に関して解説を記述していく。

研究会は、3回以上の実施を予定。その各回の議論において重要なポイントは以下のとおり。

研究会における検討事項
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研究会委員

岩佐 浩徳 サービスデザインネットワーク 日本支部 共同代表

上田 義弘 富士通デザイン株式会社 代表取締役社長

江渡 浩一郎 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員

田村 大 株式会社リ・パブリック 共同代表

長谷川 敦士（研究会座長） 株式会社コンセント 代表取締役社長

丸山 幸伸 株式会社日立製作所 研究開発グループ 東京社会イノベーション協創センタ 主管デザイナー

山崎 和彦 学校法人千葉工業大学 教授

鷲田 祐一 国立大学法人一橋大学 教授

事務局

三牧 純一郎 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 課長（デザイン政策室 室長）

長谷川 寛晃 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 総括補佐

菊地 拓哉 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 課長補佐（デザイン政策室 室長補佐）

松井 洋之 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 課長補佐

佐々木 葉月 経済産業省 商務・サービスグループ クールジャパン政策課 係員

⻑谷川 敦士（研究会座長を兼任） 株式会社コンセント 代表取締役社長

赤羽 太郎 株式会社コンセント サービスデザインチーム マネージャー

川原田 大地 株式会社コンセント

⻑尾 真実子 株式会社コンセント

オブザーバー

宇津木 達郎 内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

杉本 敏彦 内閣府 知的財産戦略推進事務局 参事官補佐

木本 直美 特許庁 審判部 第34部門 審判長

外山 雅暁 特許庁 審査第一部 意匠課 課長補佐

原川 宙 特許庁 総務部 企画調査課 意匠動向係長・活用企画係長

今後「高度デザイン人材」が必要になる領域は産官学ほか多様な社会領域になると想定される。そのため、研究会委員は企業、大学、デザインエージェン

シーその他、広くデザインの活用される文脈について議論検討が可能な人材により構成する。（以下、敬称略）

研究会委員の設置
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本事業で定義する高度デザイン人材に必要な能力や視座を育む方法やその方法が提供される環境・場を

把握するため、国内外の大学における先進的なカリキュラムや連携型プロジェクト等の公開情報調査を

行った。また、高度デザイン人材が育成される過程のイメージをより具体的に掴むため、５名の有識者

にヒアリング調査を実施した。

■ 調査内容

1. デザインスクールカリキュラム調査・分析

米国・欧州・日本より、先進的なデザインスクール（修士・学士）から

計16の教育機関と計38コースを出発点に調査。

2. 産学連携・大学間連携事例調査・分析

企業と大学、および大学間連携のネットワーク構築事例を調査。

3. 有識者ヒアリング

定義した高度デザイン人材像をもとに研究会で５名の有識者を選定。

有識者自身の過去の学びと経験や現状の課題感などをヒアリング。

■ 目的
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教育機関名称 高度デザイン人材育成に寄与する学部／学科 カリキュラム概要 シラバス概要

カリフォルニア・カレッジ・オブ・アーツ
・デザイン修士課程
・デザイン修士＋MBA ◯ ×

ハーバード大学
・デザイン・エンジニアリング修士課程
・デザイン・スタディーズ修士課程
・デザイン・ディスカバリー修士課程

◯ ×

イリノイ工科大学
・デザイン修士
・デザイン修士＋MBA
・デザインメソッド修士課程

◯ ×

マサチューセッツ工科大学
・メディアラボ
・デザインラボ

× ×

パーソンズ・スクール・オブ・デザイン

・デザイン＆都市生態系（Urban Ecologies）修士課程
・インテグレーテッド デザイン学士課程
・戦略的デザイン＆マネジメント修士課程
・領域横断デザイン 修士課程

◯ ◯

ロードアイランド スクールオブ デザイン ・デザイン修士課程 ◯ ×

サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン

・クリエイティブ ビジネス リーダーシップ修士課程
・デザイン フォー サステナビリティー修士課程
・デザイン・マネジメント修士課程
・サービスデザイン学士／修士課程
・ユーザーエクスペリエンスデザイン学士課程

◯ ◯

アアルト大学（フィンランド）
・コラボレーティブ&インダストリアルデザイン修士課程
・国際デザインビジネスマネジメント修士課程
・ビジュアルコミュニケーションデザイン修士課程

◯ ×

デルフト工科大学（オランダ）
・戦略的プロダクトデザイン修士課程
・統合プロダクトデザイン修士課程

◯ ×

ミラノ工科大学（イタリア）

・サービスデザイン修士課程
・ストラテジック・デザイン修士課程
・デザインマネジメント修士課程
・工業デザイン＆イノベーション修士課程

◯ ◯

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（英国） ・サービスデザイン修士課程 ◯ ◯

ウメオ大学（スウェーデン）
・アドバンストプロダクトデザイン修士課程
・インタラクションデザイン修士課程
・トランスポーテーションデザイン修士課程

◯ ×

コペンハーゲンインスティチュート オブデザイン（デンマーク） ・インタラクションデザインプログラム ◯ ×

千葉工業大学
・創造工学部 デザイン学科 学士課程
・工学研究科 デザイン科学専攻 修士課程

◯ ×

九州大学 ・デザインストラテジー専攻 修士課程 ◯ ×

武蔵野美術大学 ・造形構想学部 学士／修士課程 ◯ ×

1-6

※平成30年11月時点の調査結果

■ カリキュラム概要・シラバス概要の有無

調査について｜デザインスクールカリキュラム調査・分析｜調査対象の情報公開状況



18

1-6

■目的

国内外の大学間の先進的な連携・ネットワーク構築事例、および先進的な産学連携事例において、高度デザイン人材の育

成に寄与する取り組みをどのように行っているかについて把握する。

■調査方法

公開されている書籍・論文・ウェブサイト上の情報から、下記に該当する情報を収集し、どのような能力の育成に繋がっ

ているかを分析する。また事例収集においては国内のみに偏りがないよう、海外の企業・大学等を含む事例を半数以上と

することに留意する。

• 国内外における大学間の先進的な連携・ネットワーク構築事例、 特に、デザイン分野-他分野間、国内大学-海外大学

間の事例（5事例以上）

• 国内外におけるデザイン分野の先進的な産学連携事例（5事例以上）

■事例選出方法

「デザインスクールカリキュラム分析」にて選出した国内外の教育機関における連携事例のほか、国内外のデザインス

クールやデザイン関連の教育を推進する芸術系・工学系の大学での該当事例を選出した。

調査について｜産学連携・大学間連携事例調査・分析｜調査の目的と方法



連携 事例 概要

産学連携

千葉大学×雪印メグミルク

共同開発飲料

平成25年5月21日(火)よりコンビニエンスストア限定商品として発売された『MEGMILK Caffe Latte withコー

ヒーゼリー』のカップ容器は、千葉大学デザイン学科と雪印メグミルク株式会社によって共同開発された。

多摩美術大学×パイオニア

「音と光の未来」プロジェクト

多摩美術大学とパイオニアのデザイン部は、デザイン開発力向上と将来のデザイナー人材の育成に向け、産

学連携によるデザイン開発活動に取り組んでおり、近年では2020年に向けた「音と光の未来」をテーマに、

産学共同研究により新たな未来価値を創造する3か月間のプロジェクトが実施された。

京都大学デザインスクール

デザインイノベーションコンソーシアム

企業・公的機関と京都大学デザインスクール（京都大学デザイン学大学院連携プログラム）を繋ぐ中間組織

体として、2014年3月に発足。デザイン学に関する人材育成の推進や、産官学によるオープンイノベーショ

ンの推進などに取り組んでいる。

慶應義塾大学経済学部武山政直研究室

各種企業との産学共同研究プロジェクト

慶應義塾大学経済学部の武山政直研究室では、博報堂やKDDIなど、様々な企業や組織との共同研究を通じて、

サービスデザインやイノベーションの研究に取り組んでいる。

スタンフォード大学

デザインイノベーションプログラム ME310

スタンフォード大学によって主催された国際間デザイン実践プログラム。世界中の学生と企業が参加してお

り、国際間で結成される多国籍・多分野チームによってプロジェクトが進行される。2010年度は世界の8大学

が参加し、日本からは京都工芸繊維大学が参加した。

大学間連携

慶應義塾大学メディアデザイン研究科

CEMS MIM（国際経営学修士）プログラム

慶應義塾大学メディアデザイン研究科にて2011年に開設された修士課程のダブル・ディグリー・プログラム。

慶應義塾大学から修士号（メディアデザイン学）、CEMSから国際経営学修士号が授与される。

熊本大学工学部×韓国釜山東亜大学校

×台湾 高雄第一科技大学「国際連携デザインキャンプ」

熊本大学工学部では新しい時代の国際的な連携によるものづくりに対応できる学生を育てるため、韓国釜山

の東亜大学校および台湾の高雄第一科技大学との合同企画で「International Capstone Design Camp」（もの

づくりコンテスト）を開催している。

神田外語大学×千葉工業大学

御宿町観光案内看板、観光パンフレット多言語化事業

神田外語大学と千葉工業大学は、千葉県御宿町からの依頼を受け、観光マップや同町に設置する看板などの

多言語化事業を2016年に行った。

九州大学大学院芸術工学研究院

×オーストラリアニューサウスウェールズ大学

共同シンポジウム

九州大学大学院芸術工学研究院は、「デザイン教育研究」の世界的な中核拠点となる「九州大学イノベー

ションデザインネクスト(KID NEXT)」を形成しており、2018年には、ニューサウスウェールズ大学建築環境

学部の教授が共同でシンポジウムを開催した。

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

×インペリアル・カレッジ・ロンドン

「イノベーション・デザイン・エンジニアリング」

ロイヤル・カレッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジ・ロンドンによって38年以上に渡って共同で

運営されているダブル・ディグリー・プログラム。

1-6
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■連携事例 調査対象

調査について｜産学連携・大学間連携事例調査・分析｜調査対象

※平成31年1月時点の調査結果
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■目的

デザインを高度に活用した取り組みをすでに行っている人は、これまで実際にどのように学びを得て、スキルや視座を身

に着けてきたのか、現在の人格形成に至るこれまでの道筋や経験を探る。

■調査方法

国内各所、さまざまな社会領域でデザインを高度に活用した取り組みをすでに行っているパイオニアにヒアリングを実施

する。具体的なヒアリング対象者は、適切な人物、および調査をする上でのヒアリング観点（主要ガイド設問）を委員会

とも協議検討の上、推薦を頂き、その中から事務局で議論し決定する。

■ヒアリング調査の観点と実施の流れ

1. 高度デザイン人材の類型的資質に関するインプット：15分
本委員会で行っている検討についてインプットを行い、有識者はどの類型として想定しているかについて説明。また、その類型と見なされていること

についての率直な感想を伺う。

2. 有識者自身の過去の学びと経験について：15分
現在のキャリアに至るターニングポイントとなった契機や、そこに至るまでに道筋をつくった主要な学び、経験は何か。

3. 現在の課題感について：15分
現在デザイン実践を行う上で感じている課題感や取り組んでいること、また、その課題にアプローチするために本事業を通して育成を促したい人材に

ついてのイメージ（自分の仲間として／部下として…など）はあるか。

4. フリーディスカッション：15分
1-3を踏まえて、より掘り下げたい文脈についてのヒアリングを行う。

調査について｜ヒアリング調査｜目的と調査方法
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① A氏 ② B氏 ③ C氏 ④ D氏 ⑤ E氏

所属

デザインファーム代表

キャリア概要

• 国内の大学を卒業後、

メーカーに就職し、

その後転職を数回経

験

• 海外の大学へ留学し、

デザインを学ぶ

• 帰国後、国内のメー

カーに就職

• メーカーを離れ、独

立してデザイン

ファームを設立

所属

大手電機メーカー代表

キャリア概要

• 国内の大学にてデザ

インを学び、卒業後

は国内の電機メー

カーに就職

• これまでに数回異動

し、社内のほとんど

の部署を経験

• その後代表に就任

所属

レンタルサービス会社

代表

キャリア概要

• 高校時代を海外で過

ごし、海外の大学に

入学

• 帰国後、国内のコン

サルティング会社に

就職

• その後、国内のIT企
業に転職

• レンタルサービス会

社を設立

所属

デザインファーム代表

キャリア概要

• 学生時代は電機メー

カーのインターンに

参加

• 国内の大学卒業後、

海外の大学に留学

• 帰国後は国内の企業

に就職

• その後デザイン

ファームを設立

所属

各種サービス提供会社

のグループ企業役員

キャリア概要

• 国内の大学を卒業後、

各種サービスを提供

する国内の企業に就

職

• 組織横断チーム等を

経験し、会社が分社

化

• 役員に就任し、各部

門を横断的に支援

■有識者５名の概要

調査について｜ヒアリング調査｜調査対象者
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• カリフォルニア・カレッジ・オブ・アーツ

• デザイン修士課程： https://www.cca.edu/design/mfa-design/
• デザイン修士＋MBA ：https://www.cca.edu/academics/dual-degrees/#section-MFA-in-Design

• ハーバード大学デザイン大学院

• デザイン・エンジニアリング修士課程：https://www.gsd.harvard.edu/design-engineering/
• デザイン・スタディーズ修士課程：https://www.gsd.harvard.edu/design-studies/
• デザイン・ディスカバリー修士課程：http://designdiscovery.gsd.harvard.edu/

• イリノイ工科大学

• デザイン修士：https://id.iit.edu/master-of-design/
• デザイン修士＋MBA：https://id.iit.edu/master-of-design-mba/
• デザインメソッド修士課程：https://id.iit.edu/master-of-design-mba/

• マサチューセッツ工科大学

• メディアラボ：https://www.media.mit.edu/graduate-program/about-media-arts-sciences/
• デザインラボ：https://design.mit.edu/

• パーソンズスクールオブデザイン

• デザイン＆都市生態系（Urban Ecologies）修士課程：https://www.newschool.edu/parsons/ms-design-urban-ecology/
• インテグレーテッドデザイン学士課程： https://www.newschool.edu/parsons/bfa-integrated-design/
• 戦略的デザイン＆マネジメント修士課程： https://www.newschool.edu/parsons/masters-design-management/
• 領域横断デザイン修士課程：https://www.newschool.edu/parsons/mfa-transdisciplinary-design/

• ロードアイランドスクールオブデザイン

• デザイン修士課程：https://www.risd.edu/academics/industrial-design/graduate/
• サバンナカレッジオブアートアンドデザイン

• クリエイティブ ビジネス リーダーシップ修士課程： https://www.scad.edu/academics/programs/creative-business-leadership
• デザイン フォー サステナビリティー修士課程： https://www.scad.edu/academics/programs/design-sustainability
• デザイン・マネジメント修士課程： https://www.scad.edu/academics/programs/design-management
• サービスデザイン学士／修士課程： https://www.scad.edu/academics/programs/service-design
• ユーザーエクスペリエンスデザイン学士課程： https://www.scad.edu/academics/programs/user-experience-design

■ 調査対象大学（米国）
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デザインスクールカリキュラム参照元一覧（1/3）
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• アアルト大学（フィンランド）

• コラボレーティブ&インダストリアルデザイン修士課程：https://www.aalto.fi/study-options/masters-programme-in-collaborative-and-industrial-
design

• 国際デザインビジネスマネジメント修士課程：https://www.aalto.fi/study-options/masters-programme-in-international-design-business-
management-master-of-arts

• ビジュアルコミュニケーションデザイン修士課程：https://www.aalto.fi/study-options/visual-communication-design-master-of-arts
• デルフト工科大学（オランダ）

• 戦略的プロダクトデザイン修士課程：https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/strategic-product-design/msc-strategic-product-
design/

• 統合プロダクトデザイン修士課程：https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/masters/integrated-product-design/msc-integrated-product-
design/

• ミラノ工科大学（イタリア）

• ストラテジック・デザイン修士課程：https://polidesign.net/en/mds
• サービスデザイン修士課程：https://polidesign.net/en/servicedesign
• イノベーティブ環境デザインマネジメント修士課程：https://polidesign.net/en/emdm
• 工業デザイン＆イノベーション修士課程：https://polidesign.net/en/industrialdesign

• ロイヤルカレッジオブアーツ（英国）

• サービスデザイン修士課程：https://www.rca.ac.uk/schools/school-of-design/service-design/
• ウメオ大学（スウェーデン）

• アドバンストプロダクトデザイン修士課程：https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-advanced-product-design/
• インタラクションデザイン修士課程：https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-interaction-design/
• トランスポーテーションデザイン修士課程：https://www.umu.se/en/education/master/masters-programme-in-transportation-design/

• コペンハーゲンインスティチュートオブデザイン（デンマーク）

• インタラクションデザインプログラム：http://ciid.dk/education/interaction-design-programme/

■ 調査対象大学（欧州）
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デザインスクールカリキュラム参照元一覧（2/3）
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• 千葉工業大学

• 創造工学部デザイン学科 学士課程：https://www.it-chiba.ac.jp/faculty/cre/des/#curriculum
• 工学研究科デザイン科学専攻 修士課程：https://www.it-chiba.ac.jp/faculty/graduate/eng/design/

• 九州大学

• 大学院芸術工学府デザインストラテジー専攻：http://www.design.kyushu-u.ac.jp/kyushu-u/about/info#strategy
• 武蔵野美術大学

• 造形構想学部 学士／修士課程：http://ci.musabi.ac.jp/

■ 調査対象大学（日本）
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デザインスクールカリキュラム参照元一覧（3/3）



【注】

1. 「インターネットを通じて提供される様々なサービス」を指す言葉で、「ザース」と読む。「X」は未知の値を指し、「aaS」は「as 
s Service」＝「サービスとして」を意味する。例えば「MaaS」であれば、「Mobility as s Service」＝「サービスとしての移動」を意味し、

移動や交通に関するサービスを指す。近年のインターネットやクラウド技術の発達によって、多くの産業がサービス化するなかで登場す

るようになった用語。

2. UX=User Experience（ユーザー体験）を指し、ユーザーが製品やサービスを利用する際の体験を意味する。UXデザインはユーザー体験を

デザインすることを指し、近年のビジネスにおいてはいかにUXをデザインし、顧客が体験する品質を向上させるかが重要な課題であると

の認識が広まってきている。

3. 既存のビジネスモデルやプロセスを、デジタル技術によって変革（＝トランスフォーメーション）することを意味する概念で、 2004年に

スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱したとされる。これまで企業にとってのデジタル技術の活用は、コス

ト削減や生産の効率化が主要な関心事であったが、インターネットやSNSなどを通じてより多種多様なデータを扱える機会が増えてきたこ

とで、データ活用による新たな価値創出の可能性が出てきたことから、その必要性が叫ばれるようになってきたと言える。

注釈1-8
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調査研究プロセスの全体像2-1

27

第1回
研究会

第2回
研究会

第3回
研究会

高度デザイン人材

5類型仮説

検討

高度デザイン人材

5類型仮説

アップデート

ガイドライン

作成

高度デザイン人材

再検討

大学カリキュラム調査

大学間連携・産学連携 事例調査

ヒアリング調査

本事業の調査研究プロセスは、ガイドライン作成までに、結果的に下記のような検討の経緯となった。当初は、高度デザイン人材像としての5類
型の仮説を設定し、研究会での討議を通じてそれらの具体化を進める想定であったが、最終的には高度ザイン人材としてのより根本的な要件や

能力を議論し、定義するに至った。以降は、下記3段階のプロセスごとに、検討・議論内容を辿っていく。

なお、検討プロセス②における大学カリキュラム調査を始めとする各調査結果は、本報告書の第3章にて詳述する。

当初の仮説として、高度デザイン人材の5類型を検討し、第1回研究会にて、各

人材像や扱う領域について討議した。その後、国内外の大学のカリキュラムを

調査し、各5類型の人材像の資質やスキルをより具体的に検討した。

検討プロセス①：

高度デザイン人材像 5類型仮説の検討

検討プロセス②：

高度デザイン人材像要件の再検討

検討プロセス③：

高度デザイン人材像の定義、

カリキュラムの検討

第2回研究会での討議を踏まえ、5類型を基点とせず、改め

て高度デザイン人材像に求められる要件を検討した。その

うえで、大学間連携・産学連携の事例やヒアリング調査か

ら、高度デザイン人材に求められる能力や視座がどのよう

に育成されているかを調査した。

第3回研究会にて、高度デザイン人材に

求められる能力分野を定義し、各能力

の育成に必要なカリキュラムを検討して

ガイドラインとしてまとめた。

大学カリキュラム調査





各先行事業を踏まえ、高度デザイン人材とは意匠設計の能力の高低を示

すものではなく、変化し続ける高度に複雑な状況においての解決の推論

を可能とするアブダクション 注 1（Abductive Reasoning）や人間中心設計

注2（Human Centerd Design）のアプローチなどによって顧客中心かつ創

造的に事業課題に対応・解決することのできる人材であると考えられる。

■高度デザイン人材とは

■なぜ今高度デザイン人材が求められているのか

高度デザイン人材の重要性が高まっている背景には、デジタル／モバイ

ル化の急速な進展による企業活動・事業のサービス化に伴い、体験を重

視した事業開発が必要となっており、このようなサービス前提となった事

業においての、収益性や発展指針の設計とその管理が求められている。

また、その結果としてデザイン人材の企業内での活用が重要度を増し、

またそれら人材を率いるデザインリーダーの育成が必要となり、デザイナ

ーのマネジメントの重要性が増加していると考えられる。さらに、デザイナ

ーやクリエイティブの組織という枠に留まらず、全社的なデザイン思考 注 3

の普及・活用のために、デザインの教育が必要となってきている。このよ

うな事業もしくは企業全体にデザインが必要とされてきている昨今、トップ

ダウンでどのように企業戦略にデザインを組み込むかの設計及び指揮が

求められていると言えるだろう。

■高度デザイン人材の活動領域

このような社会的状況を鑑みるに、高度デザイン人材の役割・仕事として

求められるものは、変化に対応するための製品やサービスのみならず、

それを生み出しメンテナンスするプロセス、その背景にあるシステムや企

業組織の形態・文化、そしてそれらの拡張性・持続性のデザインなども行

うことが射程に含まれてくる。つまり企業がデザイナーを事業の課題解決

や創造に活用するだけでなく、企業自体がこれからの時代に対応する自

己へと変革するためにデザインを組織的に取り入れることも必要になって

きていると言える。さらに、企業においては既にある事業の課題解決だけ

でなく、新しくあるべき姿を創造し指し示すこと求められていると言える。

これは営利企業のみの話ではなく、世界的にデジタル化・サービス化の

進展が著しい領域である自治体や行政なども同様であり、日本ではまだ

幾つかの取り組みが始まったばかりだが今後高度デザイン人材は公共

の領域でも、よりその存在が求められることになると予測される。公共領

域におけるデザインでは、政策立案やコミュニケーション戦略の見直しな

ど、インターフェースや製品の意匠を全くつくらない場合も多くある。この

意味でも「デザイナー」と呼ばれる人材の仕事の幅や必要なコンピタンス

も拡張、進化を要請されており、人材像を再定義することが求められてい

る。

2-2 検討プロセス①｜高度デザイン人材についての当初仮説
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■高度デザイン人材に関わるこれまでの研究や事業より検討

1．サービスデザイナー

• 製品やサービスを含む全ての顧客体験を統合的にデザインする

• 幅広い業務範囲や内容への対応

• 人の持つ潜在的な課題や気持ちを捉える

• 類似の職種：シニアUXデザイナー／デザインテクノロジストなど

２．ビジネスデザイナー

• 社内外のハブ／ファシリテーターの役割

• 事業企画者としての企画力／課題解決力

• 類似の職種：デザインコンサルタント など

３．ビジョンデザイナー

• 世の中の流れを俯瞰し未来を構想する能力

• ビジュアルでビジョンを示す能力

• 既存の常識にとらわれず本質を捉える

• 類似の職種：ソーシャル・アントレプレナーなど

• これまでの高度デザイン人材に関わる研究や事業から見えてくる市場や社会からの要請を分析・統合した結果、右記の4類

型に統合できるのではないかと考えた。

• これまでの議論に出てきていない観点として、これらの人材を「マネジメント」や「育成」し各事業に配置していくハブ的な存在

として「デザインマネージャー」を5番目の高度デザイン人材として仮に定義している。

４．デザインストラテジスト

• クリエイティビティで事業課題を解決する

• 事業収益／成長を生み出す

• 類似の職種：チーフ・デザインオフィサー（CDO）など

５．デザインマネージャー

• デザイン人材が創造的かつ主体的に活動・活躍できる組織や制度

をデザインする

• デザイン主導組織をつくる

• 類似の職種：デザインカタリストなど

2-2 検討プロセス①｜高度デザイン人材像の5類型の仮説（各類型の説明）
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2-2 検討プロセス①｜第1回研究会 議事概要
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本研究会の座長である長谷川氏から、研究背景や目指すべき成果や関連する先行的な取り組みが共有されたうえで、当初の

仮説である高度デザイン人材像の5類型について討議が行われた。

後半では、今後の高度デザイン人材像の育成カリキュラム検討に向けたリサーチ対象の検討や、リサーチ方法についても議

論がなされた。

本研究会での主な要点は以下の通り。

• ビジネス・デザイン・テクノロジー（BDT）の3領域を横断的に活動できるのが高度デザイン人材であるとして、サー

ビスデザイナー／ビジネスデザイナー／ビジョンデザイナー／デザインストラテジスト／デザインマネージャー、の5
類型を仮に設定。

• 5類型については、それぞれを「領域」として扱い、各領域における代表的な人材像として◯◯デザイナーという呼称

がある、という扱いとする。

• 今後のリサーチでは、海外の教育機関等のカリキュラムだけでなく、すでに高度デザイン人材と言える人がどのような

キャリアを積んで育ってきたか、という「逆引き」で調べることも視野に入れる。

• 有識者へのインタビューは、研究会委員を対象者として実施することも想定する。

第1回研究会 議事概要







授業 領域 詳細授業の例

ジェネラリスト（経済・心理・社会のナレッジ） SD 行動経済学（IIT Method）／フィールドスタディー（HV DE）／該当領域の歴史と環境（PSN InteD）／プロフェッショナルコミュニケーション（PSN TD）／コミュニケーションの実践（Aalto Vis）

コンテキストの把握 SD コンテキスチャルリサーチ（SCAD CBL & SCAD DM）／コンテキスト＆コンセプト開発（Delft SPD）／デザインリサーチ（RCA SD）／サービスデザイン ベーシック（RCA SD）／サービスデザイン（POLI StrategicD）／サ
ービスデザインの原則と実践（SCAD SD M）／サービスデザインメソッドの実践（RCA SD）／デザイン理論とメソドロジー（Delft SPD）／テクノロジー＆サービス（SCAD SD B）

コンセプトの可視化／伝達 SD
体験やサービスの具現化（ビジュアルコミュニケーション）（RCA SD）／IxD セオリー（SCAD SD B）／モデルプロトタイプ（SCAD SD M）／アイデア ビジュアリゼーション（SCAD DM）／メディア・アート・デザイン
の理解（Aalto Vis）／ビジュアルナラティブ in デザイン（Aalto Vis）／ストーリーテリング（Aalto Vis）／デザイン as ライティング（Aalto Vis）／ジェネラティブ＆インタラクティブナラティブ（Aalto Vis）／クリティカ
ル実践（Aalto Vis）／ハンズオンアクティビティ（POLI Strategy）／グラフィックデザイン／ダイアグラム開発（IIT Method）

エンジニアリング SD モーショングラフィック（Aalto Vis）／プログラミング（Aalto Vis）／センサリーデザイン（CIID）／サウンドデザイン（CIID）／マシーンラーニング （CIID）／Emotiv digital service（CIID）／パフォーマティブ
デザイン＆ウェアラブルコンピューティング（CIID）／HCI（Human Computer Interaction）（SCAD SD B）／コンピューターによるプロダクトデザイン（SCAD SD B）／プログラミングの原則（SCAD UX）

ソーシャルイノベーション SD ソーシャルイノベーション（RCA SD）

ユーザー中心設計 SD ユーザー中心設計のサービス SCAD SD M／新製品開発のための顧客リサーチ Delft SPD

情報設計 SD IA（SCAD UX）／インフォメーションデザイン（Aalto Vis & SCAD UX）

デザイン・ストラテジー DS デザイン戦略＆リーダーシップ（Aalto CoID）／デザイン戦略（POLI Strategic D）／デザイン・イノベーションとリーダーシップ（PSN SDM）戦略的デザイン⇄デザイン戦略（POLI Strategic D）／デザインストラテジー（
PSN TD］

ビジネス・マネジメント・ストラテジー DS 競争優位性を導くビジネス分析（IIT DMBA）／戦略的意思決定のための会計知識（IIT DMBA）／経済分析とゲーム理論（IIT DMBA）／戦略的意思決定（SCAD CBL）／クリエイティブビジネスベンチャーの資金調達（
SCAD CBL）／管理会計（CCA）／意思決定分析（IIT DMBA）

企業戦略 DS デザインにおける継続的実践の管理（SCAD DM）／企業戦略（POLI Strategic D）／革新的かつ持続可能な企業組織の構築（IIT DMBA）

デザイン経営 DS これからのデザインファーム（PSN SDM）／クリエイティブ産業のビジネス複雑性（SCAD CBL）

組織におけるイノベーション DS 組織のイノベーションモデル（IIT Method）／組織におけるコラボレーティブカルチャー（SCAD DM）／デザインカルチャー（POLI StrategicD）

戦略的マネジメント DS ビジネスモデル＆ステークホルダーマネジメント（CCA）／戦略的マネジメント（CCA）／テクノロジーマネジメント（POLI StrategicD）

プロダクション／事業化 BD ブランド＆プロダクトの商業化（Delft SPD）／プロダクト・サービス・システムのデザイン（POLI Strategic D）／クリエイティブベンチャーのマーケティング（SCAD CBL）

戦略的マーケティング BD デザインロードマップ作成（Delft SPD）／戦略的マーケティング（POLI StrategicD）／デザインの戦略的価値の理解（Delft SPD）／マーケティングデザイン、デザイン産業理解、デザインベンチャー、ブランドビジネスデ
ザイン、コミュニケーションデザイン（九大）

アントレプレナーシップ BD デザインアントレプレナーシップ（RCA SD）／サービスイノベーション エンタープライズ（SCAD SD M）

社会・法律の制約の理解 BD ビジネス法務＆ネゴシエーション（CCA）／政府政策規制（HAV DE）／知的財産権と特許（HAV DE）

ビジネス実践スキル BD プロジェクトマネジメント（Aalto Vis）／ネゴシエーション（IIT DMBA）／プレゼンテーション、ビジネスモデルデザイン、プロジェクトマネジメント（九大）

デザインマネジメント DM デザインマネジメント（RCA SD, POLI StrategicD）／デザインマネジメント論文 （SCAD DM）

多様性への理解 DM グローバルカルチャーセオリー（SCAD SD M）／アダプティブ リーダーシップ（IIT Method）／多文化組織におけるリーダーシップ（IIT DMBA）

クリエイティブ・リーダーシップ DM クリエティビティー＆リーダーシップ（PSN InteD）／クリエイティブビジネスリーダーシップの原則（SCAD CBL）／知識集約型組織のリード＆マネジメント（IIT DMBA）

コラボレーション力 DM 協創デザイン（戦略的共同スキル、インタラクション評価）（Aalto CoID）／非デザイナーとのコラボ協力（Aalto CoID）／遠隔コラボレーション（SCAD DM）

イノベーション・マネジメント DM イノベーションマネジメント（POLI Strategic D）／イノベーションマネジメントの戦略的スキル（Aalto CoID）／サービスの実装と展開（RCA SD）／デザインドリブンイノベーション（IIT Method）／デザインイノベーシ
ョンとマーケティング戦略（SCAD DM）

クリエイティブチームのマネジメント DM チームビルディング（CIID）／クリエイティブ チームダイナミクス（PSN InteD）／クリエイティブなプロジェクトチームのマネジメント（PSN SDM）／クリエイティブシンキングのファシリテーション（SCAD DM）

戦略的マネジメント DM ビジネスモデル＆ステークホルダーマネジメント（CCA）／戦略的マネジメント（CCA）／テクノロジーマネジメント（POLI StrategicD）

フォアキャスト VD フューチャーサービス（テック＆ソーシャルトレンド（エンビジョン））（RCA SD）／フューチャーサービス（スペキュラティブ）（RCA SD）／Advocated Reserach（先行研究）（PSN InteD）／これからの社会課題につ
いて（HV DS）／Design for this century（PSN TD）／デザインフューチャー（トレンド、フォアキャスト、直感）（SCAD SD M）

デザインの責任・倫理 VD 倫理（HAV DE）／社会的・法的な制約と倫理的コンテキスト（PSN SDM）

サステナビリティ VD 持続可能なビジネスモデルデザイン（PSN SDM）／サステナビリティ システムズ（PSN InteD）／プラットフォームデザイン（RCA SD）

実践力／該当領域での経験 all 没入環境（CIID）／クリエイティブ ベンチャー インターンシップ（SCAD CBL）／インテグレーティブ スタジオ（実践、有識者授業）（PSN InteD）／産学協同プロジェクト（industry Project）（Aalto IDBM）／トランスデ
ィスシプリナリー セミナー＆ワークショップ（PSN TD）

2-2 検討プロセス①｜教育機関の調査・分析からの資質5類型とカリキュラムの相関の整理
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1. サービスデザインとビジョンデザインのケイパビリティが結果として類似するものが多い（P.34より）のは、どち

らも実際に「作ることによって示す」こと、またデザイナー自身が「プロセスに関与して実装していく」ことが求

められるためと考えられる。

2. デザインストラテジーはデザインMBAのコースからの抽出によって経営学の要素が含まれるため、学習ユニットが

広く、かつ多くなっている。ビジネスデザインとの共通要素も多い。デザイン／デザイナーマネジメントは、修士

／学士過程のコースがそもそも特筆して少なく、育成人物像を踏まえてデザインストラテジー／ビジネスデザイン

のコースからの引用を基に構成している。

3. 学習ユニットとして具体的に出ていなかったため、共通する項目として抽出はしていないが、どの人材に関しても

「ソーシャルイノベーション」に関する言及がなされている。高度デザイン人材は、その社会との関わり方、貢献

のアプローチは様々ではあるものの、いずれにせよ企業活動の範囲に留まらない行動と視座が求められていると言

える。

4. ユーザー中心設計／コンテクストの把握／コンセプトの可視化と伝達は共通で求められており、つまりこれらは高

度デザイン人材に基本的に求められる共通の資質であると言える。またアントレプレナーシップも、全類型に求め

られる共通の資質になっているが、具体的に学習ユニットを見ていくと、これは必ずしもデザイナーによる起業の

みを指すものではなく、主体的な活動や問題意識を持つこと、さらに言えば、それを個人の活動にとどまらず組織

化させることが求められている、と捉えることができる。

5. どの授業においても共通して言えることとして、半分近く、ないし半分以上は、実践の現場でのラボ的な取り組み

やインターンシップなどで占められている。高度デザイン人材の育成のためには、座学や演習では学べないことが

多いことを示していると言える。

検討プロセス①｜教育機関の調査・分析からの考察
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はじめに、第１回研究会の振り返りを行った。次に、既存の「BTD（ビジネス・テクノロジー・デザイン）」のベン図の考

え方やそれらを取り巻く環境について時間軸を捉えながら改めて議論し、本研究会で言及すべきスコープを定めた。後半で

は、教育の環境・場づくりや、研究会委員が考える未来の高度デザイン人材像等についての議論がなされた。これらを踏ま

えつつ、事務局からカリキュラムの検討状況の共有を行い、今後の方針を討議した。

本研究会での主な要点は以下の通り。

• 本研究会で定義する高度デザイン人材は、BTDベン図中央の3領域の重なる部分のみでなく、Dの領域とBまたはTの領域

が重なる部分（BD及びTD）の越境人材も含むこととし、第1回研究会において提示された5類型を見直し、再定義する。

• BTDそれぞれの円が示すものが何であるか、すなわち、領域（ディスシプリン）か、視点（パースペクティブ）か、活

動（アクティビティー）か、職能（スキル）か等を再考する。

• 時代によって高度デザイン人材像は変化する。BTDを取り巻く環境がどのように変化し、どのようにDが変遷してきた

かを改めて捉え直す。本研究で10年後の人材像の内容までは提言できないが、今後の検討の必要性については言及する。

• 一方、BTDのベン図によって高度デザイン人材像を表すことは困難との意見があった。

• 学びの形態や環境など、場（ば）の要素は人材育成に大きな影響を与えるため、本研究でも触れておくべき項目である。

第2回研究会 議事概要
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■第２回研究会での検討の経緯

• 第１回研究会では高度デザイン人材として実務 - 企業戦略 - ビジョンといった領域を時間軸としてとらえ（実務＝短期

的、ビジョン＝長期的）、その上に役割（サービスデザイン、ビジネスデザイン、ビジョンデザイン、等）を定義した。

• 第２回研究会では、まず教育によってつくり出す人材像の定義が必要であるという議論がなされ、その際に高度デザイ

ン人材を規定するモデルとして、経産省でもこれまの議論で用いているという認識もあり、BTD(C)を用いた。

• ただしBTD(C)モデルは領域を表す表現であり、以下のような課題が指摘された：

• BTD(C)モデルでは、実務 - 戦略 - ビジョン等があることが表現できないため、モデルにさらにレイヤー等で表現す

ることが必要

• BTに対する３つめの要素として、C: Creative、D: Design、H: Humanなどが想定され、それぞれで意味が異なる

• BTDとした場合、デザインリサーチやシステム科学などの領域・分野をどこと解釈するか明確ではない

■第２回研究会議事録に対しての指摘の論点

1. BTD(C)フレームワークによって、高度デザイン人材が持つ要素としてのアートやビジョンデザインのような本研究会で

の特徴的な議論が見えなくなってしまっているのではないか。

2. BTD(C)フレームワーク導入によって、デザイン領域の対比としての「ビジネス」「テクノロジー」が強調され、高度デ

ザイン人材とはBD、TDの領域横断人材であるというメッセージとなっているのではないか。

3. 職種か領域かの議論はどうなっていたか。

4. 職務領域「デザインエンジニアリング」の追加についての趣旨。
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■高度デザイン人材像の定義と持つべき要素の検討

1. 多様な「デザイン」：“デザイン”

• デザインの専門性は多岐にわたっている。例えば、HCD/UXといったプロセス指向のアプローチと、具体的なスキ

ル指向のアプローチとはどちらも「デザイン」としてとらえられている。

• 「デザイン思考」においても、HCD的なユーザー視点側面と、プロトタイプによるアブダクション活用の側面と

は混在している。

• 解決策の柔軟な発想力、批判的な視点を含めた「アート」の側面、テクノロジー領域を取り込む能力などは、これ

からさらに重要性が高まると考えられる。

 これらの広範囲なデザイン能力について、分野を特定

して重要性を提唱することは生産的とは言えず、本研

究会で定義する高度デザイン人材とは広範囲なデザイ

ン専門能力のいずれかを有するという定義を行うこと

が妥当ではないか。

（暫定的に「デザインの要素」をアプローチ・哲学、

スキル、アートの３側面として記述）

“デザイン”の専門性（仮）

アート

造形スキル

HCD/UX

アブダクション

スキルアプローチ／
哲学

造形

テクノロジー

視点発想
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■高度デザイン人材像の定義と持つべき要素の検討（続き）

2. 「ビジネス」観点：ビジネススキル

• ５類型で例示した人材は、いずれも事業や経営、起業の中核となって活動を行っている。高度デザイン人材はこ

のように、積極的なビジネス関与によって、デザインという専門分野を活かしている人材と考えられるのではな

いか。

• こういった人材は、事業主体者（経営者）ではなくとも、事業戦略・企業戦略に関与することや、組織マネジメ

ントに関わることも求められることは広く求められている。これは、実際にインタビューを行った有識者の現在

の活躍も、ビジネス文脈での成果が評価されているものであることからも理解できる。

• ここでいうビジネスとは、いわゆるこれまでのビジネスだけでなく、社会的な活動、公共サービス、教育の分野

なども含まれる。

• こういったビジネスの理解とビジネス側を含めたデザイン以外のステイクホルダーとの円滑なコミュニケーショ

ンの能力は共通して求められている。

 これら事業への関与と事業での成果を出す能力は高度デザイン人材の持つべき要素と考えるのが妥当ではないか。
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■高度デザイン人材像の定義と持つべき要素の検討（続き）

3. 「主体性」観点：リーダーシップ

• 当初想定した５類型人材、有識者のいずれにおいても共通する要素として、主体的な姿勢とプロジェクトやビジョ

ンを遂行するリーダーシップを備えていることが挙げられる。

• 有識者インタビューにおいて、さまざまな専門分野において、それぞれ自身のビジョンの実現のために、適切に周

囲を巻き込み、プロジェクトを推進していることがうかがえた。

• 海外デザインスクールでのプログラムでも、「アントレプレナーシップ」などいかに本人に主体性を持たせてプロ

ジェクトを推進させるかに着目をしたプログラムが用意されていることから、このリーダーシップ教育の重要性は

広く認識されていることが読み取れる。

 リーダーシップは現在社会全般で求められている能力ではあるが、特に高度デザイン人材においても求められる能

力であると考えるのが妥当ではないか。

以上の議論を踏まえ、高度デザイン人材を、“デザイン”（広義のデザイン・クリエイティブ能力）、リーダーシップとビジ

ネススキルとを高いレベルで兼ね備えた人材であると定義することが可能ではないか。

参考資料

• 海外デザインスクール調査結果

• 有識者インタビュー分析結果（５名）

• 国内外 学-学、産-学プロジェクト分析結果
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■高度デザイン人材に求められる能力・資質

高度デザイン人材：デザインを基軸にして、リーダーシップを持ってビジネスの中核に立てる人材

能力分野 求められる能力

デザイン

スキル

• 分野ごとに求められる実現能力（グラフィック、UI、etc.）
• それぞれのデザインスキルを統合的してUXを構築する能力

• 特にこれからはテクノロジーと融合した”プロダクトデザイン（HCI＋ビジュアルデザイン）”、IoTや
AI技術を活用したUXのデザイン能力が求められる

• デザインリサーチのための調査・分析能力

哲学
• デザインアプローチの理解（Human Centered Design、デザイン思考、etc.）
• デザイン哲学を言語化できる客観能力

アート
• 個々人の主観、批評的視点から問いを発する能力

• 問いを具現化する能力（ビジョンデザイン、スペキュラティブデザイン）

ビジネス

• 広義のビジネス（社会的活動、教育なども含む）のなかで、デザイン能力を発揮するための文脈理解
とコミュニケーションの能力

• 基本的なビジネス理解

• ステークホルダーにアプローチやデザインプロジェクトを伝達し理解してもらう能力

リーダーシップ
• 関わるデザイナー自身の主体的関与

• 多様なステークホルダーを巻き込みながら最終的にプロジェクトを成し遂げる能力
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目指すべき高度デザイン人材のイメージをもとに、また、海外の高度デザイン人材のイメージに近いカリキュラムを持

つプログラムの調査から、本ガイドラインは学ぶべき分野と求められる能力やマインドセットを養成するための学習要

件を上記のように定義した。以降は具体的な学ぶコンテンツ（インプット・アウトプット・スループット）について詳

述していく。

能力分野 求められる能力・マインドセット

デザイン

スキル
• UXデザイン
• コンセプトの可視化（ビジュアリゼーション）
• テクノロジー

哲学

• HCD -人間中心設計
• アブダクション
• レトロスペクティブな視点
• デザインの歴史と未来（デザインの価値／倫理／デザインとデザイナー etc.）

アート
• スペキュラティブデザイン
• クリティカルシンキング（批判的思考）
• 伝統的なアート教育（観察・思索・創造）

ビジネス
• プロジェクトプランニング＆マネジメント
• ビジネスコミュニケーション
• ビジネスモデルや事業の仕組みの理解

リーダーシップ
• アントレプレナーシップ
• プロフェッショナリズム（成果へのコミット）
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一般教育プログラムとして目的に応じて学習内容をカテゴライズして運用する

 レクチャー：

理論的な原則や、技法的なこと（メソッド、ツール、プロセス、アプローチなど）について学ぶ授業

 ピル（処方箋）：

ツールやアプローチについて、実際のトピックに基づいた実験を通して、より掘り下げて学ぶ授業

 ジャム：

企業とコラボレーションして行うミニワークショップ。サービスコンセプトの生成にフォーカスする。

 ワークショップ：

企業とコラボレーションして行うデザイン・ラボ。実際の課題について取り組む。ユーザーリサーチやサービスア

イデアの開発、プロトタイピングにフォーカスする。

 インターンシップ：

特別修士コースのパートナー企業、ないし参加者から推薦された企業で行う475時間のトレーニング体験。

ミラノ工科大学の授業・演習形式

授業内容に応じて、下記5パターンでの授業や演習が実施されている。
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第2回研究会以降、複数の委員から「BTD（ビジネス・テクノロジー・デザイン）」のベン図によって高度デザイン人材像

を表すことは困難との意見があったことを受け、前半では、これまでの研究会での議論や調査結果を踏まえて事務局が新た

に検討した高度デザイン人材の定義を共有し、議論を行った。後半では、事務局から公開情報調査の進捗とガイドラインの

骨子を示し、最後に、研究会としてどのような提言を行うべきか討議した。

本研究会での主な要点は以下の通り。

• 高度デザイン人材に求められる能力として、「デザインスキル」「デザイン哲学」「アート」「ビジネススキル」

「リーダーシップ」の5項目を設定する（各名称は暫定）。ただし、これらの能力は、時代によって変わり得るもので

あることを前提とする。

• 高度デザイン人材の育成と、組織のデザイン変革注4は、取組の時間軸やレイヤーが大きく異なる。今回は前者に焦点を

当てたガイドラインとすることを想定する。

• 高度デザイン人材に求められるリーダーシップ等の能力の育成においては、不確かな状況や先を予測できない曖昧な状

況に向き合うことが重要だと考えられるが、それをどのように教育プログラム化するかが課題となる。

• ガイドラインにおいては、ネットワーク効果等を根拠としてビジョン型のアプローチが今後より重要となることを示す。

• 高度デザイン人材の必要性を示すため、高度デザイン人材の不足による国内企業の失敗事例等も取り上げることを検討

する。

• 日本の高度デザイン人材育成の戦略として、日本のデザインの独自性への理解等をガイドラインに組み込むことを検討

する。

第3回研究会 議事概要
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論点１：ビジネススキル

ユーザー体験がビジネスに直結する現在、デザイナーには （1）事業戦略の要点を理解するビジネス知識と観点、（2）デザインの

アプローチや考え方を周囲に正しく適切に伝える能力、（3）デザインアプローチをプロジェクトとして企画する能力、の3つが求

められる。

これら幅広い領域において、まず第一に求められる能力としては

経営部門、事業部、政府や自治体といった多様な関係者をリードし

コラボレーションするためのビジネススキルであるといえる。従来

までのデザイナーにはビジネスへの関与といっても主として製品や

サービスの内容についてのものが主であったといえる。しかしなが

ら、サービスドミナントロジックの時代となり、ユーザー体験がそ

のままビジネスに直結する現在では、デザイナーの関与は製品・サ

ービスの開発にとどまらず、事業戦略自体の立案や経営全体の方針

にまでおよぶ。ここでデザイナーに求められる能力としては、まず

、事業戦略の要点を理解する（１）ビジネス知識やビジネスモデル

の理解する観点が求められる。たとえばサービス型の事業において

は、オペレーションしながらの改善や市場からのフィードバックを

受けての迅速な事業の方針転換（ピボット）などが求められる。ま

た、効果的なサービス改善のためのマネジメントの枠組みも重要な

論点となっている。このときどういった事業戦略を取るべきなのか

、どういった選択肢があるのかについて、デザイン人材が積極的に

関与することが求められ、このとき基本的なビジネス知識は最低限

必要なものである。

また、デザインプロセスやデザインアプローチの内容を非デザイ

ナーに対して理解してもらう役割もデザイナーには求められる。か

つてデザイン部門以外の事業部や経営層、行政職員にとって、デザ

インはブラックボックス化された領域であった。しかしデザインに

ついての関心が高まっている現在、このビジネスとデザインをつな

ぐ役割はデザイン人材が担わなければならない。そのためには人間

中心設計、デザインリサーチの意義、アブダクションアプローチの

役割など（２）デザインのアプローチや考え方について、 それがど

ういったプロセスなのか、どういった形で遂行することが望ましい

のかを正しく適切に伝えることが求められる。このためには、まず

本人が様々なデザインアプローチやもたらそうとしている考え方（

デザイン哲学）についてを理解することが必要となり、また同時に

そういった考え方を持ってプロジェクトを主体的に率いていく能力

（リーダーシップ）も必要となる。

また、この「ビジネスにデザインを活かしていくこと」を想定し

た場合、（３）デザインアプローチをプロジェクトとして企画する

能力も求められる。具体的には、現在ビジネスにおいて普及してい

るデザイン思考アプローチは、ヒューマンセンタードデザインの考

え方をビジネスで活用するために応用したものであるといえるが、

例えばこういったアプローチを適切に企業内で理解を促進させて普

及させていくことがデザイナーには求められている。
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次に求められる能力として、主体性を持ってプロジェクトを推進

していくリーダーシップスキルが挙げられる。

こんにち、ビジネスやプロジェクトの推進において、デザインの

役割が高まるに従い、そのプロジェクトをデザイナーが推進するこ

とが求められるようになっている。こういった中で、プロジェクト

課題に対しての主体性を持ち、プロジェクトのビジョンを提示し、

そのビジョンにいかに人々を巻き込んでいくかという能力は、ビジ

ネスにデザインを活用していく際には欠かせないものとなっている

。このリーダーシップ能力は欧米ではアントレプレナーシップ（

Entrepreneurship）とも呼ばれているが、日本においてはアントレプ

レナーシップには「起業」のニュアンスが強いため、リーダーシッ

プと呼称する。

このリーダーシップでは、まずなによりも本人の主体性が求めら

れる。本人が自身の当事者意識を持って課題に取り組まないことに

はそこにリーダーシップは生まれない。

ビジョンの提示自体は、デザイナー特有の能力ではないが、特に

デザインプロジェクトはデザイナー主導で進める必要があり、どう

いったゴールを目指すのかについてのデザイナー側からの言及が必

要となる。プロジェクトの種類は、製品・サービスの開発の場合も

あれば、最近では組織改編プロジェクトのケースもあり、いずれに

してもどういったゴールを目指すのかのビジョン提示が必要となる

。また、このビジョンについて、周囲にビジョンを理解してもらい

、自発的な参加を促し、最終的には周囲を巻き込んでいくファシリ

テーション力も求められる。

これからのデザインにはプロジェクト課題に対しての主体性を持ち、プロジェクトのビジョンを提示し、そのビジョンに人々を巻

き込んでいくリーダーシップと、周囲にビジョンを理解してもらい、自発的な参加を促すファシリテーション力が求められる。

論点2：リーダーシップ
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ビジネスで求められるデザインスキルは従来のプロダクトデザイ

ン、グラフィックデザインという領域から拡張・変化している。求

められるデザインスキルはプロジェクト、業界によって異なり一概

に規定できないため、ここでは現在ビジネスにおいて高い価値を見

いだされ求められているものを例示していく。

UXデザインとは、人間中心設計の概念に基づき進められる一連の

プロセスであり、ユーザーリサーチ、企画、施策の構築、評価を繰

り返しながらユーザー体験を向上させていくアプローチとなる（安

藤, 2016）。現在UXデザインのアプローチはアプリなどのデジタル

プロダクトにとどまらず製品開発・サービス開発の全体にも適用さ

れており、今後ますます欠かせないものとなっていくと考えられる。

UXデザインとはこれら全体のプロデューススキルといえる。

デザインリサーチは、UXデザインの一部ともいえるが、専門性の

スキルのため別に例示する。認知心理学や社会学調査の基礎的な実

験や調査の手法に基づき、デザインプロジェクトにおいて探索的な

目的、及び検証的な目的の双方の役割を担う。

また、アプリのUIなどのデジタルプロダクトのデザインはこれか

らのプロダクトデザインであるとされ、人間の認知過程とデジタル

プロダクトの特性を理解し、それらを効果的に統合して優れたイン

ターフェイスデザインとして構築することが求められる。インター

フェイス研究の分野であるHCI（Human Computer Interaction）と、

視覚コミュニケーション分野のビジュアルデザインとの統合領域で

あるとされ、これら両方を兼ね備えたデザインスキルが求められる

（Merholz, Skinner, 2018）。

また、今後はAIやIoT一般を活用したデザインや、データサイエン

ス分野と連動したデザインが求められる。この分野のデザインは

ユーザー行動への適応的なインターフェースやサービスの内部での

活用など幅広い応用が見込まれ、開発の初期段階からのデザイナー

の関与が重要となる。また、IoTによって蓄積されたデータの活用、

データサイエンス分野においてはデータによって生み出される利用

者価値の探索が重要となり、デザイナーが活躍できる余地が大きい。

こういったテクノロジーを活用したデザインにおいては、デザイ

ナー自身がテクノロジーに習熟していることが最も望ましいが、最

低限、テクノロジーの基本的な理解とコラボレーションする姿勢が

求められる。

現在のビジネスにおいて求められているデザインスキルとしては、UXデザイン、その一部でもあるデザインリサーチ、これからの

デジタルプロダクトのデザインを指すプロダクトデザインが挙げられる。また今後は、データやテクノロジーを活用したデザイン

や、データサイエンス分野と連動したデザインがより求められる。

参考文献：UXデザインの教科書, 安藤昌也, 丸善出版（2016/6/1）
Peter Merholz, Kristin Skinner, Org Design for Design Orgs  Building and Managing In-House Design Teams, O’Reilly Media（2016）
（※日本語訳：デザイン組織の作り方, ピーター・メルホルツ, クリスティン・スキナー, ビー・エヌ・エヌ新社 （2017/12/22））

論点3：デザインスキル
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UXデザインやデザイン思考の背景となっているヒューマンセン

タードデザイン（HCD: Human Centered Design、人間中心設計）の

アプローチは、いわゆるデザインスキルではなく、デザインの考え

方であり、デザイン哲学であるといえる。このデザイン哲学は、デ

ザインの対象やデザインが生み出すものについての解釈としてこの

数十年でも大きく変化している（Krippendorff, 2006）。

現在でもデザインにおいての課題意識の視点をユーザーではなく

内省的な観点に求める「意味のイノベーション注5」のアプローチ

（Verganti, 2017）や、デザインにおけるアブダクション（パースが

提唱した、個別の事象を最も適切に説明しうる仮説を導出する論理

的推論）への着目など、まだまだ完全に社会的合意を得られている

わけではないが注目をされている考え方も存在している。

また、いわゆるデザイン思考のアプローチも、HCDアプローチを

もとにビジネスへ応用するための手法として理解することが可能と

なる。

一般的にデザインの概念自体が正しく理解されていないことも多

く、ビジネスにおいてデザインを適用しようとするとき、こういっ

た考え方も含めてデザイナー自身がこのデザイン哲学を対外的に説

明できるようになっていることは強く求められる。

また、昨今インタラクションデザイン分野では「ダークパターン

（Dark pattern）」と呼ばれるような、ユーザーの行動特性を利用

してユーザーに不利な状況を誘導するユーザーインターフェイスな

どが問題となっている（Nodder, 2013など）。また、社会における

デザインを考える際には、社会的な役割やその製造や事業において

の活動の継続性まで考慮されているかといった観点も求められるよ

うになってきている。現在のところこういった行為の規制や、ある

べき姿に対しての行動規範などは存在していないが、デザインにお

ける倫理（倫理的なデザイン: Ethical Design）は今後デザインの役

割がより高まるにつれてより重要となる。

UXデザインやデザイン思考の背景となっているヒューマンセンタードデザイン（HC）のアプローチは、デザインの考え方であり、

デザイン哲学であるといえる。ビジネスにおいてデザインを適用しようとするときには、デザイナー自身がこのデザイン哲学を対

外的に説明できることやデザインにおける倫理についての視点が求められる。

参考文献： Roberto Verganti, Overcrowded  Designing Meaningful Products in a World Awash with Ideas, MIT Press（2017）
Klaus Krippendorff, 2006, The Semantic Turn; A New Foundation for Design, New York  Taylor & Francis CRC, 349 pp
（※日本語訳：（小林昭世、川間哲夫、國澤好衛、小口裕史、蓮池公威、西澤弘行、氏家良樹の共訳）意味論的転回：デザインの新しい基礎理論、エスアイビー・アクセス/星雲社、2009年）

Chris Nodder, Evil by Design, Wiley（2013）

論点４：デザイン哲学
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デザインにおいて、HCDやデザイン思考のアプローチはアウトサ

イドイン（外部に課題を求める）と呼ばれ、これに対して前述の

「意味のイノベーション」などはデザインするデザイナー自身の視

点や感覚を元に、対象を新しく解釈するアプローチであり、インサ

イドアウトと呼ばれる。観察に起点を置くアウトサイドインのアプ

ローチに比べて、このインサイドアウトのアプローチは、当事者の

観察眼、思考、思想、感受性に依存するもので、主観的なものとな

る。この主観的な視点は、「意味のイノベーション」に限らず、観

察された事象からの課題の発見や、もちろんソリューションの導出

などにおいても欠かせないものであり、これからのデザイン人材に

は必須のものである。

こういった視点や感性の教育は、従来のいわゆるアート教育と呼

ばれる演習を伴った実践によって教育がなされてきたものであるが、

こんにちさまざまな角度から一つのものごとを見る多様な視点の重

要性の高まりに伴い、あらためて価値が見直されていると言える。

また、こういった流れを受けて、アート教育を受けてこなかった

人に対しては、最近ではアートシンキング（アート思考）と呼ばれ

るようなプログラムなども開発されている。一般的にも、無条件に

前提や文脈を受け入れるのではなく批判的な視点を持って思考する

アプローチでクリティカルシンキングと呼ばれるものがあるが、

アート教育はそれを外在化する学びの体験として効果的である。

また、社会に対して当事者の内在的視点によって対象を表現し、

それによって課題を顕在化させ論点化するアプローチは、イギリス

のRCA（ロイヤル・カレッジ・オブ・アート）のアンソニー・ダン

教授によって「スペキュラティブデザイン」として提唱されている

（Dunne, 2013）。

これらはかならずしも高度デザイン人材に求められる能力である

わけではないが、社会においていまこういったアプローチが注目さ

れていることは無視できない。

デザイナー自身の視点や観察眼、思考、思想、感受性に依存する主観的なアプローチはインサイドアウトと呼ばれる。これはいわ

ゆるアート教育と呼ばれる演習を伴った実践によって習得できる。近年、これをビジネスに取り入れるプログラムが開発され注目

されている。インサイドアウトの課題感を社会に問いかけの表現として昇華するスペキュラティブデザインといった分野もある。

論点５：アート

参考文献： Anthony Dunne, Speculative Everything  Design, Fiction, and Social Dreaming, The MIT Press（2013）
（※日本語訳：アンソニー・ダン, スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。ー未来を思索するためにデザインができること, ビー・エヌ・エヌ新社（2015））
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内閣府知的財産戦略推進事務局により発行されている「日本語り

抄」では、日本のクリエイティビティの独自性について次のように

触れられている。「世界を魅了する多種多様な日本のモノやコトの

背景には、この国に 脈々と流れるある特徴を持った感性や才能や方

法がある」それはアナロジー、アレンジ、アソシエーションであり

「その場 その場の状況や文脈にアナロジカルに対応するイマジネー

ションとクリ エイティビティこそが日本人の才能となった」とされ

ている。これは文脈に適時適応する必要のあるこれからのUXデザイ

ンに活かせる観点であろう。

また「日本人は複雑さを許容する。そもそもわたしたちを取り囲

む世界は、 経済であれ気象であれ生命であれ世間であれ、「複雑

系」に溢れている。複雑系とは、部分と全体が相互に影響しながら、

要素の分析からは 予想のつかない「創発」がおこる系をいう（中

略）かつてアメリカのビッグ3を脅かしたトヨタの『かんばん方式』

も、オリンピックを湧かせた小さな日本人選手の活躍にも、複雑な

動きを複雑なままにマネージする優れた型の力があったことだろ

う。」「急速に進んだグローバリゼーションの中で、日本企業もま

たこの時代 環境に翻弄される一員であろうが、考えてみればこれら

はすべて日本が文化に内包してきた特徴であり得手でもある。変化

に寄り添い (Volatility)、不確実なものと遊び(Uncertainty)、複雑さを

暮らし に生かし(Complexity)、曖昧さを共有してきた(Ambiguity）」

と、現在、VUCAの時代こそ、日本のクリエイティビティの独自性が

必要な時代と指摘している。

本文献では章の最後に「日本が世界に打ち出したい文化は、単な

る国家的商品ではない。グローバルスタンダードの隙間から、いよ

いよ日本流を芽吹かせる時期にきている」と結んでいる。

現在、欧米型デザイン思考の次のアプローチとして「意味のイノ

ベーション」が提示されているがまさにこれは意味の捉え直し、ア

ナロジーである。もともと欧米発の概念であった「デザイン」は、

現代からこれからに向けて、日本の文化・文脈を活用する余地は広

がっていくとも言えるだろう。

高度デザイン人材が求められるのは日本においても、グローバルな環境においても同様と言える。その中で、日本発のサービスや

事業の価値を高めていくためには、日本ならではの観点やオリジナリティが必要と考えられる。ここでは、日本におけるクリエイ

ティビティの独自性について触れるために、「クールジャパン」の考え方を参照したい。

参考文献： 内閣府知的財産戦略推進事務局委託事業 日本語り抄 Guidelines for Narrating Japanese Culture 日本の物語編集のためのガイド

論点６：日本の高度デザイン人材の強みとなる素養
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デザインスキル デザイン哲学

• UXデザイン

• ビジュアライゼーション

• デジタル＆テクノロジー活用

• HCDやアブダクションなどのデザインアプロー
チや概念の理解

• デザイン／デザイナーの倫理

ビジネス

• 事業戦略の要点を理解するビジネス知識と観点

• デザインアプローチの説明伝達

• デザインプロジェクト設計 & マネジメント

リーダーシップ
（アントレプレナーシップ）

• 主体性ある関与

• ビジョンの提示

• コラボレーション／ファシリテーション

ビジネスに
求められるスキル

クリエイティブ
領域の専門性

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
全
体
像

アート
• アート教育を通じて獲得する視点

• 日本文化独自のクリエイティビティ

※デザインスキルに関し

ては、これら全てを習得

しなければならないとい

うわけではない

ここまでの検討をふまえて、高度デザイン人材を以下のように定義し、必要な資質をプロットした。

“デザインを基軸にしてリーダーシップを持ってビジネスの中核に立てる人材”
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１．コンセプト・方針

実践中心の場での学び（Learning by Pract ice）のデザイン

高度デザイン人材は「なにを知っているか」「なにができるか」だけではなく「なにを成そうとするか」といった志向性にこそ有

意な特徴があると言える。そのため、学習カリキュラムではインプットだけでなく、それをどうスループット／アウトプットにつな

げるか、といったことを、学び方のプロセスでは留意してデザインする必要がある。具体的には、座学のみならず、むしろ、多様な

他者とコラボレーションしながら現場の課題を解決する経験を通して、自らの意思に基づいた血肉となる知恵を身につけることが肝

要である。

実際、世界の高度デザイン人材に類するデザイン教育機関のカリキュラムにおいても、課題現場での経験や、現場の人々とのコラ

ボレーションを重視したプログラムで構成されているものが高い比率で見られる。大学院で言えば、2年目以降はほぼすべてがイン

ターンの演習などで占められているようなものも多い。また、実践中心の学びの中でも2-3日の短期間から1年単位の長期間に至るま

で、目的・ゴールに応じて複数のパターンがデザインされている。

不確かな状況におけるデザイン

これからのデザイン人材に求められるのは、オーダーに対して適切に回答やソリューションを示す能力やクリエイティビティだけ

では不足である。社会や市場が流動的な現在、そもそもオーダーが不明瞭でゴールもどこにあるのかわからない、不確かな状況にお

けるデザイン活動で自ら仮説を立て、探索し、成果につなげていくことが必要になってくる。

そのため、高度デザイン人材の育成においても、敢えて学習ゴールやアウトプット要件を示さない、学習対象者の自律性によって

進めるプロジェクト環境を用意することも必要であると考えられる。
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２．環境と場：課題のある現場でのコラボレーションとプロジェクト実践

課題の発生している現場での体験と学びが重要な理由

実践を通した学びのためには、どのような人々と、どのような環境で学ぶのかが効果的な学びのために重要である。

すでにデザイン教育機関によっては、学生自身にプロジェクトでの学びの環境それ自体をデザインすることを要求する

プログラムや環境を用意しているところもある（参照 . Ol in Univers i ty）。

コラボレーション：

高度デザイン人材が「なにを成そうとするか」を考えた時に、その課題や目標が大きければ大きいほど、自分だけで

は達成できない状況に直面することになる。そのような場合、多様なバックグラウンドを持つプロジェクトメンバーと

協働してゴールを目指す必要がある。とくに社会課題の解決には自分の文化や考え方とまったく違う人々と会話し、糸

口を探ることが避けられない。その意味で、高度デザイン人材を育成するプログラムには、このような状況を体感し、

場合によっては自分とまったく違う価値観を持った人々とコラボレーションする環境と場が必須であると考えられる。

現場での実践：

様々な高度な解決手法を知識として持っている人材が、その解決策を効果的に使えるとは限らない。ビジネスや社会

における課題の現場にはつねに不確定の要素があり、しかもそれは変化していく。このような環境において成果を出す

人材の育成のためには、そのような不確定性の避けられない環境・場においての体験を通して、さまざまな対応のパタ

ーンを自ら見出し、アップデートしていく必要があると考えられる。
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３．教育提供を行う人や組織に求められるもの

高度デザイン人材を育成するためには、教育を受ける側の意欲はもちろん、教育を行う側にも高度デザイン

人材的な資質と実践的な知見が求められる。また、学生に効果的な学びの環境と場、機会を提供するために、

企業や社会の課題と学びを結びつけるネットワークも重要である。

高度デザイン人材育成を行う「人」に求められるもの

高度デザイン人材育成を行う「組織」に求められるもの

高度デザイン人材を育成する人は、高度デザイン人材に提供する知見は必要であるが、すべてを１人で提供

できる必要はない。もっと言えば、教える人が「高度デザイン人材」である必要もない。各育成主体の求める

人材像を個別に定義し、そのために必要な知見や経験を提供できる教師が複数人それぞれの得意分野を持ち寄

って教育プランを考えれば良い。ただし、これから実現したい教育の成果や育成したい人物像については、教

師の間で明確な合意がされていることは必須だろう。

高度デザイン人材を育成する人や環境が組織の中にあるとは限らない。むしろ、それらのどれもがない、と

いう場合の方が多いかもしれない。その場合に「やれることだけやる」のではなく、必要なものやリソースは

組織の内外に関わらず柔軟に用いていくオープンネスが前提条件として必要だろうと思われる。また、高度デ

ザイン人材はデザインにより組織を変える後押しはできるが、そもそもの土壌や前提条件をつくることはでき

ない。デザインを活用する意思やビジョンは、経営層から提示されることが必要である。
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４．教育と学習の成果をどう評価するか

行動ベースでの評価

先述のように高度デザイン人材に求められるものは技術・スキルのアセスメント可能な評価ではなく、「な

にを成そうとしたか」というその姿勢や取り組みであるため、その意味で、基本的には活動・行動ベースの評

価が基本になるであろうと考えられる。

観点１．「失敗」も望ましいマインドセットに基づくものであれば評価する

高度デザイン人材として望ましいマインドセット、姿勢を持って主体性を発揮した結果であれば、プロジェクトの成

果としては「失敗」したとしても評価する。もちろん、失敗の要因の中にコミュニケーションの課題やプロジェクト設

計の甘さなどがあった場合には改善を要求し現時点での評価としてはマイナスをつけることも辞さない必要はあるが、

それ以上に望ましいチャレンジがあれば総合的にはポジティブに評価するということもあり得るだろう。

観点２．プロジェクトメンバー／ステークホルダー／パートナーからの評価も考慮する

基本的には高度デザイン人材のプロジェクトは１人の作業ではなく、多くの場合はチームワークであり、また、課題

解決対象となる企業や、プロジェクト遂行のためのパートナーなど多様なステークホルダーが存在する。このことから

、自己申告やレポートによる評価のみならず、共通化したフォーマットでステークホルダーからの評価も得ることが望

ましいと考えられる。



検討プロセス③｜高度デザイン人材育成のためのカリキュラム

目指すべき高度デザイン人材のイメージをもとに、海外の高度デザイン人材のイメージに近いカリキュラムを持つプログラムの

調査や有識者へのヒアリングから、学ぶべき分野と求められる能力やマインドセットを養成するための学習要件を上記のように

定義した。以降のページでは具体的な学ぶコンテンツ（インプット・アウトプット・スループット）について詳述していく。

デザインスキル デザイン哲学

• UXデザイン

• ビジュアライゼーション

• デジタル＆テクノロジー活用

• HCDやアブダクションなどのデザインアプロー
チや概念の理解

• デザイン／デザイナーの倫理

ビジネス

• 事業戦略の要点を理解するビジネス知識と観点

• デザインアプローチの説明伝達

• デザインプロジェクト設計 & マネジメント

リーダーシップ
（アントレプレナーシップ）

• 主体性ある関与

• ビジョンの提示

• コラボレーティブファシリテーション ビジネスに
求められるスキル

クリエイティブ
領域の専門性カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
全
体
像

アート
• アート教育を通じて獲得する視点
• 日本文化独自のクリエイティビティ

2-4
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UXデザイン

学習のゴール

今日、ユーザーが製品やサービスに求めるものは多様化してお

り、また、それを提供するエコシステムもクラウド化、仮想化によ

って複雑になっている。このような状況を受けて、デザイナーに

は具体的に設計ができるインターフェースやプロダクトそのもの

だけでなく、それをとりまく「UX：ユーザー体験」という抽象的か

つ非具体的なものを、より望ましい形にデザインすることが必要

となっている。この「ユーザー体験をデザインする」ための手法を

実践的に学び、改善、解決していくことの意義の体感的な理解

を学習ゴールとする。

ゴール達成のための学びと経験

• UXデザインが必要となってきた背景の理解

• UXデザインの概念的理解（意味論的転回と２次的理解) 

• UXデザインの手法（ユーザー調査／ユーザーモデリング：属性

／文脈／価値）

• UXデザインのプロジェクト設計

• UXデザインのプロジェクト実践

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：デザインマネジメント修士「コンテクスチュアル・リサーチ」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン学士「UXデザイン・スタジオ」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「コンテクスト＆コンセプト開発」

• ロイヤル・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「デザイン・リサーチ」「サービスデザインメソッドの実践

• イリノイ工科大学：デザインメソドロジー修士「行動経済学」

カリキュラム①：デザインスキル

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：デザインスキル（1/3）2-4
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学習のゴール

社会やビジネスが複雑化する中で、デザイナーには複雑で抽象

的な概念をわかりやすい視覚的要素で表現伝達することが求

められる。これは多様なバックグラウンドのステークホルダー間

での共通認識を生成してく能力、あるいは、ビジュアルを用いた

場や事業、プロジェクトのファシリテーション能力とも言える。学

習ゴールとしては、エコシステムや企業ビジョン、まだ実現され

てないサービスモデルの体験コンセプトなど、抽象度の高い、し

かし重要な概念について協働的に方針をまとめつつ、プロジェク

トに関与する全員の認識を揃えていくことを実践し、その困難さ

や意義について理解することを目指す。

ゴール達成のための学びと経験

• 協働的な共通認識形成（ワークショップファシリテーション、ワーク

ショップ設計、ビジネスオリガミなど）の手法の理解

• 抽象的概念のビジュアル化（ユーザーモデル、サービスブループリ

ント、エコロジーマップなど）

• 実践的プロジェクトにおけるコンセプト合意のプロセス設計

• 実践的プロジェクトにおけるビジュアライぜーション

• ビジュアルを用いたコンセプト合意形成や意思決定の実践

主要リファレンス

• ロイヤル・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「体験やサービスの具現化」

• イリノイ工科大学：デザインメソドロジー修士「ダイアグラム開発」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：デザインマネジメント修士「アイデア・ビジュアライゼーション」

• アールト大学：ビジュアルコミュニケーションデザイン修士「ビジュアルナラティブ・イン・デザイン」

ビジュアリゼーション（コンセプトの可視化）

カリキュラム①：デザインスキル

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：デザインスキル（2/3）2-4
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学習のゴール

現代のデザイナーにはテクノロジーと融合したプロダクトデザ

イン（HCI- Human Computer Interaction+ビジュアルデザイン）も

しくはIoTやAI技術を活用したUXのデザイン能力が求められる。

この背景には、多くのビジネスがテクノロジーを用いてサービス

化（XaaS）していること、もしくは、デジタルなサービスとモノとし

てのプロダクトの集約的連携を行う「プロダクト・サービス・システ

ム」であることを前提としていることが影響している。この状況を

理解し、異なる思考プロセスや観点を持つテクノロジーサイドの

人々（エンジニア）などと協働的にプロジェクトを遂行する経験を

経てテクノロジーへの心理的、認知的な親和性を獲得すること

を目指す。

ゴール達成のための学びと経験

• 現在および未来にビジネスや社会に大きな影響を与える新たな

テクノロジーについての理解

• テクノロジーやシステムがどのような仕組み、言語によって動い

ているかの概念的理解

• テクノロジーで新たな体験を創造するプロジェクト実践

• テクノロジーオリエンテッドなエンジニアとのコラボレーション経験

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ヒューマン・コンピューター・インタラクション」「テクノロジー＆サービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン学士「プログラミングの原則」

• コペンハーゲン・インスティチュート・オブ・デザイン「センサリー・デザイン」「マシーンラーニング」「パフォーマティブデザイン＆ウェアラブルコンピューティング」

• アールト大学：ビジュアルコミュニケーションデザイン修士「プログラミング」

デジタル＆テクノロジー

カリキュラム①：デザインスキル

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：デザインスキル（3/3）2-4
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学習のゴール

ユーザー体験のデザインを行うことが企業にとっての競争力や

ユーザー価値との強い相関を持ち、市場からも求められている

現代において、そのための考え方、哲学として人間中心設計（

Human-Centered-Design）は欠かすことができない。さらに、い

わゆる「顧客」の体験だけでなく、それを実現するシステムやイ

ンターフェースを用いる従業員などのステークホルダーのため

のデザインも重要性を増しており、多様なステークホルダーに対

する人間中心設計の視点が必要となっている。この基本的かつ

重要な考え方について理解するとともに、プロジェクト実践を通

して、実践する上での難しさや課題について体感することを目指

す。

ゴール達成のための学びと経験

• 人間中心設計の概略の理解

• 人間中心設計の考え方

• 人間中心設計の標準的プロセス（ISO9241-210） の理解

• 人間中心設計のプロジェクト実践

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

など

HCDやアブダクションなどのデザインアプローチや概念の理解

カリキュラム②：デザイン哲学

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：デザイン哲学（1/2）2-4
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学習のゴール

デザイナーの活動の範囲の拡大に伴って、また、その実現のた

めに用いるテクノロジーの進化によって、デザイン活動の成果が

与える影響範囲は今後より大きくなっていく。その際に、デザイ

ナーは企業の論理や権力のためではなく、社会や人のためにデ

ザインするという倫理観が求められる。また、AIや自動運転など

が普及すれば、個人にとっての最適解と集団にとっての最適解

がまったく異なるような自体も出現してくる。このようなことをデ

ザインの哲学として考察していくことは、これからのデザイナー

に必須のテーゼであると言える。

ゴール達成のための学びと経験

• テクノロジーが可能にするデザインの影響範囲の拡大と、その

責任について

• デザイナーの倫理的判断が重要になる局面、またその際の適切

な意思決定について

• デザイナーが巻き込まれる組織や市場の力学についての客観

的理解

• デザインの歴史的展開と今日的位置付けの理解

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

デザイン／デザイナーの倫理

カリキュラム②：デザイン哲学

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：デザイン哲学（2/2）2-4
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学習のゴール

高度デザイン人材に求められるものとして、深く状況を観察、考

察し、背景の文脈や課題を把握することがある。このためには

デザイン対象に対する知識や理解のみならず、デザイン対象の

本質を見通すための視点が必要となる。このためには伝統的な

アート教育の中でも、様々な視点から時間をかけて対象を観察

し何度も繰り返し表現するような、身体性を伴った学びが有効で

あると考えられる。

ゴール達成のための学びと経験

• デザイナーに求められる「本質」を見通す視点について理解する

• デザイン対象を表現を通して理解する実践

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

アート教育により得られる視点

カリキュラム③：アート

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：アート2-4
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学習のゴール

高度デザイン人材には、事業やプロジェクトをリードする立

場としてデザイナー自身が当事者として問題意識を持って

課題の解決に関与していく、起業家的な精神が求められる

。実際に自身でゼロから社会や企業の課題を解決する体

験を通し、てこれを理解、体感するとともに、「なぜ自分がこ

れをやるのか」というデザイナーとしてのアイデンティティを

明確化、再定義し、内発的な動機と課題解決のデザイン実

践を接続していくことを目指す。

ゴール達成のための学びと経験

• アントレプレナーシップが必要な理由の理解

• アントレプレナーのマインドセットの理解（事例、講演）

• 自身が取り組むべき社会的課題の探索と定義

• ソリューション開発プロジェクト実践

• コラボレーションプロジェクトの主催、運営

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

主体性ある関与

カリキュラム④：リーダーシップ
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検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：リーダーシップ（1/2）2-4



学習のゴール

複雑な課題に対応するために、デザイナーはさまざまなバ

ックグラウンドのパートナーやステークホルダー（関係者）と

一緒に働く必要がある。そのために必要なのがコラボレー

ションスキルであり、高度デザイン人材は違った価値観や

文化をもった人々を「つなぐ」役割を受け持つことが期待さ

れる。そのために、お互いに同じビジョンを共有したり、異

なった専門用語を使わずコミュニケーションできるビジュア

ルツールやワークショップなどを設計することなどが必要と

なる。

ゴール達成のための学びと経験

• ワークショップデザイン

• ワークショップファシリテーションスキル

• コラボレーションツールの開発

• ビジュアル・ファシリテーション

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

コラボレーショティブファシリテーション

カリキュラム④：リーダーシップ

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：リーダーシップ（2/2）2-4
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学習のゴール

高度デザイン人材には、事業をリードする立場としてスム

ーズに事業の要点や仕組み、もしくは社会課題の背景、制

約などについて理解することが求められる。これらの理解

をもとにステークホルダーと視点を合わせて適切なイシュ

ー（課題）の設定をすることの重要性を理解し、実践的にプ

ロジェクトの現場で活用することを目指す。

ゴール達成のための学びと経験

• さまざまなビジネスモデルについての理解（該当市場領域の歴

史、環境）

• 企業組織のパターンについての理解（機能型組織、プロジェクト

型組織、マトリクス型組織、ティール組織、etc.）

• プロジェクト実践でのビジネスモデルや制約の理解と整理

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

事業戦略の要点を理解するビジネス知識と観点

カリキュラム⑤：ビジネス

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：ビジネス（1/2）2-4
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学習のゴール

複雑な状況課題を読み解き、プロジェクトチームに対する

要求事項を正しく理解し、かつ、効率的かつ効果的に遂行

するためのアクティビティの設計を行う手法を学ぶ。また、

実践を通してプロジェクト遂行上に発生する変更要求や状

況の変化に対応するプロジェクトマネジメントの考え方を実

践を通して学ぶ。

ゴール達成のための学びと経験

• デザインプロジェクトの設計の理解

• プロジェクトアクティビティの設計

• プロジェクト環境の設計

• プロジェクトマネジメント実践

主要リファレンス

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：サービスデザイン修士「ユーザー中心設計のサービス」

• サバンナ・カレッジ・オブ・アーツ：UXデザイン修士「モデルとプロトタイプの開発」

• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「新製品開発のための顧客リサーチ」

デザインプロジェクト設計 & マネジメント

カリキュラム⑤：ビジネス

検討プロセス③｜高度デザイン人材の育成カリキュラム案：ビジネス（2/2）2-4
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2-5 注釈

【注】

1. アメリカの哲学者パースが提唱した、個別の事象を最も適切に説明しうる仮説を導出する論理的推論法。演繹法、帰納法に並ぶ第三の推

論方法と言われる。新たな仮説を導くことによって、より創造的な視点で問題を解決したり、アイデアを発見することに役立つ。

2. 人間中心設計（Human Centered Design＝HCD）とは、モノを作り手側でなく、使い手側の目線から設計するプロセスや考え方を指す。人

間工学を基盤とした概念として生まれ、 現在ISOによって規格化されている。特定非営利活動法人である人間中心設計推進機構（HCD-
Net）が、資格認定制度や普及・啓蒙活動を行っている。

3. デザイナーの思考法をビジネスに応用した、ユーザーへの共感を出発点とするイノベーションの方法論のひとつ。有名なデザイン会社で

あるIDEO社が体系化したことで、様々な企業によって活用されるようになった。

4. 自社のビジネスにおいてデザインを重要な経営資源ととらえ、デザインを経営戦略・事業戦略の中心に据えるために、組織としての基盤

や体制自体を変革すること。事業戦略の上流工程からデザインが関与する仕組みづくりや、顧客視点に立脚した事業の構想・実行が求め

られる。

5. 内省による自分自身の内なる気づきをベースとして、新たな意味やビジョンを構築するアプローチ。デザイン思考とは異なるアプローチ

として、ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授が、著書である「デザイン・ドリブン・イノベーション」や「突破するデザイ

ン」によって提唱した。





（再掲）調査について｜目的と実施内容3-1

本事業で定義する高度デザイン人材に必要な能力や視座を育む方法やその方法が提供される環境・場を

把握するため、国内外の大学における先進的なカリキュラムや連携型プロジェクト等の公開情報調査を

行った。また、高度デザイン人材が育成される過程のイメージをより具体的に掴むため、５名の有識者

にヒアリング調査を実施した。

■ 調査内容

1. デザインスクールカリキュラム調査・分析

米国・欧州・日本より、先進的なデザインスクール（修士・学士）から

計16の教育機関と計38コースを出発点に調査。

2. 産学連携・大学間連携事例調査・分析

企業と大学、および大学間連携のネットワーク構築事例を調査。

3. 有識者ヒアリング

定義した高度デザイン人材像をもとに研究会で５名の有識者を選定。

有識者自身の過去の学びと経験や現状の課題感などをヒアリング。

■ 目的

84





教育機関名称 高度デザイン人材育成に寄与する学部／学科 カリキュラム概要 シラバス概要

カリフォルニア・カレッジ・オブ・アーツ
・デザイン修士課程
・デザイン修士＋MBA ◯ ×

ハーバード大学
・デザイン・エンジニアリング修士課程
・デザイン・スタディーズ修士課程
・デザイン・ディスカバリー修士課程

◯ ×

イリノイ工科大学
・デザイン修士
・デザイン修士＋MBA
・デザインメソッド修士課程

◯ ×

マサチューセッツ工科大学 ・メディアラボ
・デザインラボ

× ×

パーソンズ・スクール・オブ・デザイン

・デザイン＆都市生態系（Urban Ecologies）修士課程
・インテグレーテッドデザイン学士課程
・戦略的デザイン＆マネジメント修士課程
・領域横断デザイン修士課程

◯ ◯

ロードアイランド スクール オブ デザイン ・デザイン修士課程 ◯ ×

サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン

・クリエイティブビジネスリーダーシップ修士課程
・デザインフォーサステナビリティー修士課程
・デザイン・マネジメント修士課程
・サービスデザイン学士／修士課程
・ユーザーエクスペリエンスデザイン学士課程

◯ ◯

アアルト大学（フィンランド）
・コラボレーティブ&インダストリアルデザイン修士課程
・国際デザインビジネスマネジメント修士課程
・ビジュアルコミュニケーションデザイン修士課程

◯ ×

デルフト工科大学（オランダ） ・戦略的プロダクトデザイン修士課程
・統合プロダクトデザイン修士課程

◯ ×

ミラノ工科大学（イタリア）

・サービスデザイン修士課程
・ストラテジック・デザイン修士課程
・デザインマネジメント修士課程
・工業デザイン＆イノベーション修士課程

◯ ◯

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（英国） ・サービスデザイン修士課程 ◯ ◯

ウメオ大学（スウェーデン）
・アドバンストプロダクトデザイン修士課程
・インタラクションデザイン修士課程
・トランスポーテーションデザイン修士課程

◯ ×

コペンハーゲン インスティチュート オブ デザイン（デンマーク） ・インタラクションデザインプログラム ◯ ×

千葉工業大学 ・創造工学部 デザイン学科 学士課程
・工学研究科 デザイン科学専攻 修士課程

◯ ×

九州大学 ・デザインストラテジー専攻 修士課程 ◯ ×

武蔵野美術大学 ・造形構想学部 学士／修士課程 ◯ ×

3-2

※平成30年11月時点の調査結果

■ カリキュラム概要・シラバス概要の有無
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（再掲）デザインスクールカリキュラム調査・分析｜調査対象の情報公開状況



デザインスクールカリキュラム調査・分析｜調査結果の整理

該当する能力分野 授業テーマ 授業例

デザイン（スキル） コンテキストの把握 コンテキスチャルリサーチ（SCAD CBL & SCAD DM）／コンテキスト＆コンセプト開発（Delft SPD）／デザインリサーチ（RCA SD）／サービスデザインベーシック（RCA SD）／サービスデザイン（POLI 
StrategicD）／サービスデザインの原則と実践（SCAD SD M）／サービスデザインメソッドの実践（RCA SD）／デザイン理論とメソドロジー（Delft SPD）／テクノロジー＆サービス（SCAD SD B）

デザイン（スキル） コンセプトの可視化／伝達
体験やサービスの具現化（ビジュアルコミュニケーション）（RCA SD）／IxD セオリー（SCAD SD B）／モデルプロトタイプ（SCAD SD M）／アイデアビジュアリゼーション（SCAD DM）／メディア・
アート・デザインの理解（Aalto Vis）／ビジュアルナラティブ in デザイン（Aalto Vis）／ストーリーテリング（Aalto Vis）／デザイン as ライティング（Aalto Vis）／ジェネラティブ＆インタラクティブナラ
ティブ（Aalto Vis）／クリティカル実践（Aalto Vis）／ハンズオンアクティビティ（POLI Strategy）／グラフィックデザイン／ダイアグラム開発（IIT Method）

デザイン（スキル） エンジニアリング
モーショングラフィック（Aalto Vis）／プログラミング（Aalto Vis）／センサリーデザイン（CIID）／サウンドデザイン（CIID）／マシーンラーニング （CIID）／Emotiv digital service（CIID）／パ
フォーマティブデザイン＆ウェアラブルコンピューティング（CIID）／HCI（Human Computer Interact on）（SCAD SD B）／コンピューターによるプロダクトデザイン（SCAD SD B）／プログラミングの原
則（SCAD UX）

デザイン（スキル） 情報設計 IA（SCAD UX）／インフォメーションデザイン（Aalto Vis & SCAD UX）

デザイン（哲学） ユーザー中心設計 ユーザー中心設計のサービス（SCAD SD M）／新製品開発のための顧客リサーチ（Delft SPD）

デザイン（アート） フォアキャスト フューチャーサービス（テック＆ソーシャルトレンド（エンビジョン））（RCA SD）／フューチャーサービス（スペキュラティブ）（RCA SD）／Advocated Reserach（先行研究）（PSN InteD）／これから
の社会課題について（HV DS）／Design for this century（PSN TD）／デザインフューチャー（トレンド、フォアキャスト、直感）（SCAD SD M）

ビジネス ジェネラル
（経済・心理・社会のナレッジ） 行動経済学（IIT Method）／フィールドスタディー（HV DE）／該当領域の歴史と環境（PSN InteD）／プロフェッショナルコミュニケーション（PSN TD）／コミュニケーションの実践（Aalto Vis）

ビジネス ソーシャルイノベーション ソーシャルイノベーション（RCA SD）

ビジネス ビジネス・マネジメント・ストラテジー 競争優位性を導くビジネス分析（IIT DMBA）／戦略的意思決定のための会計知識（IIT DMBA）／経済分析とゲーム理論（IIT DMBA）／戦略的意思決定（SCAD CBL）／クリエイティブビジネスベンチャーの
資金調達（SCAD CBL）／管理会計（CCA）／意思決定分析（IIT DMBA）

ビジネス 企業戦略 デザインにおける継続的実践の管理（SCAD DM）／企業戦略（POLI Strateg c D）／革新的かつ持続可能な企業組織の構築（IIT DMBA）
ビジネス デザイン経営 これからのデザインファーム（PSN SDM）／クリエイティブ産業のビジネス複雑性（SCAD CBL）
ビジネス 組織におけるイノベーション 組織のイノベーションモデル（IIT Method）／組織におけるコラボレーティブカルチャー（SCAD DM）／デザインカルチャー（POLI StrategicD）
ビジネス 戦略的マネジメント ビジネスモデル＆ステークホルダーマネジメント（CCA）／戦略的マネジメント（CCA）／テクノロジーマネジメント（POLI Strateg cD）
ビジネス プロダクション／事業化 ブランド＆プロダクトの商業化（Delft SPD）／プロダクト・サービス・システムのデザイン（POLI Strategic D）／クリエイティブベンチャーのマーケティング（SCAD CBL）

ビジネス 戦略的マーケティング デザインロードマップ作成（Delft SPD）／戦略的マーケティング（POLI StrategicD）／デザインの戦略的価値の理解（Delft SPD）／マーケティングデザイン、デザイン産業理解、デザインベンチャー、ブラ
ンドビジネスデザイン、コミュニケーションデザイン（九大）

ビジネス 社会・法律の制約の理解 ビジネス法務＆ネゴシエーション（CCA）／政府政策規制（HAV DE）／知的財産権と特許（HAV DE）

ビジネス ビジネス実践スキル プロジェクトマネジメント（Aalto Vis）／ネゴシエーション（IIT DMBA）／プレゼンテーション、ビジネスモデルデザイン、プロジェクトマネジメント（九大）

ビジネス デザインマネジメント デザインマネジメント（RCA SD, POLI Strateg cD）／デザインマネジメント論文（SCAD DM）

ビジネス イノベーション・マネジメント イノベーションマネジメント（POLI Strateg c D）／イノベーションマネジメントの戦略的スキル（Aalto CoID）／サービスの実装と展開（RCA SD）／デザインドリブンイノベーション（IIT Method）／デザ
インイノベーションとマーケティング戦略（SCAD DM）

ビジネス 戦略的マネジメント ビジネスモデル＆ステークホルダーマネジメント（CCA）／戦略的マネジメント（CCA）／テクノロジーマネジメント（POLI Strateg cD）

ビジネス デザインの責任・倫理 倫理（HAV DE）／社会的・法的な制約と倫理的コンテキスト（PSN SDM）

ビジネス サステナビリティ 持続可能なビジネスモデルデザイン（PSN SDM）／サステナビリティシステムズ（PSN InteD）／プラットフォームデザイン（RCA SD）

リーダーシップ デザイン・ストラテジー デザイン戦略＆リーダーシップ（Aalto CoID）／デザイン戦略（POLI Strategic D）／デザイン・イノベーションとリーダーシップ（PSN SDM）戦略的デザイン⇄デザイン戦略（POLI Strateg c D）／デザイン
ストラテジー（PSN TD］

リーダーシップ コラボレーション力 協創デザイン（戦略的共同スキル、インタラクション評価）（Aalto CoID）／非デザイナーとのコラボ協力（Aalto CoID）／遠隔コラボレーション（SCAD DM）

リーダーシップ クリエイティブチームのマネジメント チームビルディング（CIID）／クリエイティブチームダイナミクス（PSN InteD）／クリエイティブなプロジェクトチームのマネジメント（PSN SDM）／クリエイティブシンキングのファシリテーション
（SCAD DM）

リーダーシップ 実践力／該当領域での経験 没入環境（CIID）／クリエイティブベンチャーインターンシップ（SCAD CBL）／インテグレーティブ スタジオ（実践、有識者授業）（PSN InteD）／産学協同プロジェクト（industry Project）（Aalto
IDBM）／トランスディスシプリナリーセミナー＆ワークショップ（PSN TD）

リーダーシップ アントレプレナーシップ デザインアントレプレナーシップ（RCA SD）／サービスイノベーションエンタープライズ（SCAD SD M）

リーダーシップ 多様性への理解 グローバルカルチャーセオリー（SCAD SD M）／アダプティブリーダーシップ（IIT Method）／多文化組織におけるリーダーシップ（IIT DMBA）

リーダーシップ クリエイティブ・リーダーシップ クリエティビティー＆リーダーシップ（PSN InteD）／クリエイティブビジネスリーダーシップの原則（SCAD CBL）／知識集約型組織のリード＆マネジメント（IIT DMBA）

■高度デザイン人材に求められる能力分野と育成に関する授業例

3-2
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■高度デザイン人材に求められる能力分野と育成に関する授業の傾向

能力分野 傾向

デザイン

スキル

• アイデアを具現化・実装するための教育は、造形・エンジニアリング等、広く提供されている。

• 多くの大学で、実践のための状況把握やステークホルダーの理解を狙いとした、コンテクスチュアル

リサーチの演習などが行われている。

• プロジェクト型の演習に関しては、課題の発見・探索など、デザインの上流工程から開始されている。

哲学

• Human Centered Design、デザイン理論など、デザインの考え方に関する授業は共通して広く行われ

ている。

• 法規制や社会的制約など、デザインの実践に伴う倫理観を養うための授業が複数の大学で行われてい

る。

• デザイン史に関する授業は、多くの場合、学部ですでに行われていることから、修士過程ではあまり

行われていない。

アート • 未来予測や未来のあり方に対して問いを持つ力を養う授業が複数の大学で行われている。

ビジネス
• 企業活動やビジネスのためのデザインにとどまらず、社会全体に目を向けた行動力と視座を養うため

のソーシャルイノベーションやサステナビリティに関する授業が複数の大学で行われている。

リーダーシップ
• リーダーシップやアントレプレナーシップに関する座学での授業のほか、プロジェクト型の演習に

よって、参加する個人の実行力や主体性の育成につながる機会が数多く提供されている。
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■学習環境・場のあり方に関する洞察

• これまで大学内で座学で受講する形式であった授業が、多くの大学でオンライン形式で、さらに一部は無料

で開講するなど、よりオープンで個人の環境に合わせた受講ができるようになってきている。

• 産学協同プロジェクトや企業へのインターンシップは多くの大学で単位取得でき、大学での授業や演習の場

とは異なる、実際のビジネスの現場でデザインを実践できる機会として重視されている。

• アイデアを具現化するための工作機械などの設備を活用できるオープンな環境を整備することは、プロトタ

イピングによるスクラップ&ビルドの機会をより身近なものとし、実践中心の取り組みを促すことに繋がる。

また同時に、自ら考えながら手を動かすことは、デザインに取り組む者の主体性を引き出すことにも貢献し

得る。
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3-3

■目的

国内外の大学間の先進的な連携・ネットワーク構築事例、および先進的な産学連携事例において、高度デザイン人材の育

成に寄与する取り組みをどのように行っているかについて把握する。

■調査方法

公開されている書籍・論文・ウェブサイト上の情報から、下記に該当する情報を収集し、どのような能力の育成に繋がっ

ているかを分析する。また事例収集においては国内のみに偏りがないよう、海外の企業・大学等を含む事例を半数以上と

することに留意する。

• 国内外における大学間の先進的な連携・ネットワーク構築事例、 特に、デザイン分野-他分野間、国内大学-海外大学

間の事例（5事例以上）

• 国内外におけるデザイン分野の先進的な産学連携事例（5事例以上）

■事例選出方法

「デザインスクールカリキュラム分析」にて選出した国内外の教育機関における連携事例のほか、国内外のデザインス

クールやデザイン関連の教育を推進する芸術系・工学系の大学での該当事例を選出した。

（再掲）産学連携・大学間連携事例調査・分析｜調査の目的と方法



連携 事例 概要

産学連携

千葉大学×雪印メグミルク

共同開発飲料

平成25年5月21日(火)よりコンビニエンスストア限定商品として発売された『MEGMILK Caffe Latte with
コーヒーゼリー』のカップ容器は、千葉大学デザイン学科と雪印メグミルク株式会社によって共同開発され
た。

多摩美術大学×パイオニア

「音と光の未来」プロジェクト

多摩美術大学とパイオニアのデザイン部は、デザイン開発力向上と将来のデザイナー人材の育成に向け、産学連携

によるデザイン開発活動に取り組んでおり、近年では2020年に向けた「音と光の未来」をテーマに、産学共同研究に

より新たな未来価値を創造する3か月間のプロジェクトが実施された。

京都大学デザインスクール

デザインイノベーションコンソーシアム

企業・公的機関と京都大学デザインスクール（京都大学デザイン学大学院連携プログラム）を繋ぐ中間組織
体として、2014年3月に発足。デザイン学に関する人材育成の推進や、産官学によるオープンイノベーショ
ンの推進などに取り組んでいる。

慶應義塾大学 経済学部 武山政直研究室

各種企業との産学共同研究プロジェクト

慶應義塾大学経済学部の武山政直研究室では、博報堂やKDDIなど、様々な企業や組織との共同研究を通じて、
サービスデザインやイノベーションの研究に取り組んでいる。

スタンフォード大学

デザインイノベーションプログラム ME310

スタンフォード大学によって主催された国際間デザイン実践プログラム。世界中の学生と企業が参加しており、国際

間で結成される多国籍・多分野チームによってプロジェクトが進行される。2010年度は世界の8大学が参加し、日本か

らは京都工芸繊維大学が参加した。

大学間連携

慶應義塾大学 メディアデザイン研究科

CEMS MIM（国際経営学修士）プログラム

慶應義塾大学メディアデザイン研究科にて2011年に開設された修士課程のダブル・ディグリー・プログラム。慶應義

塾大学から修士号（メディアデザイン学）、CEMSから国際経営学修士号が授与される。

熊本大学工学部×韓国釜山 東亜大学校

×台湾 高雄第一科技大学「国際連携デザインキャンプ」

熊本大学工学部では新しい時代の国際的な連携によるものづくりに対応できる学生を育てるため、韓国釜山の東亜

大学校および台湾の高雄第一科技大学との合同企画で「International Capstone Design Camp」（ものづくりコンテス

ト）を開催している。

神田外語大学×千葉工業大学

御宿町観光案内看板、観光パンフレット 多言語化事業

神田外語大学と千葉工業大学は、千葉県御宿町からの依頼を受け、観光マップや同町に設置する看板などの多言

語化事業を2016年に行った。

九州大学大学院芸術工学研究院

×オーストラリア ニューサウスウェールズ大学

共同シンポジウム

九州大学大学院 芸術工学研究院は、「デザイン教育研究」の世界的な中核拠点となる 「九州大学イノベーションデ

ザインネクスト(KID NEXT)」を形成しており、2018年には、ニューサウスウェールズ大学建築環境学部の教授が共同

でシンポジウムを開催した。

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

×インペリアル・カレッジ・ロンドン

「イノベーション・デザイン・エンジニアリング」

ロイヤル・カレッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジ・ロンドンによって38年以上に渡って共同で運営されているダ

ブル・ディグリー・プログラム。

3-3

■連携事例 調査対象

（再掲）産学連携・大学間連携事例調査・分析｜調査対象

91※平成31年1月時点の調査結果
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■各連携事例による育成能力の整理

連携
大学間連携 産学連携

ダブルディグリー 交流・連携企画 合同プロジェクト 共同開発・共同研究 コンソーシアム

事例

• 慶應義塾大学メディア

デザイン研究

科 CEMS MIM（国際経営

学修士）プログラム

• ロイヤル・カレッジ・オ

ブ・アート×インペリア

ル・カレッジ・ロンドン

「イノベーション・デザ

イン・エンジニアリン

グ」

• 熊本大学工学部×韓国釜

山 東亜大学校 ×台湾 高

雄第一科技大学「国際連

携デザインキャンプ」

• 九州大学大学院芸術工

学研究院 ×オーストラリ

ア ニューサウスウェー

ルズ大学 共同シンポジ

ウム

• 神田外語大学×千葉工業

大学 御宿町観光案内看

板、観光パンフレッ

ト 多言語化事業

• 千葉大学×雪印メグミル

ク 共同開発飲料

• 多摩美術大学×パイオニ

ア 「音と光の未来」プ

ロジェクト

• 慶應義塾大学経済学部

武山政直研究室各種企

業との産学共同研究プロ

ジェクト

• 京都デザインスクール

デザインイノベーション

コンソーシアム

• スタンフォード大学デ

ザインイノベーションプ

ログラム ME310

育成能力

• 他領域との関わりを持つ

経験は、多様性への理解

を深めることに繋がる

• 他領域との関わりを持つ

経験は、多様性への理解

を深めることに繋がる

• 普段関わりのない立場の

メンバーとの協働・コラ

ボレーションの方法を学

ぶ

• 現場でのデザイン実践力

を養う

• 普段関わりのない立場の

メンバーとの協働・コラ

ボレーションの方法を学

ぶ

• プロジェクトの経験を通

じて、実行力や推進力を

学ぶ

• 現場でのデザイン実践力

を養う

• 普段関わりのない立場の

メンバーとの協働・コラ

ボレーションの方法を学

ぶ

• ビジネスの文脈に対する

理解力を深める

• プロジェクトの経験を通

じて、実行力や推進力を

学ぶ

• 現場でのデザイン実践力

を養う

• 他領域との関わりを持つ

経験は、多様性への理解

を深めることに繋がる

• 普段関わりのない立場の

メンバーとの協働・コラ

ボレーションの方法を学

ぶ

• プロジェクトの経験を通

じて、実行力や推進力を

学ぶ

産学連携・大学間連携事例調査・分析｜調査結果の整理3-3
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3-4

■目的

デザインを高度に活用した取り組みをすでに行っている人は、これまで実際にどのように学びを得て、スキルや視座を身

に着けてきたのか、現在の人格形成に至るこれまでの道筋や経験を探る。

■調査方法

国内各所、さまざまな社会領域でデザインを高度に活用した取り組みをすでに行っているパイオニアにヒアリングを実施

する。具体的なヒアリング対象者は、適切な人物、および調査をする上でのヒアリング観点（主要ガイド設問）を委員会

とも協議検討の上、推薦を頂き、その中から事務局で議論し決定する。

■ヒアリング調査の観点と実施の流れ

1. 高度デザイン人材の類型的資質に関するインプット：15分
本委員会で行っている検討についてインプットを行い、有識者はどの類型として想定しているかについて説明。また、その類型と見なされていること

についての率直な感想を伺う。

2. 有識者自身の過去の学びと経験について：15分
現在のキャリアに至るターニングポイントとなった契機や、そこに至るまでに道筋をつくった主要な学び、経験は何か。

3. 現在の課題感について：15分
現在デザイン実践を行う上で感じている課題感や取り組んでいること、また、その課題にアプローチするために本事業を通して育成を促したい人材に

ついてのイメージ（自分の仲間として／部下として…など）はあるか。

4. フリーディスカッション：15分
1-3を踏まえて、より掘り下げたい文脈についてのヒアリングを行う。

（再掲）ヒアリング調査｜目的と調査方法
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① A氏 ② B氏 ③ C氏 ④ D氏 ⑤ E氏

所属

デザインファーム代表

キャリア概要

• 国内の大学を卒業後、

メーカーに就職し、

その後転職を数回経

験

• 海外の大学へ留学し、

デザインを学ぶ

• 帰国後、国内のメー

カーに就職

• メーカーを離れ、独

立してデザイン

ファームを設立

所属

大手電機メーカー代表

キャリア概要

• 国内の大学にてデザ

インを学び、卒業後

は国内の電機メー

カーに就職

• これまでに数回異動

し、社内のほとんど

の部署を経験

• その後代表に就任

所属

レンタルサービス会社

代表

キャリア概要

• 高校時代を海外で過

ごし、海外の大学に

入学

• 帰国後、国内のコン

サルティング会社に

就職

• その後、国内のIT企
業に転職

• レンタルサービス会

社を設立

所属

デザインファーム代表

キャリア概要

• 学生時代は電機メー

カーのインターンに

参加

• 国内の大学卒業後、

海外の大学に留学

• 帰国後は国内の企業

に就職

• その後デザイン

ファームを設立

所属

各種サービス提供会社

のグループ企業役員

キャリア概要

• 国内の大学を卒業後、

各種サービスを提供

する国内の企業に就

職

• 組織横断チーム等を

経験し、会社が分社

化

• 役員に就任し、各部

門を横断的に支援

■有識者５名の概要

（再掲）ヒアリング調査｜調査対象者



① A 氏

能力分野 過去の学び・経験、育んできた経緯

デザイン

スキル

• 独学で、演劇、絵、ストーリーの脚本をかいたりしていた時期がある
• 自ら作り手になり、自分の中にあるものをカタチにするデザインのメタスキルの必要

性に気づく

哲学

• U理論とデザイン思考の融合を留学先でのテーマに研究

アート

• 自分のなかにあるものを思想化して外に出していくことが、楽しく文化を作っていく
ようなカタチでできれば良いと思っている

ビジネス

• データ分析を得意とし、会社ではマーケターとしてミッションを与えられていた

リーダーシップ

• 入社２年目でコーチングの資格を取得。トップダウンのリーダーシップが苦手でチー
ムの力を活かせないかと考えていた時にコーチングの概念と出会う

• 留学時代に内発性に関する授業はなかったが、同級生と一緒に０から世界観をつくる
過程の中で、友人の振る舞いから感じられた

ヒアリング調査｜分析（1/5）
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② B 氏

能力分野 過去の学び・経験、育んできた経緯

デザイン

スキル

• プロダクトデザイナーとしてメーカーに入社し、主にB2Bの商品をデザインを担当
• 人間工学のマニュアル・ガイドラインの作成や人体計測を仕事で経験

哲学
• 大学では人間工学に重きが置かれた学部でデザインを学ぶ

アート
• 不本意で異動した部署から、元の部署（プロダクトデザイン）に戻った際、学んだこ

といかし、アドバンスデザインを事業部に提案するようになった

ビジネス

• 会社のプロダクトがグローバルにでるようになり、海外ブランドと勝負する状況に
なったため、当時、統一感がなかったプロダクト全体のアイデンティティーを作る活
動を開始

• 数多くある商談の中で、人数の関係上で実際に携われるプロジェクト数が限られてし
まうことに課題感を持ち、関係者（SEなど）がデザインもできるようなUI雛形を作っ
た

• 社内のほぼすべての機能（ファンクション）を経験した

リーダーシップ
• 過去に社内で新たな部署が作られ、不本意に異動となったことが数回あった。今考え

るとその時の経験が役に立っていると思う

ヒアリング調査｜分析（2/5）
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③ C 氏

能力分野 過去の学び・経験、育んできた経緯

デザイン

スキル

• 大学は機械科を卒業
• デザインファームを共同設立後、プロトタイピングを通したプロセスで大規模なサー

ビスを構築する

哲学
• 当時、工学の学位でデザインのマスター教育が受けられるところが世界でも少なかっ

た。世の中的にはまだメインストリームではない機械工学とプロダクトデザインのつ
なぎ部分を修士課程で学ぶ

アート
• 海外のアートスクールで修士学位を取得
• まだ世の中で価値化されていないタネを芽生えさせ、社会を進歩させたいと思ってい

る人の手助けをしたい

ビジネス

• 既存クライアントから、ブランドなど抽象度の高い話が増え始める。経営に近いこと
になるため、ビジネスがバックグランドの人を採用し始める

リーダーシップ
• 数少ない留学先候補２つの中で、これまで見たことのない風景のあった大学院を選択
• T型人材を育てる時に越境をいかにメカニズムとして起こしていくかなど、社内で仕組

みの検討も行う

ヒアリング調査｜分析（3/5）
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④ D 氏

能力分野 過去の学び・経験、育んできた経緯

デザイン

スキル

• 美術系大学の出身であり、ビジュアル化スキルの素養については学生時代に学んでい
る

哲学

• 大学ではプロダクトデザインと情報デザインの分野を学んでおり、デザインのアプ
ローチについては学生時代に学んでいる

アート

• 「未来を創る側に行きたい」として研究開発系で就職活動を行った

ビジネス

• UXデザインやサービスの意思決定、人材採用などの経験を通じて事業側へ視点が変
わった

• 組織内の横断チームとして、各部門の様々な立場のメンバーとの協働を通じ、自社の
事業全体に対する理解を深めていったと思われる

リーダーシップ

• 全社のサービス統一のための横断チームを設立した
• 自分が良いサービスを生む視点を持つと同時に、組織全体を俯瞰してみるマネジメン

トの視点を持つ
• 事業自体を組織的に推進する必要があることから、組織的視点に変化するように

ヒアリング調査｜分析（4/5）
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⑤ E 氏

能力分野 過去の学び・経験、育んできた経緯

デザイン

スキル

• デザインのスキル等については、体系的な学びを得た経験は恐らくないものと思われ
る

哲学

• 前社でグローバルな業務を担当する部門に在籍している際、各国を担当するメンバー
との議論においてはユーザー体験の視点が共通言語として必要となることから、UXの
必要性・重要性を理解するように

アート

• 自ら立ち上げた事業は、社会やユーザーへ独自の視点や価値を提起するものであり、
アート思考の体現であると言える

ビジネス

• 9年間、コンサルティングファームで仕事の基礎を学び、プロジェクトマネジメントを
経験

リーダーシップ

• 前社でグローバルな業務を担当する部門に在籍している際、マネージャーを経験
• 事業を立ち上げ、現在代表を務めている

ヒアリング調査｜分析（5/5）
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1. ５名の有識者は今回の高度デザイン人材の要件を満たしており、かつ様々な領域で成果を発揮している。しか

しながら各々のキャリアにおいて、各々を高度デザイン人材たらしめる経験は必ずしも本人が主体的に選択し

たものだけではなく、偶発的な要素が含まれていた。このことから高度デザイン人材を形作る要素は全体像が

理解されているわけではなく、特にキャリア当初において想起が難しいものと考えることができる。

2. 特に企業の新しいビジョンを策定する支援を行なっているA氏はその活動の中でアートの重要性を実感していた。

これからのビジョンを策定するためには、素養として批判的精神、多様な視点といったアート要素がより重要

になると考えられる。

■ヒアリングから得られた洞察

ヒアリング調査｜洞察
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高度デザイン人材育成ガイドライン4-1

（最終成果物である高度デザイン人材育成ガイドラインについては、別紙参照のこと）
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教育機関 特徴 特徴的な授業

カリフォルニアカレッジオブアーツ
・デザイン修士課程
・デザイン修士課程＋MBA

3年カリキュラム。MFA in Design、MBA in Design Strategyに受け入れられ、かつ４名の
スポットに選ばれた学生のみが、Dual Degree プログラムを受講できる。MFA in Design
、MBA in Design Strategyは、Architecture / Design / Fine Arts / Humanities & Sciences の４
つの学際領域のうち、Designに入る。

管理会計 / ビジネス法務＆ネゴシエーション / ビジネスモデル＆ステークホルダーマネジメント / 戦
略的マネジメント

ハーバード大学 デザイン大学院
・デザイン・エンジニアリング修士課程
・デザイン・スタディーズ修士課程
・デザイン・ディスカバリー修士課程

デザイン分野をすべてカバーしているのではなく、大地をデザインする建設分野での環境デ
ザイン学が主であり、建築学・ランドスケープアーキテクチュア・都市計画学と、３つの専攻
が設置されている。

フィールドスタディー / 政府政策規制 / 知的財産権と特許 / 倫理 / これからの社会課題について

イリノイ工科大学
・デザイン修士
・デザイン修士＋MBA
・デザインメソッド修士課程

デザイン修士／デザイン修士＋MBA／デザイン方法論修士、の3つの修士課程と、デザイ
ンの博士課程が用意されている。様々な分野が開拓されていく将来を見据え、1つの専門分
野だけでなく、多様な分野のデザインについて学ぶことを奨励している。

知識集約型組織のリード＆マネジメント / ネゴシエーション / 競争優位性を導くビジネス分析 / 戦略的意思
決定のための会計知識 / 経済分析とゲーム理論 / 意思決定分析 / 革新的かつ持続可能な企業組織の構
築 / 多文化組織におけるリーダーシップ / デザインドリブンイノベーション / 行動経済学 ダイアグラム開発 / 
アダプティブ リーダーシップ / 組織のイノベーションモデル / クリエティビティー＆リーダーシップ / 該当領域
の歴史と環境 / Advocated Reserach（先行研究）/ 産学協同プロジェクト（industry Project） / サステナビリ
ティ システムズ / クリエイティブ チームダイナミクス

マサチューセッツ工科大学
・メディアラボ
・デザインラボ

MITはボストンに位置する。ボストンはアントレプレナーシップ教育の充実と知財ラ
イセンスの仕組みが整備されており、スタートアップエコシステムランキングで1位。
ラボの主な財源は、ほぼ100%、産業界から賄われている。歴史的にも大学の研究機
関と産業が強く結びついている。

ー

ラボの主な財源は企業スポンサーから来ており、プロジェクトごと、もしくは、グループごとに財源
を受領するのではなく、スポンサーにラボの一般的なテーマに拠出している

パーソンズスクールオブデザイン
・デザイン＆都市生態系（Urban Ecologies）修士課程
・インテグレーテッドデザイン学士課程
・戦略的デザイン＆マネジメント修士課程
・領域横断デザイン修士課程

著名アーティストやデザイナーを輩出しており、特にファッション分野で著名な世界
3大スクールのうちの1つ。建築やインテリア、デジタル、テクノロジーといった分野

の他、デザイン戦略のプログラムも複数あり、デザインに関する幅広い領域の教育・
研究がなされている。

デザイン・イノベーションとリーダーシップ / 持続可能なビジネスモデルデザイン / これからのデザ
インファーム / （社会的・法的）制約と倫理的コンテキスト / デザインストラテジー / プロフェッ
ショナルコミュニケーション / Design for this century / トランスディスシプリナリーセミナー＆ワーク
ショップ / クリエイティブなプロジェクトチームのマネジメント

ロードアイランドスクールオブデザイン
・デザイン修士課程

アメリカで初めての独立系美術大学。ものをつくるスキルやプロセスを学びながら同
時にクリティカル・シンキングのプロセスも学ぶ。2008年にジョン・マエダ氏が学長
となり、MITメディアラボのスポンサーシップの手法を持ち込み、外部企業との連携
を強化し、学費援助について取り組む。

サバンナカレッジオブアートアンドデザイン
・デザイン・エンジニアリング修士課程
・デザイン・スタディーズ修士課程
・デザイン・マネジメント修士課程
・サービスデザイン学士／修士課程
・ユーザーエクスペリエンスデザイン学士課程

Red Dot Design Ranking 2016で世界第4位のアーツ・カレッジ。学生数は12000人程度。
Googleと共同でUXデザイナーの要請カリキュラムを2016年に開発している。

クリエイティブビジネスリーダーシップの原則 / 戦略的意思決定 / クリエイティブビジネスベン
チャーの資金調達 / クリエイティブベンチャーインターンシップ / コンテキスチャルリサーチ / クリ
エイティブ産業のビジネス複雑性 / デザインイノベーションとマーケティング戦略 / デザインにおけ
る継続的実践の管理 / コンテキスチャルリサーチ / 遠隔コラボレーション / 組織におけるコラボレー
ティブカルチャー / アイデアビジュアリゼーション / クリエイティブシンキングのファシリテーショ
ン / クリエイティブベンチャーのマーケティング / デザインフューチャー（トレンド、フォアキャス
ト、直感） / サービスデザインの原則と実践 / テクノロジー＆サービスサービスイノベーションエン
タープライズ / HCI（Human Computer Interaction） / コンピューターによるプロダクトデザイン / グ
ローバルカルチャーセオリー / IxD セオリー / モデルプロトタイプ / プログラミングの原則 / IA / イン
フォメーションデザイン

■ 調査対象大学（米国）と特徴的な授業の抽出
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教育機関 特徴 特徴的な授業

アアルト大学（フィンランド）
・コラボレーティブ&

インダストリアルデザイン修士課程
・国際デザインビジネスマネジメント修士課程
・ビジュアルコミュニケーションデザイン修士課程

「科学・ビジネス・美術」をそれぞれ専門とする3つの大学の合併によって
設立。多様な分野でデザインのスキルやマインドを発揮していけるよう、
共感的・批判的・戦略的・技術的・創造的スキルを身につけることを推進
。

デザイン戦略＆リーダーシップ / イノベーションマネジメントの戦略的スキル / 協創デザイン
（戦略的共同スキル、インタラクション評価） / 非デザイナーとのコラボ協力 / 産学協同プロ
ジェクト（industry Project） / プロジェクトマネジメント / コミュニケーションの実践 / モーション
グラフィック / プログラミング / メディア・アート・デザインの理解 / ビジュアルナラティブ in デ
ザイン ストーリーテリング / デザイン as ライティング / ジェネラティブ＆インタラクティブナラ
ティブ / クリティカル実践 / インフォメーションデザイン

デルフト工科大学（オランダ）
・戦略的プロダクトデザイン修士課程
・統合プロダクトデザイン修士課程

オランダ、デルフトにある国立工科大学。工業デザインエンジニアリングの学部が
あり、修士課程ではビジネスや市場戦略まで視野に含めた工業デザインについ
て学ぶプログラムが用意されている。他、オンラインで学べる「デザインリーダーシ
ップとイノベーション」などのコースが複数設置されている。

コンテキスト＆コンセプト開発 / デザイン理論とメソドロジー / 新製品開発のための顧客リ
サーチ / ブランド＆プロダクトの商業化 / デザインロードマップ作成 / デザインの戦略的価値
の理解

ミラノ工科大学（イタリア）
・ストラテジック・デザイン修士課程
・サービスデザイン修士課程
・イノベーティブ環境デザインマネジメント修士課程
・工業デザイン＆イノベーション修士課程

イタリア、ミラノにある国立工科大学。ヨットやアクセサリーのデザイン
からサービスデザイン、デザイン戦略まで、非常に幅広い領域のデザイン
を学べる28のコースが用意されている。他、より具体的な職業スキルを身
に付けるための34の高等教育コースがある。

デザイン戦略 / 戦略的デザイン⇄デザイン戦略 / イノベーションマネジメント / サービ
スデザイン / プロダクト・サービス・システムのデザイン /ハンズオンアクティビティ
/ デザインカルチャー / テクノロジーマネジメント / 戦略的マーケティング

ロイヤルカレッジオブアーツ（英国）
・サービスデザイン修士課程

ロンドンにある国立の美術系大学院大学。修士号と博士号を授与する。４
つの学校（Architecture / Arts & Humanities / Communication / Design）
と29のマスタープログラムがある。Design には、Service Designや
Innovation Design Engineeringなどがある。

サービスの実装と展開 / フューチャーサービス（テック＆ソーシャルトレンド（エンビ
ジョン）） / フューチャーサービス（スペキュラティブ） / デザインリサーチ / サー
ビスデザイン ベーシック / サービスデザインメソッドの実践 / プラットフォームデザ
イン / デザインアントレプレナーシップ / 体験やサービスの具現化（ビジュアルコミュ
ニケーション）/ デザインマネジメント / ソーシャルイノベーション

ウメオ大学（スウェーデン）
・アドバンストプロダクトデザイン修士課程
・インタラクションデザイン修士課程
・トランスポーテーションデザイン修士課程

スウェーデン、ウメオにある公立大学。工業デザイン／トランスポーテーションデ
ザイン／インタラクションデザインの教育・研究を狙いとして設立された。プロダク
トデザインなど、工業系のデザインを中心とした学士・博士課程が用意されている
。

コペンハーゲン インスティチュート オブ
デザイン（デンマーク）
・インタラクションデザインプログラム

CIIDは基本理念に、（1）ingenious（独創的な）、(2) well crafted（よく出来ている）、
(3) meaningful（有意義な）の3つを掲げ、「美しい経験をデザインする」というビジョ
ンのもと、コンサルティング、リサーチ、教育の3部門から構成

没入環境 / チームビルディング / センサリーデザイン / サウンドデザイン / マシーンラーニン
グ / Emotiv digital service / パフォーマティブデザイン・ウェアラブルコンピューティング

■ 調査対象大学（欧州）と特徴的な授業の抽出
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教育機関 特徴 特徴的な授業

千葉工業大学
・創造工学部 デザイン学科 学士課程
・工学研究科 デザイン科学専攻 修士課程

創造工学部に、デザイナーとして必要な技術と思考法を身に付け、広い分野で活
躍できる総合的な提案力を伸ばすことを狙いとしたデザイン学科があり、大学院に
は、社会変化に即した「使い方」重視のデザイン領域を教育・研究するデザイン科
学専攻が用意されている。

環境デザイン科学、ユニバーサルデザイン科学、情報デザイン科学、マテリアルデザイン科学、
および製品デザイン科学の 5 研究分野から成り立つ

九州大学
・大学院芸術工学府 デザインストラテジー専攻

福岡県に所在。18の学府がある。大学院芸術工学府には、芸術工学専攻（デ
ザイン人間科学 / 環境･遺産デザイン / コミュニケーションデザイン科学 / コ
ンテンツ･クリエーティブデザインの４コース含む）とデザインストラテジ
ー専攻がある。

マーケティングデザイン / デザイン産業理解 / デザインベンチャー / ブランドビジネス
デザイン / コミュニケーションデザイン

武蔵野美術大学
・造形構想学部学士／修士課程

2019年4月開設予定。造形構想学部と大学院造形構想研究科を新たに開設。2
学部12学科、 2研究科3専攻と新しい体制になる。造形構想学部では、クリエ

イティブ・ビジネス・テクノロジーをコアな教育・研究領域とし、これらを
融合した学びで、「創造的思考力」に磨きをかける。また、現代社会や産業
との関わりを具体的に意識したカリキュラムを通じて、応用力と実践力を身
に付ける。

インタラクティブイノベーション演習 / コンテクスチュアルスタディーズ演習 / デザイ
ンエンジニアリング特論 / クリエイティブリーダシップ特論 / 産学プロジェクト実践研
究 / サービスデザイン特論 / スタートアップ研究 / 知的財産戦略論

■ 調査対象大学（日本）と特徴的な授業の抽出
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［産学連携］

千葉大学×雪印メグミルク 共同開発飲料

平成25年5月21日(火)よりコンビニエンスストア限定商品として発売

された『MEGMILK Caffe Latte withコーヒーゼリー』のカップ容器は、

千葉大学デザイン学科と雪印メグミルク株式会社によって共同開発さ

れた。

本商品のカップ容器は、シンプルな商品名と大きなシズル写真で商品

の内容をより端的にお伝えするとともに、メタリックな光沢感のある

ストライプにより、店頭における視認性を向上させることを狙いとし

てデザインされた。

参照元：

• “学生とのコラボデザイン。シェイクして飲んで！『MEGMILK Caffe Latte with コーヒーゼ

リー』LL200ｇ平成25年5月21日（火）よりＣＶＳにて先行発売”．雪印メグミルク NEWS 
RELEASE．http://www.meg-snow.com/news/2013/pdf/20130425-616.pdf,（参照：2019年1月
19日）

• “雪印メグミルク共同デザイン開発飲料発売”．Design, Chiba University．http://design-
cu.jp/?p=4380,（参照：2019年1月19日）

［産学連携］

多摩美術大学×パイオニア 「音と光の未来」プロジェクト

多摩美術大学とパイオニアのデザイン部は、デザイン開発力向上と将

来のデザイナー人材の育成に向け、産学連携によるデザイン開発活動

に取り組んでいる。近年では、2020年に向けた「音と光の未来」を

テーマに、産学共同研究により新たな未来価値を創造する3か月間の

プロジェクトが実施された。

このプロジェクトは、多摩美術大学の学生とパイオニアのインハウス

デザイナーやプランナーらが参加し、ワークショップでの発想法やア

イデア展開のためのトレーニングを経て、「おとかち」「ひかりか

ち」のテーマ別のリサーチが行われ、リサーチ結果をもとに学生の視

点とプロの視点かから共同でアイデア展開を行ったものである。最後

は、パイオニア本社にて研究開発部門や関連事業部門など、70名以上

の出席者へ向けてプレゼンテーションが実施された。

参照元：

• “産学共同研究への取り組み”．パイオニア．

https://jpn.pioneer/ja/corp/crdl_design/design/activities/activities01/,（参照：2019年1月19
日）
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［産学連携］

京都大学デザインスクール

デザインイノベーションコンソーシアム

デザインイノベーションコンソーシアムは、企業・公的機関と京都大

学デザインスクール（京都大学デザイン学大学院連携プログラム）を

繋ぐ中間組織体として、2014年3月に発足。産官学が協働し社会の実

問題に取り組むなかで、京都大学が持つ知のネットワークやデザイン

理論・手法と、さまざまな分野の産業界・行政が持つ社会の実問題を

解決する実践力が交わる相互学習の場を形成する。このような産官学

が協働した相互学習により、創造的なプロセスに寄与できるスキルの

深さと専門性を兼ね備えつつ、さまざまな立場や専門領域の知見を融

合し、コラボレーションを先導できる人材の育成目指している。

コンソーシアムの活動内容

• デザイン学に関する人材育成の推進

• 産官学によるオープンイノベーションの推進

• デザイン学に関する共同研究の推進

• その他、コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

参照元：

• 京都大学デザイン学大学院連携プログラムデザインイノベーションコンソーシアム事務

局．京都大学デザインスクールと産・官をつなぐデザインイノベーションコンソーシア

ム．2016．とhttp://designinnovation.jp/about/pdf/brochure_ra.pdf,（参照：2019年1月19
日）

［産学連携］

慶應義塾大学 経済学部 武山政直研究室

各種企業との産学共同研究プロジェクト

慶應義塾大学経済学部の武山政直研究室では、下記のような様々な企

業や組織との共同研究を通じて、サービスデザインやイノベーション

の研究に取り組んでいる。

• 株式会社博報堂との産学共同研究プロジェクト【発想を喚起する

プロボカティブジャーニー】

サービスデザインにおけるカスタマージャーニーを応用した課

題発見型の新たな手法（プロポカティブジャーニー）を開発す

ることを目的として、各地でのフィールドワークを通じて行わ

れたプロジェクト。

• KDDI株式会社との産学共同研究プロジェクト【生活課題と趣味的

生活を購買でつなぐ近未来のリテールサービスのデザイン～IoTで
店舗と商品の役割がどう変わるのか～】

5～6年後の近未来に有用なリテールサービスを、サービスデザ

インプロジェクトを通じて企画し、その有効性を検証すること

を目的として行われたプロジェクト。

参照元：

• “博報堂班研究プロジェクト成果報告 要旨”．TAKEYAMA LAB. 慶應義塾経済学部武山政

直研究室．http://keg-lab.jp/post/169918517868/博報堂班研究プロジェクト成果報告-要旨、

（参照：2019年1月19日）

• “KDDI班研究プロジェクト成果報告 要旨”．TAKEYAMA LAB. 慶應義塾経済学部武山政直

研究室．http://keg-lab.jp/post/167930290668/kddi班研究プロジェクト成果報告-要旨、

（参照：2019年1月19日）
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［産学連携］

スタンフォード大学

デザインイノベーションプログラム ME310
スタンフォード大学によって主催された国際間デザイン実践プログラ

ム。世界中の学生と企業が参加しており、国際間で結成される多国

籍・多分野チームによってプロジェクトが進行される。一般的な学生

のエンジニアリングプロジェクトと違い、学生が機能やユーザビリ

ティ、企業からの要求や社会的意義をフルに思考しながら、価値のあ

る製品提案を目指す。一年を通じてプロトタイプ制作やテストを繰り

返し、明確なコンセプトに裏付けられた製品を創り出すプログラムと

なっている。2010年度は世界の8大学が参加し、日本からは京都工芸

繊維大学が参加した。

参照元：

• Team UPM Japan．スタンフォード大学デザインイノベーションプログラム ME310．
http://www.design-
architecture.kit.ac.jp/db_de/download.php/About+ME310.pdf/?fp=%2Fdb_de%2Foutline%2F
4_26.pdf

［大学間連携］

慶應義塾大学 メディアデザイン研究科

CEMS MIM（国際経営学修士）プログラム

慶應義塾大学メディアデザイン研究科にて2011年に開設された修士課

程プログラム。慶應義塾大学から修士号（メディアデザイン学）、

CEMSから国際経営学修士号が授与される。

CEMSは、2017年7月時点で、世界トップレベルの30の大学およびビジ

ネススクール、70社以上の提携グローバル企業と7つの非営利組織か

ら構成されており、CEMS MIM （CEMS Master’s in International 
Management）というダブル・ディグリー・プログラムを提供してい

る。このプログラムに参加し修了要件を満たした学生は、在籍する

CEMS加盟校からの修士号とCEMS修士号の両方を取得できる。CEMS
に加盟できるのは各国1校と限られており、日本からは慶應義塾大学

が加盟している。

CEMS MIMは、グローバルに活躍するビジネスパーソンに必要な高い

能力と責任あるグローバルリーダーとしての良識を養うことを追及し

ており、CEMS MIMプログラムでは、CEMS提携企業とのネットワー

クにより、理論だけではなく実践にも強いプログラムを提供している。

各CEMS加盟校は、CEMSとして共通する高い質を保ちつつも、独自の

強みを生かしたカリキュラムを組んでいる。

参照元：

• “慶應義塾大学のCES MIMプログラム”．Keio University．
http://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/dd/cems/keio/index.html,（参照：2019年1月19日）

• “CEMSおよびKeio CEMS MIMプログラムについて”．KEIO MEDIA DESIGN．

http://www.kmd.keio.ac.jp/ja/cems-program,（参照：2019年1月19日）

109

産学連携・大学間連携事例調査・分析｜調査結果（3/5）5-2



［大学間連携］

熊本大学工学部×韓国釜山 東亜大学校

×台湾 高雄第一科技大学「国際連携デザインキャンプ」

熊本大学工学部では新しい時代の国際的な連携によるものづくりに対

応できる学生を育てるため、平成22年より韓国釜山の東亜大学校との

合同企画で「International Capstone Design Camp」（ものづくりコン

テスト）を開始し、平成28年度から台湾の高雄第一科技大学を加え、

3カ国の協働で、平成29年度は8月13日～20日に韓国の東亜大学校で

開催した。

日韓台の学生が混成グループを組み「How to provide safety when 
walking street」のテーマでコンテストを行い、熊本大学工学部かはら

24名が参加し、三大学の友好促進を果たした。この企画の目的であ

る三大学の学生の友好は今でも続いている。

参照元：

• “国際連携デザインキャンプ（ICDC）”．熊本大学工学部．https://www.eng.kumamoto-
u.ac.jp/international/icdc/,（参照：2019年1月19日）

［大学間連携］

神田外語大学×千葉工業大学

御宿町観光案内看板、観光パンフレット 多言語化事業

神田外語大学と千葉工業大学は、2014年4月に「大学間包括連携に関

する協定」を締結して以来、語学教育の連携や科目開放、両キャンパ

スの近さを活かしての施設の相互利用などを行ってきた。こうしたな

か、両大学は千葉県御宿町からの依頼を受け、観光マップや同町に設

置する看板などの多言語化を推進。同町を訪れる外国人客のために、

英語、中国、韓国、スペインの4か国語に翻訳する事業に取り組むこ

とになった。2016年4月より、同町内の道の駅やコンビニエンススト

アなどで、観光マップの配布や看板の整備などが進められた。

本プロジェクトは、メキシコの公用語であるスペイン語に加えて、外

国人観光客の多い英語、中国語、韓国語でも多言語展開をすることに

なった。神田外語大学と千葉工業大学が依頼を受け、観光マップや看

板の翻訳作業に着手。神田外語大学外国語学部と、千葉工業大学工学

部の教授が６カ月ほどの期間をかけ、翻訳作業や看板のデザイン等を

行った。

参照元：

• “神田外語大学と千葉工業大学が連携し、千葉県御宿町の観光マップや看板などの多言語

化を推進”．大学プレスセンター．https://www.u-presscenter.jp/2016/05/post-35562.html,
（参照：2019年1月19日）
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［大学間連携］

九州大学大学院芸術工学研究院

×オーストラリア ニューサウスウェールズ大学

共同シンポジウム

九州大学大学院 芸術工学研究院は、日本で初めての「デザイン教育

研究」の世界的な中核拠点 「九州大学イノベーションデザインネク

スト(KID NEXT)」を形成している。

2018年には、ニューサウスウェールズ大学建築環境学部の教授が共同

で2日間にわたるシンポジウムを開催し、3日目に実地見学を実施した。

このシンポジウムは、高齢者に優しい環境デザインと計画に関する部

分的な考察を単に集めたものではなく、広範囲にわたって検討するこ

とを目的とした。シンポジウムでは日本、中国、オーストラリア、

ニュージーランドなど西アジア太平洋地域から選ばれた数カ国の研究

者からの寄稿も披露さた。

参照元：

• “オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学との共同シンポジウム：高齢者に優しい

環境デザインと計画”．世界的デザイン教育研究拠点九州イノベーションデザインネク

スト．https://www.kidnext.design.kyushu-u.ac.jp/projects/view/85,（参照：2019年1月19日）

［大学間連携］

ロイヤル・カレッジ・オブ・アート

×インペリアル・カレッジ・ロンドン

「イノベーション・デザイン・エンジニアリング」

「イノベーション・デザイン・エンジニアリング」は、ロイヤル・カ

レッジ・オブ・アートとインペリアル・カレッジ・ロンドンによって

38年以上に渡って共同で運営されているダブル・ディグリー・プログ

ラムで、批判的観察、破壊的なデザイン思考、実験、創発的技術の探

究、高度なエンジニアリングおよび企業活動を通じて、インパクトの

あるイノベーションの探求と発展に焦点を当てた、最先端の学際的

コースとなっている。

本プログラムは、文化、政治、経済、工学、デザイン、そして人間を

含む多様な側面に大きな影響を与えることを目指した幅広い視野のも

と、重要な現実世界の問題に対する将来のシナリオを思い描けるよう、

多様な分野の境界を押し広げる先駆的な態度を持つイノベーターとし

てのユニークなアイデンティティを形成することを狙いとしている。

参照元：

• “Heads of Programme Welcome”．Royal College of Art．
https://www.rca.ac.uk/schools/school-of-design/innovation-design-engineering/head-of-
programme/,（参照：2019年1月19日）
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経済産業省 平成30年度 産学連携サービス経営人材育成事業

（高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究）

「高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究報告書：詳細版」

2019年3月29日

発行者：経済産業省

受託者：株式会社コンセント
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本ガイドラインは経済産業省の平成30年度産学連携サービス経営人材育成事業 

「高度デザイン人材育成の在り方に関する調査研究」(受託者：株式会社コン

セント)において、国内外の先進事例調査および有識者で構成された「高度デ

ザイン人材育成研究会」での検討等を踏まえて作成したものです。 

【利用規約】 
本ガイドラインの著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、経済産業省に帰属していま
す。また、本ガイドラインは、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ 
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このたび、高度デザイン人材育成研究会の座長を務めさせていた
だいた。この研究会自体がまさにデザインのアプローチを実践する
ような、プロトタイピングに基づいた進め方であった。プロジェク
トは半年にわたって進められたが、最終的に得られた仮説は、プロ
ジェクト当初から見えていたものではなかった。しかし、本プロ
ジェクトの議論において、これからの日本を支えるためのデザイン
人材の一つの形を描けたのではないかと考えている。 

ビジネスにおけるデザインの重要性の高まりは本ガイドライン内
でも述べられているとおり日々高まっている。しかしそれを実現す
る人材像については明確に定義されていない。そういった中でプロ
ジェクトはまず、いくつかの活躍する人材像を描き出すところから
スタートした。しかし議論の中で、職種や職務領域といったものは
相対的なものであり、その人材像を洗い出したとしても、それは現
在の社会における結果でしかない、という結論に至った。 

加えて「デザイン」能力の多様性も論点となった。昨今、デザイ
ンの領域は多様化しており、一概にデザイナー像を語ることは難し
いが、そういった中であえて共通したデザイン人材像を描くとすれ
ばどうなるか、議論を交わした。その結果、得られたのが最終的に
本ガイドラインで提示している、デザイン能力に加えてビジネスス
キルとリーダーシップを兼ね備えた人物像であった。想起される人
物にはデザインの専門家としてビジネス (含む行政などの非営利団
体) との橋渡しをするためのコミュニケーションスキルと知識とが
求められる。また、デザインアプローチの専門家としてプロジェク
トを起案しリードすることが求められる。この「主体性」は海外で
はアントレプレナーシップと呼ばれることも多いが、日本において

アントレプレナーという言葉は「起業」の印象との結び付きが強い
こともあり、本ガイドラインではリーダーシップと呼ぶ。幅広いデ
ザイン能力を社会に適用するためにこれらの能力が求められるとい
うのが本研究会での結論である。 

また、デザイン能力においても、アートの視点やデザインアプ
ローチ全体を俯瞰して把握する、本ガイドラインで「デザイン哲
学」と呼ぶ領域について、これからのデザイン人材には欠かせない
という議論がなされた。このアートの視点とデザイン哲学の視点を
盛り込んでいるのはこのガイドラインの一つの特徴といえる。 

本ガイドラインでは、この人材像育成の参考として国内外の大学
のカリキュラムを調査し、教育プログラムの仮説を提示している。
本ガイドラインで提示しているプログラムはいわゆるプロジェク
ト・ベースド・ラーニング (PBL) の形式で、かつ積極的に不確定な
状況下でのチャレンジを推奨するものであり、明確に体系化された
ものとはなっていない。また、高度デザイン人材のかたち、あるい
はその育成プログラムについても論じ切れていない点も多く、今後
も議論が必要であると認識している。今後はこのガイドラインをた
たき台として議論がより活性化していくことを期待している。 

最後にこの場を借りて、多忙の中委員会出席のみならず委員会外
でも活発に議論にご参加いただいた委員の皆さま、インタビューに
ご協力いただいた皆さま、そして調査・分析の実働に携わった株式
会社コンセントのプロジェクトメンバーに感謝の意を表したい。 
ありがとうございました。

巻頭言
研究会座長  長谷川 敦士 (株式会社コンセント) 
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はじめに

これからのサービス化 (XaaSなど) 、デジタル変革 (DX：デジタルトランスフォーメーショ
ン) 、の進むグローバル市場における産業発展には前提が変化するような不確実で不確定な状況にお
けるビジョンを提示し共有する能力、そのための新たなアプローチでの体験や価値の創出がより必要
となることが想定される。しかし具体的にどのようにそのための人材を育成できるのか、各企業や
大学では手探りの状況である。 本稿はこの状況に鑑み、企業や教育機関の意思決定者がこれからの
社会に必要なデザイン人材を育成する仕組み(カリキュラムおよび学習リソース)および環境づくりの
手引として活用するために作成された。

目

1-1

本稿では現状の社会状況や市場課題を受けて、今後必要になることが想定される人材像と、それ
を育成するカリキュラムやアプローチの仮説を提示している。しかし現在の社会状況は常に変化し続
け、その変化のスピードも加速している。その意味でここで提示する仮説やカリキュラムは暫時的な
ものであり、 ひとまずの検討の射程を2025年までとして考察・検討を行っている。









社会環境の変化2
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なぜデザインおよびデザイン人材の重要性が増してきているのか？

答えが明確でない問題や状況への対処としてデザインのアプローチが重要となる局面が増加

•

•

•

•

•

•

•

•



テクノロジーの変化｜デジタルトランスフォーメーションの時代2-1
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インターネットとモバイル機器の普及 
• 1990年代半ばから家庭用PCの普及とともにインターネットが世
間一般に浸透し、通信技術は急速に進展していった。 

• インターネットによる通信技術に加え、技術の進化による機器
の小型化は、PCのモバイル化や、携帯電話の普及をもたらし
た。 

• 2000年代に入るとモバイル機器はさらに発達し、iPhoneを筆頭
とするスマートフォンやタブレット型のPC端末の登場により、
通信回線の発達を背景として、誰でも場所を選ばずインターネッ
トを気軽に利用できるようになった。 

人々のコミュニケーションの変化 
• これまで、デジタル上でのユーザーのコミュニケーションは基本
的には一対一であったり、一方通行的であったが、インターネッ
トとモバイル機器の発展に伴い、コミュニケーションは一対多
のオープンな関係へと広がり、リアルタイム性を持つ双方向的な
ものに変化してきた。 

• 同時に、FacebookやTwitterなどのSNSの登場によって、デジタ
ル上でのコミュニケーションはより一般的なものになるととも
に、それによって得られる様々なデータは、社会やビジネスに対
しても強い影響力を持つようになった。 

企業や社会のデジタライゼーションへの対応 
• 従来は、企業にとってのデジタル技術の活用は、コスト削減や生
産の効率化が主要な関心事であったが、インターネットやSNSな
どを通じてより多種多様なデータを扱える機会が増えてきたこと
で、データ活用による新たな価値創出という視点が必要となっ
た。また、既存のビジネスモデルやプロセスの前提がデジタルに
よって抜本的に変わる (＝デジタルトランスフォーメーション) 
ことへの対応の必要性が叫ばれるようになってきた。 

• デジタル変革においては、従来的なモノづくりの発想ではなく、
人・モノ・情報といった様々な資産をデジタル技術によってつな
ぐことで、いかに新たな価値を生み出せるかという視点が必要
とされてくる。 

• 社会全体においても、デジタル技術の活用による市民生活の利便
性向上およびリソースの最適化など、様々な面でデジタル時代へ
の対応が求められている。

参考文献：World Economic Forum (2016), World Economic Forum White Paper Digital Transformation of Industries: In collaboration with Accenture. 
(世界経済フォーラム (2016), 世界経済フォーラム白書 業界のデジタル・トランスフォーメーション：アクセンチュアとの共同制作.)



ビジネスの変化｜サービスドミナントロジックとデザイン思考2-2
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GDLからSDLへの変化 
• 20世紀以降の産業の歴史に関して、高度経済成長期である1960
年代ごろと、2010年以降の現代では、市場の支配的な論理が大
きく異なっていることを、マーケティング研究者であるロバー
ト・F・ラッシュとステファン・L・バーゴは指摘した。 

• 1960年代ごろは、テレビ・洗濯機・冷蔵庫といった、人々の生
活を支えるさまざまなモノおよび機能自体が社会に足りておら
ず、この時代は、製品自体に価値が内包されているものとして、
顧客はお金と引き換えにその価値を交換することができた (＝交
換価値) 。 

• 一方、必要なモノや機能がすでに世の中にあふれ、製品が容易
にコモディティー化してしまう現代では、製品自体に価値が内包
されているのではなく、製品を利用する顧客の文脈があって初め
て価値が生まれる、という考え方 (＝利用価値) が支配的になっ
ており、これは事業者と顧客の「共創」であると言える。 

• ヴァーゴとラッシュは、これを「グッズ・ドミナント・ロジック 
(GDL) 」から「サービス・ドミナント・ロジック (SDL) 」への
変化であることを提唱した。 

顧客の時代 
• GDLからSDLへの変化は企業は単にモノづくりをして顧客に届け
ればよいという時代ではなくなったことを意味する。 

• それは、顧客が製品を利用すること自体を「サービス」として捉
え、顧客の利用体験を起点としたビジネスを展開することが求め
られていることを意味する。 

デザイン思考の普及 
• 顧客の視点がビジネスにおいて重要であるという認識の広まり
とともに、デザイン思考が注目を集めるようになった。 

• デザイン思考はデザイナーの思考法をビジネスに応用した、ユー
ザーへの共感を出発点とするイノベーションの方法論の一つであ
る。世界的に著名なデザイン会社であるIDEO社が普及に大きく
貢献し、様々な企業で活用されるようになった。 

• これまでデザインは製品開発の後工程として外観の設計を行うも
のとされてきたが、このデザイン思考の普及によって、デザイン
の考え方やユーザーの視点をビジネスに取り入れることが有用
であるという認識を広く普及させることにつながった。

参考文献：Lusch, R. and Vargo, S. (2014), Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities, Cambridge University Press. 
(ラッシュ, R., ヴァーゴ, S. (2016), サービス・ドミナント・ロジックの応用と発想, 井上崇通訳, 同文舘出版.) 
Brown, T. (2009), Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, HarperBusiness. 
(ブラウン, T. (2014), デザイン思考が世界を変える, 千葉敏生訳, 早川書房.)



社会の変化｜VUCAの時代2-3
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グローバル化 
• 通信技術の進展や移動手段の発達による移動の容易化、またそ
れに伴う経済の発展により、従来の国家や地域という境界を越
え、国際社会が様々な面でつながることで、地球規模での経済
的な変化が引き起こされる世の中となってきた。 

• このグローバル化は近年急速に進んでおり、人、お金および情報
といったものが世界全体で非常に流動的になってきている。 

VUCAの時代 
• この急速なグローバル化によって、個人や組織を取り巻く環境
は絶えず変化しており、特に最近では「VUCAの時代」であると
いわれている。 

• 「VUCA」とは、変動性を意味する「Volatility」、不確実性を意
味する「Uncertainty」、複雑性を意味する「Complexity」、曖
昧性を意味する「Ambiguity」の頭文字を取ったものであり、現
代の経営環境や個人のキャリアを取り巻くキーワードとして扱わ
れている。 

• これらが意味するのは、これからの世の中が以前にも増して予測
不可能ということであり、だからこそ、既存の延長線上で物事
を考えるのではなく、解決すべき問題やアプローチ自体を探索し
ていくスキルやマインドセットが求められる。







3
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1950-1960年代

デザインサイエンス 
バックミンスター・フラーが1950
年代半ばにデザインサイエンス
(Comprehensive Anticipatory 
Design Science) を提唱し、体系
的に障害に取り組むために、あら
ゆる分野の専門家で構成される設
計チームを組成。

参加型デザインアプローチ 
北欧 (スカンジナビア) での参加
型共創デザインアプローチの登
場。デザイナーはファシリテー
ターの役割を果たしUtopia、
NJMF、DEMOkratiske 
Styringssystemer、DEMOS、
TIPS、DUEのような多くの革新
的なプロジェクトが生まれた。

「デザイン」の変化の潮流  ― 近代デザインアプローチの展開過程

コンピューターの登場 
非物理的なデザインの発生初期
に、デザインの専門家は心理学や
人類学などの社会科学に、機械を
使った新しい方法とインタラク
ションを理解する手助けを求め
た (HC I：ヒューマン・コン
ピューター・インタラクションデ
ザインの登場) 。

無形のデザインへの関心の高まり 
無形のサービスというものに対す
るインタラクションへの注目が高
まり、デザインの対象スコープが
拡張された。リチャード・ブキャ
ナンの著書『Wicked Problems 
in Design Thinking』において複
雑で不確実なものにデザインが直
面している状況を指摘し、サービ
スデザインの必要性の認知を後押
しした。

1960-1980年代 1980-2000年代

非デザイナーのためのデザイン 
サービスデザインの興隆と、複雑
な状況に取り組む実践のための
ツールやメソッドの開発を通し
て、ノンデザイナーをデザインプ
ロセスに参加させるためのデザイ
ンツールの開発、という潮流が生
まれた。

2010年 -現在

モバイルの普及とUXデザイン 
モバイル機器とデジタル・ネット
ワーク・サービスの普及に伴っ
て、デジタルインターフェースに
よりもたされるユーザー体験 
(UX)のデザインが企業、社会およ
び人に与えるインパクトならびに
影響が増大。



「デザイン」の変化の潮流 (１) 3-1
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デザインの社会的役割の認知 
• 19世紀の産業革命以降、大量生産によって安価で粗悪な製品が世
の中に出回ることに対する反動的な活動として、工業と芸術の統
合を掲げるアーツ・アンド・クラフツ運動がイギリスのウィリア
ム・モリスによって主導された。 

• その影響を受け、第一次世界大戦後のドイツでは、工芸、美術お
よび建築などの総合的な教育を行う学校であるバウハウスが設立
され、デザインの概念が確立されることとなった。 

• 当時のデザインは、プロダクトデザインおよびグラフィックデザ
インなど、造形や視覚的な機能の品質を向上させる取り組みとし
て認識され、現代のデザインに対しても多大な影響を与えてい
る。 

インタラクションのデザインへ 
• 1970年代以降、PCの誕生に伴い、ソフトウェアの開発において
は、ヒューマン・コンピューター・インタラクション (HCI) とい
う、人とコンピューターの接点における相互作用に関する研究分
野が新たに注目されるようになり、デザインの対象はモノを扱う
際の行為やインタラクション (相互作用) へと拡大してきた。 

• 1990年代に入り、PC (パーソナルコンピューター) で情報を扱う
ことがビジネスでも生活でも様々な場面で日常化していくことに
伴い、よりユーザ－側の目線で情報を設計することの重要性が認
識され、人間中心設計 (Human Centered Design) という考え
方が知られるようになってきた。 

• 当初は画面やシステムの設計において、ユーザビリティの向上を
狙いとしたプロセスとして体系化されたHCDであったが、ユー
ザー中心という概念は広く応用可能な考え方であることから、
様々なデザインの現場において取り入れられるようになった。 

“UX” の概念の広まり 
• 1990年代、PCとインターネットが一般家庭にも広まっていっ
た。AmazonやYahooといったサービスの登場によって、インタ
ーネットを介した情報発信や購買活動が可能となり、社会のコン
ピューター依存は高まっていった。 

• これによって、PCやウェブサイトの使い勝手 (ユーザビリティー) 
への要求が高まり、これはその後、2000年代中盤からユーザーの
体験全体 (UX) を設計することの重要性の認識へと発展し、さら
に、モバイル端末の普及によって2010年以降、急速にその重要性
が高まっていった。



「デザイン」の変化の潮流 (２) 3-2
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デザイン組織の必要性 
• 2010年以降、ビジネスにおいては、顧客のUXの品質を向上させ
ることが事業運営において重要であるとの認識が広まりつつあ
り、企業としていかにUXをデザインするかが、競争力を高める
ための課題となってきている。 

• 特に近年では、iPodおよびiPhoneといった世界的なヒット商品
を生み出したアップル社が有名となったこともあり、デザインに
よるイノベーションや、ビジネスの中核にデザインを据えること
によって、それを生み出す経営体質となるための組織開発に注
目が集まっている。 

• これらはつまり、デザインというものが、単なる企業のデザイン
部門の担当する業務ではなく、組織全体として取り組み、活用し
ていくべき資産としての位置付けにシフトしている状況であると
言える。 

• 企業におけるデザインの考え方が重要になることに伴って、企
業に所属するデザイナーには、よりその重要性を認識し、他部
門を巻き込んで事業運営の方針を生み出していくリーダーシップ
が求められるようになってきている。 

デザイン思考の興隆 
• このように、ビジネスにおけるデザインの活用が注目を浴びる
ようになってきた背景としては、IDEO社が体系化し普及に貢献
したデザイン思考の興隆がある。 

• デザイン思考は、ユーザーへの共感を出発点として、現状の製品
やサービスの利用における問題点を明らかにし、クリエイティ
ブの力で問題解決するアプローチであり、様々な場面や状況、
および多様な製品やサービスに応用可能なことから、数多くの
企業や組織がその習得と活用に取り組むようになった。 

• デザイン思考については米国や欧州をはじめ多くの大学で研究
されていたが、独企業SAP社がIDEO社がスタンフォード大学に
デザイン思考教育を行うd.schoolを共同で開設したことが今日の
ビジネス業界への普及へと進む大きな足がかりとなった。

参考文献：Brwon, T. (2009), Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, HarperBusiness. 
(ブラウン, T. (2014), デザイン思考が世界を変える, 千葉敏生訳, 早川書房.)



「デザイン」の変化の潮流 (２)  ― デザイン組織化の事例
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デザインの活用による組織変革 
事業におけるプロダクトからサービスへの変革は多くの企業で始まっており、これに伴う組織の変革も重要なテーマとなっている。

3-2

IBM社 
• IBM社では2012年に５年間でデザイナーを1000人雇用する計画を
発表。デザイナーの採用強化や組織内でのデザイン部門立ち上げ
により製品の売り上げ増加を成功させる。さらに、大規模な組織
向けのデザイン思考を再定義しEnterprise Design Thinkingという
フレームを作成。方法論を組織内に浸透させるため、新人デザイ
ナーやノンデザイナーのエグゼクティブなどを対象に短期間研修
プログラムなどを提供、IBM Design Thinkingの実践に取り組んで
いる。 

Deutsche Telekom社 
• ドイツテレコム社は、1億5600万人のモバイル顧客、2900万の固
定ネットワーク回線、1800万以上のブロードバンド回線を持つ世
界有数のネットワーク業者。同社は、これからの彼ら自身の変革
のために、従来のビジネス思考から脱却しデザイン思考へと移行
するプログラムを遂行することにした。プログラムはサービスデ
ザインの思想を、経営幹部、組織および従業員のそれぞれに向け
て設計され、７つのコンセプトに基づいて実施が遂行されている 
(Service Design Award 2016) 。 

Capital One社 
• 米国金融機関Capital One社は2014年に米国デザインファーム
Adaptive Path社を買収。Adaptive Path社は、2002年に設立され
たUXデザイン/サービスデザインに特化したデザイン・コンサル
ティング・エージェンシー。具体的なデザインプロジェクトに加
えて、UX Week、UX Intensiveといったトレーニングプログラム
を行っていることでも知られていたが、インハウスデザインエー
ジェンシーとなったことでより組織内でデザインを普及させる活
動へとシフトしていった。 

大手企業によるデザインファームのM&A 
• 2004年以降、100以上のデザイン関連企業がマッキンゼー社やア
クセンチュア社といった戦略コンサルティング企業に買収されて
いる。そのうちの60%以上は2015年以降に買収された。

参考文献：Maeda, J. (2019), Design in Tech Report 2019 (beta).



「デザイン」の変化の潮流 (２)   ― デザイン思考へと至る言説の発展
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3-2

ナイジェル・クロス (Nigel Cross)  
• “Designerly ways of knowing” (1982) において、デザイナーの
考え方と意思決定の方法について示した。後のデザイン思考の礎
となっていると言われる。 

ドナルド・ショーン (Donald Schön)  
• “The Reflective Practitioner” (1983) においてデザインプロセ
スについて内省することの重要性を指摘した。 

ピーター・G・ロウ (Peter. G. Rowe)  
• “Design Thinking” (1986) において初めて「デザイン思考」と
いう言葉を示し、建築と都市の設計者がスケッチと試行錯誤を繰
り返しながら最適な解決策へと近づいていく創発的な過程を描き
出した。 

リチャード・ブキャナン (Richard Buchanan)  
• “Wicked Problems in Design Thinking” (1992)  においてデザ
イナーは統合的な職種であり特定の専門性を持たない。ゆえに、
あらゆる学術領域と接続可能性を持つテクノロジー文化における
新たなリベラルアーツであると述べた。 

リズ・サンダーズ (Liz Sanders)  
• “Convivial Toolbox”でデザインリサーチを行いたい人々のため
の方法論と指針を示し、今日、人間中心設計やデザイン思考で用
いられている多くのメソドロジーの基礎を築いた。 

IDEO社 
• David & Tom Kellyのケリー兄弟はIDEO社の指導的立場にあって
多くの著書を残し、その中でも“Creative Confidence”は「創造
性」をクリエイター以外の一般の人々に解放した意義が大きい。
共同創業者のティム・ブラウン (Tim Brown) も“Change by 
Design”をはじめとした数々の書籍によってデザイン思考をノン
デザイナーの利用に拡張することに貢献した。 

• ほかにもIDEO社における人間中心設計のメソドロジー開発に貢
献したジェーン・フルトン・スリ (Jane Fulton Suri) および初期
のラップトップPCをデザインし、先進技術に人間中心設計を適用
したビル・モグリッジ (Bill Moggridge) などIDEO社に在籍した
人材の残した業績は今日のデザイン思考に大きな影響を与えてい
る。
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新たなデザインアプローチ 
• デザイン思考が世の中に広く知れ渡り、多様な場面で活用され
るようになってきた一方で、デザイン思考プロセスのユーザー観
察や共感それ自体は問題解決、問題発見のアプローチであるが
故に、既存事業の改善によるイノベーションには力を発揮するも
のの、全く新規の革新的なイノベーションには不向きである点
や、近視眼的な解決に陥ってしまう限界が指摘されるようになっ
てきた。 

• そのような状況下、デザイン思考とは異なるアプローチとして、
ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティ教授は、著書である
『デザイン・ドリブン・イノベーション』や『突破するデザイ
ン』によって、内省による自分自身の内なる気付きをベースとし
て、新たな意味やビジョンを構築する意味のイノベーションとい
う考え方を提唱した。 

• またフランスでは、アーティストが自分の作品を創造するよう
に、自分の視点や思いを形にするアート的な発想をヒントとし
て、アート思考というプロセスを体系化した 

• 意味のイノベーション (ビジョン型アプローチ) およびアート思
考は、デザイン思考の次に来る新たな考え方として、近年注目を
集めている。 

デザイン教育の必要性 
• これまでのような、デザイン (もしくはアート) の考え方をベー
スとするアプローチをビジネスにおいて生かしていくためには、
外部のノウハウの活用のみならず、組織全体としてデザインに対
する理解を深めるとともに、社内のデザイナーの強化・育成や、
そのためのスキルの開発が必要になってくる。 

• すでにそのような考え方やスキルを持つ人材を採用していくこと
も重要な手段ではあるが、人口減少が加速し、人材の流動性が
それほど高くない日本においては、既存の人材に対していかにデ
ザイン教育を行い、考え方やスキルを普及浸透させていくかが、
多くの企業にとって重要な課題になってくると言える。

「デザイン」の変化の潮流 (３) ― デザインの一般教育化
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CURIO SCHOOL (初等・中等・高等 ／ 日本)  
CURIO SCHOOLは“創造力”を育む「デザイン思考」を 
軸とした体験学習の場を提供しています。 
中高生プログラム (Mono-Coto Innovation：モノコト) では、デザイン思考を活用し、中高生が企業とコラボレーションをして「モノづくり」に取り組み、
競い合う。人々に、社会に新しい「コト」をもたらす本格的な「モノ」づくりを実践するプログラム。 (後援：経済産業省) 

https://curioschool.com/ 

i.club  (高等 ／ 日本)  
私たちは、「若者の地域離れ」と「地域産業の衰退」 を  
解決したいと考えています。  
イノベーション教育プログラムを通じて高校生が発想したアイデアから、地域の事業者と共に商品開発を目指す。プロジェクトに関わっていただく事業者と
のキッカケづくりから、高校生が事業者に直接発表する場のコーディネートなど。地域がイノベーションを起こすキッカケをつくることを目指す。 

http://innovationclub.jp/ 

Design Tech High School (高等 ／ 米国)   
デザインシンキングを取り入れた公立高校 
米国カリフォルニア州にあるオラクル本社内に公立高校が2018年1月に開校。高校１~4年生が入学でき、デザインシンキングの手法を教育に取り入れ、プ
ロジェクト型のチームワークによる実習を行っている。 

https://www.designtechhighschool.org/
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X Design Lab. (日本)  

社会を良くするデザインの学びと研究する楽しさを追求する 
社会人のための「未来の学校体験」を提供 
2017年5月、浅野智氏と山崎和彦氏の二人によって、社会人のための新しいデザインの学校が始動。ユーザー体験、人間中心設計、デザイン思考、サ
ービスデザインなどを基礎にしながら、これにこだわらず、誰でもがデザインを活用する社会に向けてのデザインの学びと研究を推進。 

https://www.xdesign-lab.com/x-1 

グロービス経営大学院 (日本)  

社会にダイナミズムを起こす「創造と変革の志士」を輩出する 
新たなテクノロジーが社会生活の在り方やビジネスモデルを急速に変えていく中で、これからのビジネスリーダーに必須の、テクノロジーを使ってビ
ジネスモデルを構築する力を培う。 

https://mba.globis.ac.jp/ 

産業技術大学大学院 (日本)  

「人にやさしいものづくり」を実践するために必要となる、人間中心設計の概念および基礎知識の修得
と、具体的な手法の修得を目的とする。 
産業技術大学院大学では、これまでもAIIT単位バンク制度やOPIの講座等を活用して、多様な学修機会を提供されてきた。その取り組みをさらに推進
するため、学生を対象とする学位プログラムの他、社会人等学生以外の方を主な対象とした一定のまとまりのある学修プログラムを開設。 

https://aiit.ac.jp/certification program/

「デザイン」の変化の潮流 (３) ― デザインの一般教育化3-3
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５人の有識者はそれぞれ、今回の高度デザイン人材像仮説の要件
を満たしており、かつ、実際に様々な社会領域で成果を残し、能
力を発揮している。しかし、各有識者を高度デザイン人材たらし
める経験は、必ずしも本人が主体的に選択したものだけではな
く、偶発的な要素が含まれていた。このことから高度デザイン人

材を形作る要素はあらかじめ本人が主体的に全体像を予期して獲
得されたものではなかった、と言える。ただし、キャリア上の
ターニングポイントとなるようなシチュエーションにおける、あ
る程度共通する姿勢やマインドセットなど要素は見いだすことが
できた。
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ビジネスで求められるデザインスキルは従来のプロダクトデザイ
ン、グラフィックデザインという領域から拡張・変化している。求め
られるデザインスキルはプロジェクト、業界によって異なり一概に
規定できないため、ここでは現在ビジネスにおいて高い価値を見い
だされ求められているものを例示していく。 
UXデザインとは、人間中心設計の理念に基づく一連のプロセスで
あり、ユーザーリサーチ、企画、施策の構築、評価を繰り返しなが
らユーザー体験を改善、向上させていくアプローチとなる(安藤, 
2016)。現在UXデザインのアプローチはアプリなどのデジタルプロダ
クトにとどまらず、製品開発およびサービス開発の全体にも適用され
ており、今後ますます欠かせないものとなっていくと考えられる。
UXデザインとはこれら全体のプロデューススキルといえる。 
デザインリサーチは、UXデザインのプロセスにも含まれるが、リ
サーチ自体が専門性の高いスキルであり、かつ、リサーチのテーマ
によってはユーザーリサーチには留まらない幅広いテーマを探索対
象とする奥行きを持つ。デザイン・リサーチでは、例えば認知心理
学や社会学調査の基礎的な実験や調査の手法に基づき、デザインプ
ロジェクトにおいて探索的な目的および検証的な目的の双方の役割
を担う。 

また、アプリのUIなどのデジタルプロダクトのデザインはこれから
のプロダクトデザインであるとされ、人間の認知過程とデジタルプロ
ダクトの特性を理解し、それらを効果的に統合して優れたインター
フェースデザインとして構築することが求められる。インターフェー
ス研究の分野であるHCI (Human Computer Interaction) と、視覚
コミュニケーション分野のビジュアルデザインとの統合領域である
とされ、これら両方を兼ね備えたデザインスキルが求められる 
(Merholz, Skinner, 2016)。 
さらに今後はテクノロジーを用いたデザインの適用範囲が拡大して
いく。例えばAIやIoT、そこに蓄積されるビッグデータと連動したデ
ザインにおいては、ユーザー行動への適応的なUIや蓄積されたデー
タのサービスの内部での活用による利用者価値の創造など幅広い応
用が見込まれ、開発の初期段階からのデザイナーの関与が重要とな
る。またVRやAR、VUIなど既存とは異なる考え方でのUI設計が求め
られる分野も発展が期待される。さらにIT分野以外にもバイオ(ゲノ
ム編集、創薬等)やマテリアル(再生素材、ディグレーダブル素材等)
など生活者や市場に大きな変革を起こす可能性のあるテクノロジー
が登場してきている。高度デザイン人材がこれらの発展著しい新興テ
クノロジーに関心と知識を持つことは必須のことと言えるだろう。

これからのデザインスキルとしてはまずUXデザインやそのプロセスであるユーザーリサーチを含むデザインリサーチが挙げられ
る。さらに抽象度、複雑度の高い課題を可視化するビジュアライゼーションの能力も重要である。また今後はデータサイエンスと連
動したデザインや、ITだけでなくバイオ、マテリアルなどさまざまなテクノロジーを活用したデザインが求められる。

参考文献：安藤昌也 (2016), UXデザインの教科書, 丸善出版. 
Merholz, P. and Skinner, K. (2016), Org Design for Design Orgs: Building and Managing In-House Design Teams, O’Reilly Media. 
 (ホルメルツ, P., スキナー, K. (2017), デザイン組織の作り方 デザイン思考を駆動させるインハウスチームの構築&運用ガイド, 安藤貴子訳, ビー・エヌ・エヌ新社.)
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UXデザインやデザイン思考の背景となっている人間中心設計 
(Human Centered Design) のアプローチは、いわゆるデザインスキ
ルではなく、デザインの考え方であり、デザイン哲学であるといえ
る。このデザイン哲学は、デザインの対象やデザインが生み出すもの
についての解釈としてこの数十年でも大きく変化している 
(Krippendorff, 2006)。 
現在でもデザインにおいての課題意識の視点をユーザーではなく内
省的な観点に求める「意味のイノベーション」のアプローチ 
(Verganti, 2017)や、デザインにおけるアブダクション(パースが提唱
した、個別の事象を最も適切に説明し得る仮説を導出する論理的推
論)への着目など、まだまだ完全に社会的合意を得られているわけで
はないが注目をされている考え方も存在している。 
また、いわゆるデザイン思考のアプローチも、HCDアプローチを
基にビジネスへ応用するための手法として理解することが可能とな
る。 
一般的にデザインの概念自体が正しく理解されていないことも多
く、ビジネスにおいてデザインを適用しようとするとき、こういっ

た考え方も含めてデザイナー自身がこのデザイン哲学を対外的に説
明できるようになっていることは強く求められる。 
また、昨今インタラクションデザイン分野では「ダークパターン 
(Dark Pattern)」と呼ばれるような、ユーザーの行動特性を利用して
ユーザーに不利な状況を誘導するユーザーインターフェースなどが
問題となっている (Nodder, 2013など)。また、社会におけるデザイ
ンを考える際には、社会的な役割やその製造や事業においての活動
の継続性まで考慮されているかといった観点も求められるように
なってきている。現在のところこういった行為の規制や、あるべき
姿に対しての行動規範などは存在していないが、デザインにおける倫
理 (倫理的なデザイン：Ethical Design)は今後、デザインの役割がよ
り高まるにつれてより重要となる。

UXデザインやデザイン思考の背景となっているヒューマン・センタード・デザイン (HCD) のアプローチは、デザインの考え方であ
り、デザイン哲学であるといえる。ビジネスにおいてデザインを適用しようとするときには、デザイナー自身がこのデザイン哲学を
対外的に説明できることおよびデザインにおける倫理についての視点が求められる。

参考文献：Verganti, R. (2017), Overcrowded: Designing Meaningful Products in a World Awash with Ideas, The MIT Press. 
(ベルガンティ, R. (2017), 突破するデザイン あふれるビジョンから最高のヒットをつくる, 八重樫文監訳, 日経BP.) 

 Krippendorff, K. (2006), The Semantic Turn; A New Foundation for Design, CRC Press. 
(クリッペンドルフ, K. (2009), 意味論的転回：デザインの新しい基礎理論, 小林昭世、川間哲夫、國澤好衛、小口裕史、蓮池公威、西澤弘行、氏家良樹共訳, エスアイビー・アクセス.) 
Nodder, C. (2013), Evil by Design: Interaction Design to Lead Us into Temptation, Wiley.
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デザインにおいて、HCD (ヒューマン・センタード・デザイン)や
デザイン思考のアプローチはアウトサイドイン (外部に課題を求め
る)と呼ばれ、これに対して「意味のイノベーション」などはデザイ
ンするデザイナー自身の視点や感覚を元に、対象を新しく解釈する
アプローチであり、インサイドアウトと呼ばれる。観察に起点を置
くアウトサイドインのアプローチに比べて、このインサイドアウト
のアプローチは、当事者の観察眼、思考、思想および感受性に依存
するもので、主観的なものとなる。この主観的な視点は「意味のイ
ノベーション」に限らず、観察された事象からの課題の発見およ
び、もちろんソリューションの導出などにおいても欠かせないもの
であり、これからのデザイン人材には必須のものである。 
こういった視点や感性の教育は、従来のいわゆるアート教育と呼
ばれる演習を伴った実践によって教育されてきたものであるが、今日
様々な角度から一つの物事を見る多様な視点の重要性の高まりに伴
い、改めて価値が見直されていると言える。 
また、こういった流れを受けて、アート教育を受けてこなかった
人に対しては、最近ではアートシンキング (アート思考)と呼ばれる
ようなプログラムなども開発されている。一般的にも、無条件に前提

や文脈を受け入れるのではなく、批判的な視点を持って思考するア
プローチでクリティカルシンキングと呼ばれるものがあるが、アー
ト教育はそれを外在化する学びの体験として効果的である。 
また、社会に対して当事者の内在的視点によって対象を表現し、そ
れによって課題を顕在化させ論点化するアプローチとしてイギリスの
RCA (ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)のアンソニー・ダン教授
によって提唱されるスペキュラティブデザイン(Dunne, 2013) や、
カーネギー・メロン大学のテリー・アーウィン教授の提唱する文化
や社会をデザイン主導で変革することを提唱し魅力的なビジョンの
創造から始めるトランジションデザイン (Irwin, 2015) などがある。 
これらは必ずしも高度デザイン人材に求められる能力であるわけで
はないが、社会において今こういったアプローチが注目されている
ことは無視できない。

デザイナー自身の視点や観察眼、思考、思想、感受性に依存する主観的なアプローチはインサイドアウトと呼ばれる。これはいわゆ
るアート教育と呼ばれる演習を伴った実践によって習得できる。近年、これをビジネスに取り入れるプログラムが開発されて注目さ
れている。インサイドアウトの課題感を社会に問い掛けの表現として昇華するスペキュラティブデザインといった分野もある。

参考文献：Dunne, A. and Raby, F. (2013),  Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming, The MIT Press. 
(ダン, A., レイビー, F. (2015), スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。ー未来を思索するためにデザインができること, ビー・エヌ・エヌ新社.) 
I,Terry. (2015), Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research. Design and Culture, Vol.7 No.2, pp. 229-246.
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次に求められる能力として、主体性を発揮してプロジェクトを推進
していくリーダーシップスキルが挙げられる。 
今日、ビジネスやプロジェクトの推進において、デザインの役割が
高まるに従い、そのプロジェクトをデザイナ－が推進することが求
められるようになっている。こういった中で、プロジェクト課題に
対しての主体性を発揮して、プロジェクトのビジョンを提示し、その
ビジョンにいかに人々を巻き込んでいくかという能力は、ビジネス
にデザインを活用していく際には欠かせないものとなっている。この
リーダーシップ能力は欧米ではアントレプレナーシップ 
(Entrepreneurship)とも呼ばれているが、日本においてはアントレプ
レナーシップには「起業」のニュアンスが強いため、リーダーシッ
プと呼称する。 
このリーダーシップでは、まず何よりも本人の主体性が求められ
る。本人が自身の当事者意識を持って課題に取り組まないことには
そこにリーダーシップは生まれない。 
ビジョンの提示自体は、デザイナー特有の能力ではないが、特にデ
ザインプロジェクトはデザイナー主導で進める必要があり、どう
いったゴールを目指すのかについてのデザイナー側からの言及が必

要となる。プロジェクトの種類は、製品・サービスの開発の場合も
あれば、最近では組織改編プロジェクトのケースもあり、いずれにし
てもどういったゴールを目指すのかのビジョン提示が必要となる。
また、このビジョンについて、周囲にビジョンを理解してもらい、
自発的な参加を促し、最終的には周囲を巻き込んでいくファシリ
テーション力も求められる。 

これからのデザインにはプロジェクト課題に対しての主体性を発揮して、プロジェクトのビジョンを提示し、そのビジョンに人々を
巻き込んでいくリーダーシップおよび周囲にビジョンを理解してもらい自発的な参加を促すファシリテーション力が求められる。



高度デザイン人材に求められる学習要件：ビジネススキル4-5
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ユーザー体験がビジネスに直結する今後はデザイン人材が十分にその成果を創出するために、財務諸表の理解など基礎的な知識から
ビジネスモデルやマーケティング戦略まで多岐に渡る  (１) 事業戦略の要点を理解するビジネス知識と観点、 さらに周囲の人材と有
意義な連携を創出するために(２) デザインのアプローチや考え方を周囲に正しく適切に伝える能力などが求められる。

これら幅広い領域において、まず第一に求められる能力としては経
営部門、事業部、政府や自治体といった多様な関係者をリードしコ
ラボレーションするためのビジネススキルであるといえる。従来ま
でのデザイナーにはビジネスへの関与といっても主として製品やサー
ビスの内容についてのものが主であったといえる。しかしながら、
サービス・ドミナント・ロジックの時代となり、ユーザー体験がそ
のままビジネスに直結する現在では、デザイナーの関与は製品・
サービスの開発にとどまらず、事業戦略自体の立案や経営全体の方
針にまで及ぶ。ここでデザイナーに求められる能力としては、まず、
事業戦略の要点を理解する(１) 事業戦略の要点を理解するビジネス
知識と観点が求められる。例えばサービス型の事業においては、オ
ペレーションしながらの改善や市場からのフィードバックを受けて
の迅速な事業の方針転換 (ピボット)などが求められる。これに加え
てユーザー体験のデザインなどがビジネスの成果に直結するこれか
らにおいては、デザイン人材は顧客定義や体験創出に近接する領域
であるマーケティングやブランディングへの理解を深めることも求
められるだろう。なお、全ての高度デザイン人材がこれらビジネス
モデルや事業戦略についての深い知識を有する必要はないかもしれ
ないが、それでもPL（損益）やBS（バランスシート）を読み解ける
程度のリテラシーや、マーケティングなど関連領域の概観的知識を
身につけておくことは最低限求められるだろう。 

また、デザインプロセスやデザインアプローチの内容を非デザイ
ナーに対して理解してもらう役割もデザイナーには求められる。かつ
てデザイン部門以外の事業部や経営層、行政職員にとって、デザイ
ンはブラックボックス化された領域であった。しかしデザインにつ
いての関心が高まっている現在、このビジネスとデザインをつなぐ
役割はデザイン人材が担わなければならない。そのためには人間中
心設計、デザインリサーチの意義、アブダクションアプローチの役割
など (２) デザインのアプローチや考え方について、 それがどういっ
たプロセスなのか、どういった形で遂行することが望ましいのかを
正しく適切に伝えることが求められる。このためには、まず本人が
様々なデザインアプローチおよびもたらそうとしている考え方 (デザ
イン哲学) についてを理解することが必要となり、また同時にそう
いった考え方を持ってプロジェクトを主体的に率いていく能力 (リー
ダーシップ)も必要となる。 



高度デザイン人材に求められる学習要件：補足論点：日本の高度デザイン人材の強みとなる素養4-6

36

内閣府知的財産戦略推進事務局により発行されている「日本語り
抄」では、日本のクリエイティビティーの独自性について次のよう
に触れられている。「世界を魅了する多種多様な日本のモノやコト
の背景には、この国に 脈々と流れるある特徴を持った感性や才能や
方法がある」それはアナロジー、アレンジ、アソシエーションであ
り「その場 その場の状況や文脈にアナロジカルに対応するイマジ
ネーションとクリエイティビティこそが日本人の才能となった」と
されている。これは文脈に適時適応する必要のあるこれからのUXデ
ザインに生かせる観点であろう。 
また「日本人は複雑さを許容する。そもそもわたしたちを取り囲む
世界は、 経済であれ気象であれ生命であれ世間であれ、「複雑系」
に溢れている。複雑系とは、部分と全体が相互に影響しながら、要
素の分析からは 予想のつかない「創発」がおこる系をいう (中略) か
つてアメリカのビッグ3を脅かしたトヨタの『かんばん方式』も、オ
リンピックを湧かせた小さな日本人選手の活躍にも、複雑な動きを
複雑なままにマネージする優れた型の力があったことだろう」「急
速に進んだグローバリゼーションの中で、日本企業もまたこの時代 
環境に翻弄される一員であろうが、考えてみればこれらはすべて日本

が文化に内包してきた特徴であり得手でもある。変化に寄り添い 
(Volatility)、不確実なものと遊び(Uncertainty)、複雑さを暮らし に
生かし(Complexity)、曖昧さを共有してきた(Ambiguity) 」と、現在、
VUCAの時代こそ、日本のクリエイティビティの独自性が必要な時代
と指摘している。 

本文献では結びの章において「日本が世界に打ち出したい文化
は、単なる国家的商品ではない。グローバルスタンダードの 間か
ら、いよいよ日本流を芽吹かせる時期にきている」と提言してい
る。 

現在、欧米型デザイン思考の次のアプローチとして「意味のイノ
ベーション」が提示されているがまさにこれは意味の捉え直し、ア
ナロジーである。もともと欧米発の概念である「デザイン」は、こ
れより先、日本独自の文化・文脈を活用するための機会になってい
くと言えるだろう。

高度デザイン人材が求められるのは日本においても、グローバルな環境においても同様と言える。その中で、日本発のサービスお
よび事業の価値を高めていくためには、日本ならではの観点やオリジナリティーが必要と考えられる。ここでは、日本におけるク
リエイティビティーの独自性について触れるために、「クールジャパン」の考え方を参照したい。

参考文献：内閣府知的財産戦略推進事務局 (2018), 日本語り抄 Guidelines for Narrating Japanese Culture 日本の物語編集のためのガイド







高度デザイン人材の教育要件

１．コンセプト・方針

実践中心の場での学び (Learning by Practice) のデザイン 
高度デザイン人材は「何を知っているか」「何ができるか」だけではなく「何を成そうとするか」といった志向性にこそ有意な特徴があると言
える。そのため、学習カリキュラムではインプットだけでなく、それをどうスループット／アウトプットにつなげるか、といったことを、学び方
のプロセスでは留意してデザインする必要がある。具体的には、座学のみならず、むしろ、多様な他者とコラボレーションしながら現場の課題を
解決する経験を通して、自らの意思に基づいた血肉となる知恵を身に付けることが肝要である。 
実際、世界の高度デザイン人材教育に資するデザイン教育機関のカリキュラムにおいても、課題現場での経験や、現場の人々とのコラボレー
ションを重視したプログラムで構成されているものが高い比率で見られる。大学院で言えば、２年目以降はほぼ全てがインターンの演習などで占
められているようなものも多い。また、実践中心の学びの中でも２、３日の短期間から１年単位の長期間に至るまで、目的・ゴールに応じて複
数のパターンがデザインされている。 

不確実な (Uncertain) 状況における仮説やプロセスの立案と試行錯誤 
高度デザイン人材に求められるのは、オーダーに対して適切に回答やソリューションを示す能力やクリエイティビティーだけでは不足である。
社会や市場が流動的な現在、そもそもオーダーが不明瞭でゴールもどこにあるのか分からない、不確かな状況におけるデザイン活動で自ら仮説を
立て、探索し、成果につなげていくことが必要になってくる。 
このため、高度デザイン人材の育成においても、あえて学習ゴールやアウトプット要件を示さない、学習対象者の自律性によって進めるプロ
ジェクト環境を用意することも必要であると考えられる。
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高度デザイン人材の教育要件

２．環境と場：リアルな課題や成約のある現場でのコラボレーションとプロジェクト実践

課題の発生している現場での体験と学びが重要な理由 
実践を通した学びのためには、どのような人々と、どのような環境で学ぶのかが効果的な学びのために重要である。すでにデザイ
ン教育機関によっては、学生自身にプロジェクトでの学びの環境それ自体をデザインすることを要求するプログラムや環境を用意し
ているところもある (参照. Olin College) 。 

コラボレーション： 
高度デザイン人材が「何を成そうとするか」を考えたときに、その課題や目標が大きければ大きいほど、自分だけでは達成できな

い状況に直面することになる。そのような場合、多様なバックグラウンドを持つプロジェクトメンバーと協働してゴールを目指す必
要がある。特に社会課題の解決には自分の文化や考え方と全く違う人々と会話し、糸口を探ることが避けられない。その意味で、
高度デザイン人材を育成するプログラムには、このような状況を体感し、場合によっては自分と全く違う価値観を持つ人々とコラボ
レーションする環境と場が必須であると考えられる。 

問題発生の現場環境： 
様々な高度な解決手法を知識として持っている人材が、その解決策を常に効果的に使えるとは限らない。ビジネスや社会における

課題の現場には何かしら不確定の要素があり、しかもそれは変化していく。このような環境において成果を出す人材の育成のために
は、そのような不確定性の避けられない環境・場においての体験を通して、様々な対応のパターンを自ら見いだし、アップデートし
ていく必要があると考えられる。
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高度デザイン人材の教育要件

３．教育提供を行う人や組織に求められるもの

高度デザイン人材を育成するためには、教育を受ける側の意欲はもちろん、教育を行う側にも高度デザイン人材的な資質と実践的
な知見が求められる。また、学生に効果的な学びの環境と場、機会を提供するために、企業や社会の課題と学びを結び付けるネッ
トワークも重要である。 

高度デザイン人材の育成を行う「人」に求められるもの 
高度デザイン人材を育成する人は、高度デザイン人材に提供する知見は必要であるが、全てを一人で提供できる必要はない。もっ
と言えば、教える人が「高度デザイン人材」である必要もない。各育成主体の求める人材像を個別に定義し、そのために必要な知見
や経験を提供できる教師が複数人それぞれの得意分野を持ち寄って教育プランを考えればよい。ただし、これから実現したい教育の
成果や育成したい人物像については、教師の間で明確に合意されていることが必須だろう。 

高度デザイン人材の育成を行う「組織」に求められるもの 
高度デザイン人材を育成する人や環境が組織の中にあるとは限らない。むしろ、それらのどれもがない、という場合の方が多いか
もしれない。その場合に「やれることだけやる」のではなく、必要なものやリソースは組織の内外にかかわらず柔軟に用いていく
オープンネスが前提条件として必要だろうと思われる。また、高度デザイン人材はデザインにより組織を変える後押しはできるが、
そもそもの土壌や前提条件をつくることはできない。デザインを活用する意思やビジョンは、経営層から提示されることが必要であ
る。
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高度デザイン人材の教育要件

４．教育と学習の成果をどう評価するか

行動ベースでの評価 
先述のように高度デザイン人材に求められるものは技術・スキルのアセスメント可能な評価ではなく、「何を成そうとしたか」

というその姿勢や取り組みであるため、その意味で、基本的には活動・行動ベースの評価が基本になるであろうと考えられる。 

観点１．失敗も成功に向けた実験・試行として前向きに評価する 
高度デザイン人材として望ましいマインドセット、姿勢をもって主体性を発揮した結果であれば、プロジェクトの成果としては

「失敗」したとしても評価する。もちろん、失敗の要因の中にコミュニケーションの課題やプロジェクト設計の甘さなどがあった場
合には改善を要求し現時点での評価としてはマイナスを付けることも辞さない必要はあるが、それ以上に望ましいチャレンジがあれ
ば総合的にはポジティブに評価するということもあり得るだろう。 

観点２．ステークホルダー／パートナーからの評価も考慮する 
基本的には高度デザイン人材のプロジェクトは１人の作業ではなく、多くの場合はチームワークであり、また、課題解決対象と

なる企業や、プロジェクト遂行のためのパートナーなど多様なステークホルダーが存在する。このことから、自己申告やレポートに
よる評価のみならず、共通化したフォーマットでステークホルダーからの評価も得ることが望ましいと考えられる。
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高度デザイン人材育成のためのカリキュラムの構成例

統合的なプロジェクトとして高度デザイン人材育成プログラムの学習環境を提供する

コンソーシアム型  
スタンフォード大学のME310など 
スタンフォード大学のデザインスクール (d.school) では、

ME310（https://web.stanford.edu/group/me310/

me310_2014/about.html）という国際間デザイン実践プ

ログラムを開催している。 

世界中の学生と企業が参加し、国際間で結成される多国

籍・多分野チームによってプロジェクトが進行される。学

生が機能やユーザビリティー、企業からの要求や社会的意

義についてフルに思考しながら、一年を通じてプロトタイ

プ制作やテストを繰り返し、価値のあるプロダクトやサー

ビスの提案を目指す。

インテンシブプログラム型  
デザインスプリントやCIIDなど 
短期間で集中的に実践的なデザインやコラボレーション経験

を積むためには集中型のワークショップでのプロジェクト遂

行、例えば一定期間連続した構造的ワークショップによって

効果的なコラボレーションと課題解決を行うデザインスプリ

ントの実施なども効果的と考えられる。デザインスプリント

は、実際に企業内教育においてビジネスカルチャーの変革と

マインドセットの教育のために活用され成果を上げた事例も

報告されている。 

類似のインテンシブなプログラムは、例えばデンマークの

CIID (Copenhagen Institute of Interaction Design) や、

Kaospilot（https://www.kaospilot.dk）、もしくは米国

Adaptive Pathによって過去に提供されていたUXweekなどに

見ることができる。
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参考文献：Service Design Network GmbH 機関紙 Touchpoint Vol.9 （2018）Service Design at Scale 
 “ Applying Design Sprints as a Tool to Initiate a Cultural Transformation Journey” 64-65p



高度デザイン人材育成のためのカリキュラムの構成例：ミラノ工科大学の例より
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ピル (Pill) ： 
デザインのツールやアプローチについて、実際のトピックに基づく実験を通してより掘り下げて学ぶ授業。

ジャム（Jam）： 
企業とコラボレーションして行うミニワークショップ。サービスコンセプトの生成にフォーカスする。

ワークショップ（Workshop）： 
企業とコラボレーションして行うデザイン・ラボ。実際の課題に取り組む。ユーザーリサーチやサービスアイデア
の開発、プロトタイピングにフォーカスする。

インターンシップ（Internship）： 
特別修士コースのパートナー企業または参加者から推薦された企業で行う475時間のトレーニング体験。

一般教育プログラムとして目的に応じて学習内容をカテゴライズして運用する

6-2

レクチャー（Lecture）： 
理論的な原則および技法的なこと (メソッド、ツール、プロセスおよびアプローチなど) について学ぶ授業。

参考：ミラノ工科大学の授業・演習形式 
ミラノ工科大学の戦略的デザインコースでは授業の目的、内容、レベルに応じて、下記５パターンでの講義や演習が実施されている。





高度デザイン人材の育成カリキュラム案

学習のゴール  
今日、ユーザーが製品やサービスに求めるものは多様化し
ており、また、それを提供するエコシステムもクラウド
化、仮想化によって複雑になっている。このような状況を
受けて、デザイナーには具体的に設計ができるインター
フェースやプロダクトそのものだけでなく、それを取り巻
く「UX：ユーザー体験」という抽象的かつ非具体的なもの
を、より望ましい形にデザインすることが必要となってい
る。この「ユーザー体験をデザインする」ための手法を実
践的に学び、改善、解決していくことの意義の体感的な理
解を学習ゴールとする。 

ゴール達成のための学びと経験 
• UXデザインが必要となってきた社会的背景の理解  
• UXデザインの概念的理解 (意味論的転回など)  
• UXデザインの方法論 (ユーザー調査／ユーザーモデリン
グ：属性／文脈／価値)  の学習 
• UXデザインのプロジェクト設計のパターンの学習  
• UXデザインのプロジェクト実践 

49

主要リファレンス 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：デザインマネジメント修士「コンテクスチュアル・リサーチ」 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：UXデザイン学士「UXデザイン・スタジオ」 
• デルフト工科大学：ストラテジックプロダクトデザイン修士「コンテクスト＆コンセプト開発」 
• ロイヤル・カレッジ・オブ・アート：サービスデザイン修士「デザイン・リサーチ」「サービスデザインメソッドの実践」
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案

学習のゴール 
社会やビジネスが複雑化する中で、デザイナーには複雑で
抽象的な概念を分かりやすい視覚的要素で表現・伝達する
ことが求められる。これは多様なバックグラウンドのス
テークホルダー間での共通認識を生成してく能力、あるい
は、ビジュアルを用いた場や事業、プロジェクトのファシ
リテーション能力とも言える。学習ゴールとしては、エコ
システムや企業ビジョン、まだ実現されてないサービスモ
デルの体験コンセプトなど、抽象度の高い、しかし重要な
概念について協働的に方針をまとめつつ、プロジェクトに
関与する全員の認識をそろえていくことを実践し、その困
難さや意義について理解することを目指す。

ゴール達成のための学びと経験 
• 協働的な共通認識形成 (ワークショップファシリテー
ション、ワークショップ設計およびビジネスオリガミな
ど)の方法論の理解 
• 抽象的概念のビジュアル化 (コンセプトや価値、エコシ
ステムなど) の手法の学習 
• 実践的プロジェクトでのコンセプト合意のプロセス設計  
• 実践的プロジェクトにおけるコンセプト合意形成や意思
決定のためのビジュアライゼーションの実践
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主要リファレンス 
• ロイヤル・カレッジ・オブ・アート：サービスデザイン修士「体験やサービスの具現化」 
• イリノイ工科大学：デザインメソドロジー修士「ダイアグラム開発」 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：デザインマネジメント修士「アイデア・ビジュアライゼーション」 
• アアルト大学：ビジュアルコミュニケーションデザイン修士「ビジュアルナラティブ・イン・デザイン」
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案

学習のゴール 
現代のデザイナーにはテクノロジーと融合したプロダクト
デザインおよびIoTやAI技術を活用したUXのデザイン能力が
求められる。この背景には、多くのビジネスがテクノロ
ジーを用いてサービス化 (XaaS) していること、もしくは、
デジタルなサービスとモノとしてのプロダクトの集約的連
携を行う「プロダクト・サービス・システム」であること
を前提としていることが影響している。この状況を理解
し、異なる思考プロセスや観点を持つテクノロジーサイド
の人々 (エンジニア) などと協働的にプロジェクトを遂行す
る経験を経てテクノロジーへの心理的、認知的な親和性を
獲得することを目指す。

ゴール達成のための学びと経験 
• 現在および未来にビジネスおよび社会に大きな影響を与
える新たなテクノロジー（AI、ビッグデータ、バイオ、
マテリアルなど）についての理解  
• テクノロジーおよびシステムがどのような仕組みおよび
言語によって動いているかの学習と理解  
• テクノロジーで新たな体験を創造するプロジェクト実践  
• エンジニアとのコラボレーションの実践を経験  
• 多様なインターフェースの設計と改善の実践
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主要リファレンス 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：サービスデザイン修士「ヒューマン・コンピューター・インタラクション」「テクノロジー＆サービス」 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：UXデザイン学士「プログラミングの原則」「インフォメーションデザイン／アーキテクチャー」 
• コペンハーゲン・インスティチュート・オブ・デザイン「センサリー・デザイン」「マシンラーニング」「パフォーマティブデザイン＆ウェアラブルコンピューティング」 
• アアルト大学：ビジュアル・コミュニケーション・デザイン修士「プログラミング」
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案

学習のゴール 
ユーザー体験のデザインを行うことが企業にとっての競争
力やユーザー価値との強い相関を持ち、市場からも求めら
れている現代において、そのための考え方、哲学として人
間中心設計 (Human Centered Design) は欠くことができな
い。さらに、いわゆる「顧客」の体験だけでなく、それを
実現するシステムやインターフェースを用いる従業員など
のステークホルダーのためのデザインも重要性を増してお
り、多様なステークホルダーに対する人間中心設計の視点
が必要となっている。この基本的かつ重要な考え方につい
て理解するとともに、プロジェクト実践を通して、実践す
る上での難しさや課題を体感することを目指す。

ゴール達成のための学びと経験 
• デザインに関する研究や思想の発展過程の学習 
• デザイン思考やアブダクション、サービスデザイン、デ
ザインマネジメントなど関連デザイン領域や原則の理解 
• 人間中心設計の原則や意義の理解  
• 人間中心設計のケーススタディーの学習 
• 人間中心設計の標準プロセス (ISO9241-210)  の理解 
• 人間中心設計の方法論 (ユーザーモデリング手法、定性
調査、ユーザーテストなど) の理解と実践 
• 人間中心設計の実践的プロジェクトへの参加
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主要リファレンス 
• ロイヤル・カレッジ・オブ・アート：サービスデザイン修士「サービスデザイン・ベーシック」 
• ミラノ工科大学：サービスデザイン修士「サービスデザイン」 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：サービスデザイン修士「サービスデザインの原則と実践」「ユーザー中心設計」 
• デルフト工科大学：戦略的プロダクトデザイン修士「デザイン理論とメソドロジー」
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案

学習のゴール 
デザイナーの活動の範囲の拡大に伴って、また、その実現
のために用いるテクノロジーの進化によって、デザイン活
動の成果が与える影響範囲は今後より大きくなっていく。
その際に、デザイナーは企業の論理や権力のためではな
く、社会や人のためにデザインするという倫理観が求めら
れる。また、AIや自動運転などが普及すれば、個人にとっ
ての最適解と集団にとっての最適解が全く異なるような事
態も出現してくる。このようなことをデザインの哲学とし
て考察していくことは、これからのデザイナーに必須の
テーゼであると言える。

ゴール達成のための学びと経験 
• テクノロジーの発展によるデザインの影響範囲の拡大
と、それに伴うデザイナーの責任についての理解 
• デザインの結果が倫理的に問題になる場合のケーススタ
ディーの学習 
• デザイナーの倫理的判断が重要になる局面、またその際
の適切な意思決定についてのディスカッション 
• デザイン活動が影響を受ける社会の規範、組織や市場の
力学についての理解
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主要リファレンス 
• パーソンズ・スクール・オブ・デザイン ：戦略的デザイン＆マネジメント修士「社会的・法的な制約と倫理的コンテキスト」「持続可能なビジネスモデルデザイン」 
• ハーバード大学：デザインエンジニアリング修士「倫理」「政府政策規制／知的財産権と特許」 
• ロイヤル・カレッジ・オブ・アート：サービスデザイン修士「フューチャー・サービス (スペキュラティブ) 」 ほか
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案

学習のゴール 
高度デザイン人材に求められることとして、深い状況の観
察および考察および背景の文脈や課題の把握がある。この
ためにはデザイン対象に対する知識や理解のみならず、デ
ザイン対象の本質を見通すための視点が必要となる。この
ためには伝統的なアート教育の中でも、様々な視点から時
間をかけて対象を観察し何度も繰り返し表現するような、
身体性を伴った学びが有効であると考えられる。

ゴール達成のための学びと経験 
• 今日のデザイン人材にアートの観点が求められる社会的・
ビジネス的背景の理解 
• 制作表現を通して主観や自分の課題意識を明確化する体験 
• 繰り返しの制作表現を通して対象の本質を理解し表現とし
て昇華させる実践 
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主要リファレンス 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：サービスデザイン修士「モデルプロトタイプ」「デザインフューチャー (トレンド、フォアキャスト、直感) 」 
• アールト大学：現代デザイン修士：「クリティカル実践」 
• ミラノ工科大学：ストラテジック・デザイン修士「ハンズ・オン・アクティビティー」 
• ハーバード大学：デザイン・スタディーズ修士「これからの社会課題について」
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案
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主要リファレンス 
• ロイヤル・カレッジ・オブ・アート：サービスデザイン修士「フューチャーサービス (スペキュラティブ) 」「プラットフォームデザイン」 
• パーソンズ・スクール・オブ・デザイン：統合 (Integrated) デザイン 学士「Advocated Research (先行研究) 」 

• パーソンズ・スクール・オブ・デザイン：トランスディシプリナリーデザイン修士「トランスディスシプリナリー セミナー＆ワークショップ」 
• ハーバード大学：デザインスタディーズ修士「これからの社会課題について」

 

示

学習のゴール 
プロフェッショナルなデザイナーとして、高度デザイン人材
はプロジェクトを遂行するだけでなく、成果 (アウトカム)
が社会に与える影響、およびどのような世界観を実現する
べきかの方向性の探索にコミットメントすることが求めら
れる。 
特に抽象度の高い課題に取り組む必要のある状況では、望
ましい成果や影響は何か、そのための道筋は何か、といっ
たことを意識し、実現のために当初仮説を柔軟に軌道修正
するようなことも必要となる。こういったことをプロジェ
クト実践を通して学ぶことを目指す。

ゴール達成のための学びと経験 
• スペキュラティブデザインやトランジションデザインな
ど変化のスピードの速い過渡的な世界におけるデザイン
の取り組みやケーススタディーの理解 

• ビジョナリーとして求められる振る舞いや姿勢の理解 
• デザイナーに求められる期待や成果 (利益や効率化など
ビジネスの成果、社会に求められる成果やインパクト)
を理解する 

• プロジェクト実践における、そもそもの方針からの柔軟
なピボット (方針転換) の検討 
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高度デザイン人材の育成カリキュラム案
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主要リファレンス 
• パーソンズ・スクール・オブ・デザイン：統合 (Integrated) デザイン 学士「クリエイティビティー＆リーダーシップ」 
• ロイヤル・カレッジ・オブ・アート：サービスデザイン修士「デザインアントレプレナーシップ」 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：クリエイティブ・ビジネス・リーダーシップ修士「クリエイティブビジネスリーダーシップの原則」「クリエイティブ ベンチャー インター
ンシップ」
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学習のゴール 
高度デザイン人材には、事業やプロジェクトをリードする
立場としてデザイナー自身が当事者として問題意識を持って
課題の解決に関与していく、起業家的な精神が求められ
る。実際に自分でゼロから社会や企業の課題を解決する体
験を通してこれを理解、体感するとともに、「なぜ自分が
これをやるのか」というデザイナーとしてのアイデンティ
ティーを明確化、再定義し、内発的な動機と課題解決のデ
ザイン実践を接続していくことを目指す。 

ゴール達成のための学びと経験 
• デザイン人材にリーダーシップが必要な社会的・ビジネ
ス的背景や期待についての理解 
• 自身が使命感や主体性を持って取り組むべきと思える社
会的課題や意義の探索 
• 事例の分析や招へい講演を通したリーダーシップを持つ
アントレプレナーやデザインリーダーのマインドセット
の理解 
• プロジェクトを主体的にリードする実践的経験



高度デザイン人材の育成カリキュラム案
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主要リファレンス 
• アアルト大学：現代デザイン修士「協創デザイン (戦略的共同スキル、インタラクション評価) 」「非デザイナーとのコラボレーション」 
• サバンナ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン：デザインマネジメント修士「リモート (遠隔) コラボレーション」 
• イリノイ工科大学：デザインメソドロジー修士「アダプティブ リーダーシップ」
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学習のゴール 
複雑な課題に対応するために、デザイナーは様々なバック
グラウンドのパートナーやステークホルダー (関係者) と一
緒に働く必要がある。そのために必要なのがコラボレー
ションスキルであり、高度デザイン人材は違った価値観や
文化を持つ人々を「つなぐ」役割を受け持つことが期待さ
れる。そのために、お互いに同じビジョンを共有したり、
異なった専門用語を使わずコミュニケーションできるビ
ジュアルツールやワークショップなどを設計することなど
が必要となる。

ゴール達成のための学びと経験 
• なぜ今日のビジネスおよび社会課題の解決においてオープ
ンなコラボレーションおよびそれを円滑に進めるための
ファシリテーションがいかに重要であるかの学習と理解 
• コラボレーションのためのオープンなマインドセットの必
要性についての基本的理解 
• ワークショップデザイン (設計) の概要の学習および理解 
• 様々なテーマや多様なバックグラウンドの参加者がいる状
況でのワークショップファシリテーションの実践 
• ワークショップのケーススタディーやパターンの学習





高度デザイン人材の育成カリキュラム案：ビジネス6-7
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主要リファレンス 
• イリノイ工科大学 ：デザイン修士＆MBA 「競争優位性を導くビジネス分析」 

• カリフォルニア・カレッジ・オブ・アーツ ：デザイン修士&MBA 「ビジネスモデル＆ステークホルダーマネジメント」 
• ミラノ工科大学：戦略的デザイン修士「コーポレート戦略」「戦略的マーケティング」 

• アアルト大学：現代デザイン修士課程「イノベーションマネジメントの戦略的スキル」  
• デルフト工科大学： 戦略的プロダクトデザイン修士「デザインの戦略的価値の理解」

 

学習のゴール 
高度デザイン人材には、事業をリードする立場としてス
ムーズに自身の関与するビジネスの要点や構造、もしくは
社会課題の背景、制約などについて理解することが求めら
れる。また、マーケティングなど顧客の獲得や体験創出に
関わるような、デザインと関係の深い領域についての理解
を深める必要がある。 
これらの理解を元にステークホルダーと視点を合わせて適
切なイシュー(課題) の設定をすることの重要性を理解し、
実践的にプロジェクトの現場で活用することを目指す。

ゴール達成のための学びと経験 
• 貸借対照表（BS) や損益計算書（PL）、キャッシュフ
ロー計算書（CF）などを読み解くビジネスリテラシー 
• 様々な企業のビジネスモデルや組織形態の在り方につい
てのパターンの分析と理解 
• プロジェクト実践およびビジネス文脈において発生し得
る制約のケーススタディーの学習とその対応策について
のディスカッション 
• マーケティングやブランディングなどデザインに関連す
る周辺ビジネス知識の大枠の学習と理解 
• 大企業や中小企業などでの、様々な前提や要件がある状
況でのプロジェクト遂行の実践の体験



高度デザイン人材の育成カリキュラム案
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主要リファレンス 
• アアルト大学 ：現代デザイン修士「プロジェクトマネジメント」 
• デルフト工科大学： 戦略的プロダクトデザイン修士「デザイン・ロード・マッピング」 
• パーソンズ・スクール・オブ・デザイン ：戦略的デザイン＆マネジメント修士「クリエイティブなプロジェクトチームのマネジメント」 
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学習のゴール 
複雑な状況課題を読み解き、プロジェクトチームに対する
要求事項を正しく理解し、かつ、効率的かつ効果的に遂行
するためのアクティビティーの設計を行う手法を学ぶ。ま
た、実践を通してプロジェクト遂行上に発生する変更要求
や状況の変化に対応するプロジェクトマネジメントの考え
方を実践を通して学ぶ。 

ゴール達成のための学びと経験 
• 基本的なプロジェクトマネジメントのプロセスと概念の
学習 
• 様々なデザインプロジェクトのパターンとプロジェクト
設計方法の理解  
• プロジェクトアクティビティーの設計の実践  
• プロジェクト環境の設計の実践 
• 現場においてプロジェクトメンバーと共にデザインプロ
ジェクトを遂行していく実践 







ビジネスの現場での高度デザイン人材像の例
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高度デザイン人材の活用のためには、能力やポテンシャルが十分に発揮できるビジネスの環境が必要となる。
そのためには、高度デザイン人材の育成や採用だけでは足りない。 
マネジメントによる積極的支援や権限の委任などが必要不可欠であり、それがあればこそ高度デザイン人材お
よびデザインの組織的活用のための効果的な活動が可能となる。

 
事業開発領域／事業戦略領域 
デザインの人間中心かつ創造的なアプローチがビジネスの成否にとって重要なファクターであ
るという戦略的意義づけと、その認識の現場への浸透が必要である。同時に各種プロジェクト
を管轄するミドルマネジメント層への理解を促すことも重要である。

マネジメント実務領域／企業戦略領域 
デザインやデザイン人材は企業経営にとっての重要なリソースの一つであり、そのリソースを
有効活用するためには組織的な連携が必要であることがミドル以上のマネジメント層の共通の
認識となっていることが前提として必要である。

事業 ・ 企業ビジョン領域 
経営者自身ないし経営層としてのコミットメントがなければ組織や事業全体のビジョンを実効
性のある形でデザインすることはできない。CDO（Chief Design Officer）による積極的支
援、もしくはCDO自身がビジョンデザイナーであることが望ましい。

参考文献：経済産業省・特許庁 産業競争力とデザインを考える研究会（2018）「デザイン経営宣言」
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