経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課 御中

第４次産業革命におけるデザイン等のクリエイティブの
重要性及び具体的な施策検討に係る調査研究報告書
調査報告書

2017 年 3 月 14 日
株式会社三菱総合研究所
経営コンサルティング事業本部

要旨
（１）はじめに
AI、IoT、ロボットに代表される第４次産業革命の進展や、新興国等における労働力の高
度化により、我が国の経済を牽引してきた「ものづくり力」による競争優位の形成が揺る
がされている。また、高度に均質化した商品・サービスにより物質的な欲求が満たされる
とともに、社会構造も複雑化している中で、ユーザーのニーズが多様化・深層化してきて
いる。
このような事業環境下において、企業では、ユーザーが本質的に求める価値を探り、コ
ンセプトを設計し、最適な商品・サービス化に向けて徹底的に洗練していくといった、他
に代替されない「差異を生み出す」能力（クリエイティブ）の重要性が増大する。実際、
欧米においては、ユーザーの求める価値を的確に捉えた新サービスの出現が、既存の産業
を脅かしており、我が国の企業においても、今後の企業成長のためには、こうしたクリエ
イティブの導入・活用を行っていくことが求められる。
このため、本調査では、第４次産業革命が進行した社会において企業成長を支えていく
ために必要なデザイン・クリエイティブの射程を定めた上で、企業のクリエイティブと成
長性の相関（調査結果 1）、クリエイティブを発揮する人材像と育成のあり方（調査結果 2）、
クリエイティブの発揮に必要な企業体制のあり方（調査結果 3）について、有識者による研
究会での議論やヒアリング、アンケートを通じて検討した。
（２）デザイン・クリエイティブの定義と本調査での射程
「デザイン」や「クリエイティブ」の定義については、時代や場面によって流動的であ
り諸論ある。今回は、デザインは行為であり、クリエイティブは能力であると捉え、以下
の内容を調査の前提とした。
本調査では、一般に説明されるデザインの定義を以下のとおり 3 階層に分類した。


狭義のデザイン：意匠（製品やパッケージの装飾）、ユーザーインターフェースな
ど主に表層的な姿を対象とする。従来から主に（日本語としての）デザインと認知
されている領域である。



広義のデザイン：ユーザー体験（UX＝User eXperience）を含む製品・サービス全体
を対象とする。製品やサービスの提供者側だけでなく、ユーザーまで含めた価値創
造プロセス全体が領域である。



経営のデザイン：製品やサービスの提供を通じた価値創造をするために必要となる
ビジネスモデル、エコシステム、会社組織、マネジメントなどを対象とする。企業
におけるコーポレート業務も対従業員サービスとしてこの階層に含まれる。

今回は企業において個々の製品・サービスを生み出すプロセスとその仕組みに焦点を当
てるために、「狭義のデザイン」と「広義のデザイン」を調査の射程とした。
また、これらを通じて発揮される「製品・サービスの競争優位の創出に必要な差異を生
むのに必要な力」をクリエイティブと定義した。
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なお、この定義類型に基づき、企業に対して、社内における「デザイン」の範囲につい
てアンケート（複数回答可能）を実施したところ、約 8 割の企業が「広義のデザイン」を
社内におけるデザインの範囲と捉えていた。
（３）調査結果 1：企業のクリエイティブと成長性の相関調査
第４次産業革命下では、多くの産業で、差異を生みだす競争優位の源泉が従来の「品質」
「コスト」「納期」といったものから、他とは代替できない「差異を生み出す能力」に変
化すると捉えられている。そこで、その差異化価値を生み出す能力であるクリエイティブ
の導入度合が企業の成長性と相関性を持つか調査をした。
一般的に、「広義のデザイン」の範囲においてクリエイティブを発揮し始めても、ユー
ザーニーズを丁寧に把握し、製品・サービスをアジャイル開発していくことには時間がか
かるため、すぐに業績があがるわけではない。本調査では「現時点でデザインを幅広く認
識している企業は、従前よりデザインを活用することでクリエイティブを発揮して企業活
動を続けてきた」との仮定を置き、分析を行った。
結果として、デザインを「広義のデザイン」と理解している企業は、意匠やユーザーイ
ンターフェースといった「狭義のデザイン」と理解している企業よりも、営業利益の増加
率が高いということが明らかになった。つまり、自社の製品・サービス開発において局所
的な意匠の改善ではなく、ユーザー体験を念頭にその全体についてデザインしている企業
の方が、営業利益が増える傾向が明らかになった。これは「広義のデザイン」を理解して
いる企業は、例えば UX の改善により本質的なユーザーニーズに訴求できるため、価格以外
の競争優位性を作り出すことが出来た結果と思われる。
また、デザインの定義の捉え方について、コアビジネスの領域で比べると、BtoC（個人
向けビジネス）製品／サービス企業と BtoB（法人向けビジネス）製品／サービス企業の間
では大きな差異が無かったが、BtoB（法人向けビジネス）素材／部品／サービス企業は、
「狭義のデザイン」と捉えている企業の割合が高かった。

（４）調査結果 2：クリエイティブの発揮に必要なスキル・人材像の検討
自社の製品・サービスについて、実際に「広義のデザイン」の視点で検討する場合、高
度デザイン人材が必要となる。本調査では、企業に必要な高度デザイン人材像とその人材
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を育成する方法について検討した。
アンケートからは 9 割以上の企業が差異化価値を生み出す源泉としての高度デザイン人
材の必要性を認識しており、この人材に求めるスキルは、ユーザーの持つ潜在的な課題を
発見する能力や、コミュニケーションスキルが多く挙がった。こうした人材は、現状でも
企業内に存在している。「高度デザイン人材」や「クリエイティブ人材」という名称・肩
書きで呼ばれているわけではなく、必ずしもデザイン部門にいるわけでもない。採用時に
おいてどの程度重視しているかについては、約半数の回答企業で特に高度デザイン人材を
意識して採用しておらず、多くの場合において現状では高度デザイン人材は採用後に OJT
を中心に育成されていることが見えてくる。
高度デザイン人材の能力については先天的なものと後天的なものがあるものの、後者の
要素が強く、大学・企業等で意図的に育成できることも明らかとなった。また、クリエイ
ティブは個々の人材に帰属するだけではなく、相互の「関係性」から組織的に発揮される
面もあり、それを発揮するための「場」づくりも必要であるとの発見も得ることができた。
そこで、企業で活躍できる高度デザイン人材やその人材が活躍してクリエイティブを発
揮する「場」をどのように育成・醸成することが出来るのかを調査した。この点について
企業・高等教育機関など有識者へのヒアリングと、実際の企業における育成施策について
アンケートを行い、以下のような方法で人材育成を行うべきことが分かった。
（教育機関での育成：就職するまで）
高度デザイン人材の能力は専門性よりも横断的な基礎力に紐付いており、高校生までの
基礎的な学習が有効である。また、大学生・大学院生では、企業のリアルなニーズのもと
でクリエイティブの重要性を認識する取組みも必要となる。具体的には、芸術系学生・社
会科学系・理工学系など多様な学問領域の学生が、企業や各種団体が行う実際の開発プロ
ジェクト、インターンシップ、製品・サービス開発のワークショップを一緒に行い、実際
の取組みを通じてクリエイティブの重要性を認識することが重要である。こうした取り組
みによって、表面的なスキルセット（手法）を頭で理解するだけでなく、高度デザイン人
材に必要なマインドセットを獲得することが出来ると考える。
高度デザイン人材へのマインドセット（考え方）を獲得した大学生・大学院生が、クリ
エイティブファームや一般企業に就職し、それぞれの立場でプロジェクト活動を通じてク
リエイティブを発揮していく。
（企業内での従業員育成）
高度デザイン人材を育成するためには、従来の座学を中心としたインプット型の教育手
法よりも、ワークショップやプロジェクト、OJT 等を通じたアクティブ・ラーニングによっ
て、クリエイティブの重要性や効果を経験し、習得していくことが必要である。そこに参
加し、クリエイティブの重要性を理解し、さらにその中でも高度デザイン人材に必要なマ
インドセットを獲得できた人材は、その後の仕事への取組みが変化していく。企業として
は、クリエイティブに理解がある人材を増やす、あるいは高度デザイン人材を育成するた
めに、従来型の教育を行うのではなく、成長するための適切な機会（ワークショップやプ
ロジェクト、OJT 等）を多く提供すべきである。
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この育成方法は、新入社員であると育成効果が高いが、自分なりのビジネススタイルが
身についている中堅社員の場合、既に相当のマインドセットが培われており、このような
機会（ワークショップやプロジェクト、OJT 等）を与えても効果的な育成が難しい場合があ
る。そのため、中堅社員については、それまでの固定観念をほぐす（アンラーニング）こ
とで新しい体験を受け入れやすくすることが必要である。
また、高度デザイン人材を活用する企業風土も必要であるが、これらのワークショップ
やプロジェクトを通した育成方法は個人ではなく集団で行うこととなるため、「場」の醸
成にも有効であると考えられる。
（５）調査結果 3：クリエイティブの発揮に必要な企業体制の検討
ここまでの結果を踏まえ、高度デザイン人材を活用するために必要な企業体制について
検討した。
高度デザイン人材の活用を社内に浸透させるためには、CEO がその有効性を十分に理解
して企業体制を整えることが重要である。しかし、従来の事業環境で成功した体験を持つ
経営者などの中には、新たな社内変革への対応が遅れたり、クリエイティブの価値理解が
進まないという事態も考えられる。そのために、自由な裁量権が保証された CCO(Chief
Creative Officer)や CDO(Chief Design Officer)を責任者として登用することが有効である。こ
うした CCO/CDO は、クリエイティブの活用、変化する事業環境に対応した新製品・新サー
ビスの開発を行うとともに、CEO を含む他の経営者に対してクリエイティブの必要性を明
確に認識させる役割を担うことが期待される。
プロジェクトに参加するメンバー体制は、プロジェクトマネージャー、デザイナー、エ
ンジニア等必ず複数の分野を横断して多様性を基準に構成し、メンバーには高度デザイン
人材がいることが望ましい。その他の人間も、クリエイティブ活用の必要性・重要性を明
確に認識しておくことが必要である。また、特に従業員数に限りがある中小企業等では社
内でクリエイティブに理解がある人材を確保するのが難しい場合も多い。この場合、柔軟
にクリエイティブファームなど社外から参加してもらうことも有効である。
そして社内での高度デザイン人材の位置づけも検討すべきである。これまで、高度デザ
イン人材に関しては、評価やキャリアパスなど企業内での人事制度が十分とは言えなかっ
た。しかし、第４次産業革命下では、高度デザイン人材は企業がクリエイティブを発揮す
る源泉となりうるため、人事制度や組織構造を見直し、企業の戦略の中核に高度デザイン
人材を配置することが必要である。
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（６）政策提言
ここまでの調査結果を踏まえ、第４次産業革命下における企業でのクリエイティブの活
用を促進するために、幾つかの必要と考えられる政策について検討した。その一つに表彰
制度がある。企業や自治体等が価値提供プロセス全体をデザインした取組みを表彰するこ
とで、我が国での推進と浸透を計る。また、大企業、中小企業に関わらず製品・サービス
の開発を行う際のクリエイティブの活用向上を目指した企業内の人材育成、そして企業等
へ優れた人材を供給する高等教育機関での人材育成の支援も必要となる。特に中小企業に
向けては、自社の規模を考慮して外部デザイン人材との共同による製品・サービス開発を
推進することで中小企業におけるクリエイティブ活用促進を図ることも必要である。
第４次産業革命下における企業でのクリエイティブの活用についてはまだ緒についたば
かりであり、取り組んだとしてもすぐに成果が出るようなものではない。経済産業省・政
府としても中長期的視座から組織的に取り組むべきであると考えられる。
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1. 調査概要
1.1 調査の背景と目的
グローバル化や第４次産業革命が進展し、生産技術が均質化していく世界において、従来
の労働集約型作業や知識集約型作業は、発展途上国の労働者や AI・ロボットに代替されて
いくことが見込まれる。また、高度に均質化した商品・サービスにより物質的な欲求が満た
されるともに、社会構造も複雑化している中で、商品・サービスのニーズが多様化・深層化
してきている。
そのような社会では、ビジネスにおいて、第４次産業革命を進めていくためのプログラミ
ング能力等のみならず、
多様なユーザーが本質的に求める価値を探り、
コンセプトを設計し、
最適な商品・サービス化に向けて徹底的に洗練していくといった、他に代替されない「差異
を生み出す」能力（クリエイティブ）の重要性が増大すると考えられる。こうした状況を踏
まえ、日本再興戦略改訂版 2016 では、企業経営におけるデザインの活用方法について普
及・啓発を図るためのアクションプランの策定、デザイン人材育成支援・環境整備に関する
施策の具体化を実施することとしている。
そのため、本調査では、第４次産業革命が進行した社会における、デザイン等のクリエイ
ティブの重要性の検証や、上記アクションプラン・人材育成施策の具体化に向けて、研究会
及びそのために必要な調査を実施した。
【参考：日本再興戦略改訂版 2016】
（１）新たに講ずべき具体的施策
我が国には、長い歴史に裏打ちされた、伝統文化・芸能から、マンガ、アニメ、ゲーム
まで、多種多様で、しかも世界に類を見ない文化芸術資源が豊富に存在している。こうし
た資源を最大限に活用することに加え、これまでの文化政策の枠組みや政策手法にとらわ
れない、分野を超えた取組や産学官連携等により一層取り組む。また、文化外交をはじめ
国内外への効果的発信による日本ブランドの向上を図ること等により、文化芸術資源をも
とにした経済波及効果を拡大する。
◆文化に密接に関連する分野への投資による波及効果の発現
② デザインを用いた戦略的な文化の潜在力発揮
製品・サービスの差別化戦略においてデザインの重要性が増しており、文化の潜在力発
揮の観点から、以下の取組を実施する。


多様化するニーズを、顧客目線のデザインにより取り込むなど、企業経営における
デザインの活用方法について普及・啓発を図るべく、先進的な取組を行う企業の情
報発信強化や産学官連携の促進などを含むアクションプランを本年度中に策定す
る。



日本各地の地域に根ざした文化の価値を再認識し、経済価値へと変換するため、企
業・団体等へのデザイナー等の派遣・連携支援やデザイナーによるスタートアップ
支援等を実施する。

高等教育機関（総合大学、芸術大学等）への、デザイン・技術・経営三位一体のカリキュ
ラム導入等の人材育成支援・環境整備に関する施策の具体化を図る。
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1.2 調査フロー
本調査は以下のフローで実施した。ヒアリング、アンケート等の調査事業と 5 回の研究会
を並行して実施することにより、当初仮説の検証を行い、調査結果を導出した。
また、研究報告会を実施し、企業経営者、教育関係者等に対する成果の周知も行った。

図 1-1 調査フロー
1.3 調査実施内容
1.3.1 関係者ヒアリング
調査事業を進めるにあたり
「デザイン・クリエイティブ活用実態に関するヒアリング調査」
及び「人材育成に関する企業ヒアリング調査」を行った。2 つのヒアリング調査の概要を図
1-2 に示す。
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図 1-2 ヒアリング調査概要
1.3.2 アンケート調査
デザイン等クリエイティブの企業経営における活用実態を調査するため企業を対象とし
たアンケート調査を実施した。アンケート調査の概要については表 1-1 に示す。
表 1-1 アンケート調査概要
実施期間

2017/1/17～2017/2/28

実施方法

あらかじめ特定の企業を対象とした上で、WEB 上にてアンケート調査を実施した。

発送対象

2848 社

回収数

102 通（回収率 3.58%）
1.

設問一覧

企業の基本情報
1.1

設立年数、社員数、業種

1.2

企業の経営情報

1.3

所属・役職

2

貴社のコアビジネスの分野

3

貴社での「デザイン」の捉え方

4

貴社の新製品/サービス設計に対する重視度

5

貴社での「デザイン」という言葉の使われ方

6

デザインを活用する上での期待、及び達成状況

7

貴社でのデザイナーが関わるフェーズ

8

新製品/サービス開発プロジェクトの進め方
8.1

新製品/サービス開発プロジェクトにおけるメンバー構成

8.2

リーダーとなる人材の属性

8.3

プロジェクトにおけるリーダーの権限

8.4

プロジェクトにおけるデザイナーの権限

8.5

プロジェクト実施時の顧客の巻き込み方
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9

10

デザインに関する組織体制について
9.1

デザイン専門の組織/チームの有無

9.2

デザイン専門組織/チームの設立年次

9.3

貴社のデザイン専門組織/チームの役割

9.4

社外（デザインファーム等）に依頼する主機能

9.5

デザインの組織/チームの評価の指標

9.6

デザイン活用の意向

9.7

デザイン活用における懸念される課題

9.8

デザインの責任/判断権限を持つ人材の位置づけ

デザイン人材採用・育成
10.1

デザイン人材に対するニーズ

10.2

デザイン人材が持つ能力・スキル

10.3

デザイン人材採用に対する重視度

10.4

採用したデザイン人材の経歴

10.5

デザイン人材育成の取組

10.6

デザイン人材のキャリアパス

1.3.3 研究会
研究会については、「第４次産業革命クリエイティブ研究会」との名称のもとで、5 回の
検討を実施した。研究会においては、常任委員を設置するとともに、各会のテーマに応じた
専門家を委員として招聘して議論を実施した。研究会委員と実施概要を以下に示す。
表 1-2 常任委員一覧表
氏名

所属

鷲田 祐一
澤谷 由里子

一橋大学大学院商学研究科 教授
東京工科大学大学院 アントレプレナー専攻 教授

柴田 尚希

三菱重工業(株)先進デザイングループ長

土屋 尚史

（株）グッドパッチ 代表取締役

西村 真里子
林 千晶

（株）HEART CATCH 代表取締役
（株）ロフトワーク 代表取締役

山中 俊治

東京大学大学院情報学環 東京大学生産技術研究所 教授

表 1-3 全研究会概要及び招聘委員一覧
研究会
第1回

第2回

開催日

検討事項

11/14

クリエイティブ・デザインの定義・分類につ
いて
企業のクリエイティブと成長性の相関につ
いて

12/13

招聘委員

企業経営へのデザイン等のクリエイ
ティビティの導入について
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・無し

・SONY（株） 山内文子委員
・（株）内田洋行 平山信彦委員
・（株）日立製作所 有吉 司委員
・ 三菱日立パワー システムズ（株）
熊野 信太郎委員代理、
田中 徹委員代理

第3回

1/13

第4回

2/6

第5回

2/24

地域・中小企業におけるデザイン等のクリ
エイティブの導入について
高度なクリエイティブ人材の育成に
ついて
報告書について
政策提言について

・日本みらいキャピタル（株）
安嶋 明委員
・（株）浜野製作所
浜野 慶一委員
・IGS（株） 福原 正大委員
・東京大学 堀井 秀之委員
・無し

1.3.4 研究報告会
本調査の総括として、
研究報告会を実施した。
研究報告会は検討結果を広く公表するため、
一般公開で実施した。実施概要を以下に示す。
表 1-4 報告会概要
開催日時

平成 29 年 3 月 9 日（木）13：00～16：00 （12：00 開場）

開催場所

伊藤謝恩ホール
（文京区本郷 7-3-1 東京大学 伊藤国際学術研究センター地下二階）

参加者

当日参加者数 243 名 ニコニコ動画閲覧者数 12,127 名 コメント数 1,094

報告会プログラム

13:00

開会

13:00～13:20 本調査並びに研究会の趣旨説明・成果報告
西垣淳子 氏
経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課）
課長
13:20～14:20 クリエイティビティを担う産業人材育成の取組【有識者講演】
山中俊治 氏
東京大学大学院 情報学環 / 東京大学 生産技術研究所 教授
「Design-Led X 東京大学における価値創造デザインの試み」
白坂成功 氏
慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 准教授
「慶應SDM におけるイノベーティブ思考教育〜狙ってイノベーティブに考えつく人材の育成〜」
14:20～14:30 休憩
14:30～16:00 製造業企業でのクリエイティブに関する取組【業界対談】
柴田尚希 氏
三菱重工業株式会社 先進デザイングループ長
浜野慶一 氏
株式会社浜野製作所 代表取締役 CEO
山内文子 氏
ソニー株式会社 クリエイティブセンター 戦略企画グループ 統括部長
鷲田祐一 氏
一橋大学大学院 商学研究科 教授（モデレーター）
16:00

閉会

5

図 1-3 報告会の様子
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2. デザイン・クリエイティブの定義・対象について
本調査では、デザイン等クリエイティブと企業成長との相関や、高度デザイン人材の育成
方法について検討を行う。そのためには、まずはじめにデザイン・クリエイティブとは何か
を定義することが必要であるため、既存の企業の事例や研究会での議論を通じてその定義、
対象の明確化を行った。
2.1 企業におけるデザイン・クリエイティブの定義・対象の実態
「デザイン」や「クリエイティブ」という言葉は、時代、業界、国、言語、場面によって
様々な意味をなす。そのため「デザイン」や「クリエイティブ」の定義は諸論あり、明確に
定義するのは困難である。また、「デザイン」や「クリエイティブ」を活用する範囲も幅広
く、普遍的な活用範囲を示すことも難しい。
そのため、「デザイン」や「クリエイティブ」の対象は、使用目的などに応じて、適宜定
めることが必要となる。今回は、デザインは行為であり、クリエイティブは能力であると捉
え、デザインを行為の対象の違いにより 3 階層に分類し、第４次産業革命が進行した社会に
おいて企業成長を支えていくために必要なデザインの射程を明確にした。
2.2 本調査におけるデザイン・クリエイティブの定義・対象
本調査では、一般に説明されるデザインの定義を以下のとおり 3 階層に分類した。


狭義のデザイン：意匠（製品やパッケージの装飾）、ユーザーインターフェースな
ど主に表層的な姿を対象とする。従来から主に（日本語としての）デザインと認知
されている領域である。



広義のデザイン：ユーザー体験（UX＝User eXperience）を含む製品・サービス全体
を対象とする。製品やサービスの提供者側だけでなく、ユーザーまで含めた価値創
造プロセス全体が領域である。



経営のデザイン：製品やサービスの提供を通じた価値創造をするために必要となる
ビジネスモデル、エコシステム、会社組織、マネジメントなどを対象とする。企業
におけるコーポレート業務も対従業員サービスとしてこの階層に含まれる。

本調査では、企業において個々の製品・サービスを生み出すプロセスとその仕組みに焦点
を当てるために、「狭義のデザイン」と「広義のデザイン」を調査の射程とした。
また、これらを通じて発揮される「製品・サービスの競争優位の創出に必要な差異を生む
力」をクリエイティブと定義して、各論を進めた。
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※赤枠内が本研究・調査の対象範囲
図 2-1 本調査におけるデザイン・クリエイティブの定義・対象

この定義に基づき、企業に対して、社内における「デザイン」の範囲についてアンケート
を実施した。その結果、約 8 割の企業が「広義のデザイン」を含むと回答し、4 割以上の企
業が
「経営のデザイン」
すなわちビジネスモデル設計やエコシステム設計を含むと回答した。
調査開始前に考えていたよりも高い割合となり、企業の中で急速に「デザイン」の認識範囲
が拡大していることがうかがえる。アンケート結果の詳細は、本書 3.2.1 に記す。
デザイン・クリエイティブの活用についてコアビジネスの類型（BtoC、BtoB）ごとにみ
ると、これまでは BtoC の製造業やサービス業など意匠を含むデザインが差異化要因、競争
優位の源泉のひとつとなっている業種は、程度の差こそあれクリエイティブを活用してきて
いる。具体的には、社外のクリエイターと共に製品やサービスの検討を行い、大規模な企業
においては社内にデザイン部門を設置するなどしてきた。しかし、人も物も繋がってやりと
りする第４次産業革命の時代においては、BtoB 製造業であっても顧客（法人）の中の個人
（ユーザー）
や顧客の先にいる消費者にとって最適な価値提供プロセスをデザインする必要
がある。例えば、工場における業務で操作者が利用するプラント管理・監視システムは、デ
ザインを活用する事で、使いやすくより良いユーザー体験（UX=User eXperience）を提供す
ることができる。特に、グローバルでの競争環境を考えた場合、多くの製造業は海外に製品
ユーザーが存在する一方、ユーザー体験についての検討は、日本国内の設計部門などで簡単
に行われる程度であるとしたら、
クリエイティブを発揮するデザイン活用の余地は大きいと
思われる。また、これはユーザーの使いやすさに留まることではない。最適な価値提供プロ
セスを体験したユーザーや顧客は、当該製品・サービスへのロイヤリティが高まり、リピー
トオーダーや新規案件の引合いの増加へとつながる。またそのような評価は、顧客の同業他
社へも伝わることで、顧客業界内でのプレゼンス向上にも繋がることが期待される。
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3. 調査結果 1：企業のクリエイティブと成長性の相関調査
3.1 評価指標・方法と成長性について
第４次産業革命では、
多くの産業で差異を生む競争優位の源泉が従来のものから変化する
と予想されている。他方、差異を生み出す能力として今後重要性を増すクリエイティブは、
抽象度や自由度が高い能力であり、その実効性を説明することは容易ではない。例えば、短
期的な成果に繋がるのか、他の要因ではなくクリエイティブが不可欠な要素なのか、導入の
費用対効果は高いのかといった指摘について、論理的・定量的な説明が難しいという課題が
ある。
また、逆に、経営者がクリエイティブやデザインに過度な期待を持っている場合もあると
いう意見もあり、ある程度の期待値コントロールが必要であるとの認識となった。
こうした課題に対して、クリエイティブの重要性をできる限り定量的に示すべく、今回、
クリエイティブの導入度合と企業の成長性との相関関係について、評価方法を調査し検討し
た。具体的には、企業へのクリエイティブの導入度合を示す指標のあり方を検討するととも
に、指標と企業の成長度合の相関の分析を実施した。
3.1.1 評価指標・方法に関する初期仮説
まず、
企業において実際に取り組まれているクリエイティブの評価指標及び評価方法を把
握すべく、企業へのヒアリングを行った。各企業における現状の取組みを表 3-1 に示す。い
ずれの企業もその明確な評価指標の策定には苦労していたが、成果だけでなくプロセスも見
ることなどは共通して見られる要素であった。
また、企業におけるクリエイティブと成長性の相関については、殆どの企業では、クリエ
イティブと成長性の相関の有無について、まだ意識できていないというのが現状であった。
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表 3-1 企業ヒアリング結果（評価指標・方法に関する企業の現状）

業種

(1) 大手製造業
（自動車）

(2) 大手製造業
（電気機器）

(3) サービス業

(4) 中小部材・素材製造業

・

SCM（サプライチェーン・マネ
ジメント）の現場ではシリコン
バレー企業との提携を増やした
り、デザインスクールに若手を
送って、帰国後は社内にその手
法を広める役割を持たせてい
る。

・ 数十年前から、デザインを通じて
事業に貢献するクリエイティブ専
門のセンターが組織されている。

・ デザインはサービスの差別化要因の中で
も、特に重要な部分だと認識し取り組んで
いる。
・ 社内にはデザイン戦略室が設置されてお
り、事業部の中でプロジェクトが立ち上が
るとデザイン戦略室からクリエイティブ
ディレクターが主要メンバーとして参画
する仕組みができている。

・ クリエイティブ組織というものが
あるわけではないので、各部署の
評価は通常の人事考課に基づいて
行われている。
・ 上記の活動の中には業績等の KPI
に直結しないものもあるが、CIO
とコミュニケーションを取りなが
ら、理解を得て取り組みを進めて
いる。5 年程度かけて組織を変え
ていくことを目的に様々な活動を
している。

・ 売上は KPI に組み込まないと破綻
する一方で、売上の額を重視する
とデザインの経済価値を誤認され
る恐れがある。
・ デザインした量、デザインにかけ
た時間、案件数などは、KPI とし
て設定しづらい。
・ 企業成長へのクリエイティブの貢
献度を測る指標の一例として DVI
（Design Value Index）という指標
がある（特定のデザイン中心企業
の株式成長率を調査したもの）。
本指標に関連して、デザインを重
要視する会社をフィルタリングし
調査した結果、デザインに投資し
ている企業の株価の価値が高まっ
たという結果がある。
・ クリエイティブ指標については、
指標化して計測するということと
は別に、例えば、企業経営におけ
るクリエイティブの概念につい
て、共通認識を持つためのツール
として活用されるものであるとよ
い。具体的には、クリエイティブ
が企業の事業・採用プロセス・働
き方にも係るということを、指標
を通して示せるとよいのではない
か。

・ 事業に対してデザインがどう寄与したか
・ デザイン部署は無いため、デザイン部
を数字で出そうとしたが、難しかった。よ
署やデザイナーの評価指標は無い。
って今はデザイン戦略室の組織評価は特
・ ただし新製品を生みだす仕掛けの一
に決めていない。経営陣からは、基礎研究
つとして、事業部ごとに新製品比率を
に近い捉えられ方をされている。
目標（KPI）として設置している。経
・ デザイン戦略室のデザイナーの評価は、プ
営陣もこの比率を重視しているため、
ロジェクトのゴールに必要なアクション
事業部門として新用途の開発に注力
をどれだけ達成したかというプロセス評
する環境ができている。
価が主である（例：新しいサービスの Web ・ また経営が常に危機感を持っており、
ページの切り替え速度を速めた、必要な人
新用途や新需要の開発に対するプレ
材を巻き込んでプロジェクトを進めた等）
ッシャーは日ごろから大きい。
・ 新卒で採用したデザイナーに対しては、
「自分の作っているものが、会社の事業の
中で何の数字に影響を与えているのか（事
業にどのようなインパクトを与えること
ができたか）を常に意識して仕事するよう
に」と指導している。
-

（インターネット・ゲーム関連）

（情報関連・オフィス関連）

1) クリ
エイティ
ブの取組
状況

2) 現状
の評価指
標・方法

-

3) その
他

(5) 卸売業
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・ デザインセンターなど特に専門組織
・ 社内にはデザイナー人材が多く、全社
があるわけではないが、経営方針とし
員の 5%を占める。なお、デザイン部
て顧客共創による新製品創出に力を
門として最大規模だったチームは、
入れている。
100%出資の子会社として分社化して
・ 部材・素材製造業であるため、顧客側
いる。
に対してマーケティングを行うこと
・ 当社のデザイナーは担当の仕事以外
は効率が悪いが、顧客から相談があっ
にも、自ら率先して多様な領域に手を
た際には、営業だけでなく技術、製造
出す気風があった。自律的に動くデザ
など多様なメンバーでチームを構成
イナーと他部門（営業・システム）の
して対応する。
社員の間で、シナジーが生まれるよう
・ 新需要を見つけてくる人材を全社的
に適切にマネジメントすることが長
に育成すべく、デザインコンサル企業
年の課題。
に依頼してワークショップを数回行
・ 新事業領域を担う ICT エンジニアの
った（実際にシリコンバレーも数回訪
育成のため設立した次世代ソリュー
問）。
ション開発センターやカスタマーブ
・ 中堅リーダー層を対象にして、デザイ
リーフィングセンターにデザイナー
ン思考を基礎とした「顧客インサイト
も関わることにより、デザイン部門と
の把握」
の研修を 5 年ほど行っている。
エンジニア、もしくは大学研究者や他
この研修は、部門に限らず全社的に行
企業の開発者と交流できる機会を生
っている（管理部門、製造部門、技術
み出す契機となった。
部門の人材も当然研修を受ける）

(6) 大手製造業
（電気機器）
・ 第４次産業革命に代表される社会
変化を機に、経営・事業ポートフォ
リオの見直しが求められた。同時
に、研究開発・デザイン部門も既存
の体制から変わる必要が生じ研究
開発グループを 3 つの部門に分類し
た。
・ デザイン部門は、旧デザイン本部を
主体に、サービス工学の研究部門、
研究関連組織で顧客に近いところ
で協創研究をしていた部門のメン
バーを集結して構成されている。

・ デザイナーの評価指標は、①プロセス
の評価②成果の評価の 2 通りある。①
ではデザイナーが自身へ行うインプ
ット、及び成果貢献へのプロセスを評
価している。②ではプロジェクト貢献
利益を評価している。
・ 企業としてクリエイティブを失えば
ビジネスが成立しえないことを、経営
層は理解している。経営層は悩みつつ
クリエイティブと収益性のバランス
をとっている。

・ 研究開発グループ全体では事業収
益に対する貢献度を KPI としてお
り、各研究所で異なるその他の KPI
を設定している。

-

-

3.1.2 評価指標・方法に関する研究会からのフィードバック
クリエイティブの評価指標・方法について、研究会において議論を実施した。研究会内で
合意した見解や主な意見は以下のとおりである。
(1) クリエイティブ指標の方針
1) クリエイティブ指標の考え方
クリエイティブ指標の考え方については、研究会において以下のような見解が示された。
大前提として、一般的にクリエイティブ導入の評価を行うにあたって、企業内部で、①収
益向上に繋がったのか、②短期的に成果が出せたのか、③他の要因ではなくクリエイティブ
が企業成長や収益に影響したのか、
といった定量的な議論に至ることを懸念する意見が出た。
なぜなら、クリエイティブは必ずしもその取り組みの程度や効果が分析的・定量的に把握で
きるものではないからである。
混沌とした状況下からクリエイティブが生まれている実感を
多くの人が持っているため、理路整然としたクリエイティブ指標を表現しようとすると、実
態にそぐわない。このことに留意する必要があるという見解もあった。
クリエイティブ指標の考え方として、成果ではなく、プロセスを評価することが重要であ
るという認識について、研究会内で概ね合意が得られた。また、短期的な業績から説明する
のが難しいのであれば、
長期的な業績の比較で立証を試みるのも一案であるという意見に一
定の合意が得られた。
また、失敗の数等を良いか悪いかの評価軸で分類されてしまうことが、結果的にクリエイ
ティブの発揮を阻害してしまう場合もあり、
そのようなクリエイティブを発揮できなくさせ
る要素について「ノンクリエイティブ指標」のようなものをつくり、企業環境を自覚する機
会を作ることも有効だという点について概ね合意が得られた。
なお、従来からクリエイティブを発揮してきた業種 （例：BtoC 製造業やサービス業）の
みを対象とするのではなく、今後は、従来クリエイティブを発揮してこなかった業種（例：
素材メーカーや電力など社会インフラを担う企業）
にとってもクリエイティブの重要性を訴
求することを前提として、指標を検討することも重要との意見もあった。日本ではクリエイ
ティブに対して先進的に取組む企業は、まだ限られていることから、クリエイティブに対し
て先進的な企業の取組みを評価する指標のみならず、これまで取り組んでこなかった業種の
企業が、取組みを始めたこと自体を評価できる指標とすべきとの意見については、概ね合意
が得られた。
評価者について、自社内でクリエイティブを測定することが難しいならば、外部パートナ
ーや競合、
顧客側から評価してもらうのがよいのではないかという意見、
絶対評価ではなく、
成長したことを評価するのがよいのではないかという意見があった。
2) 指標の活用方法
今後の指標の活用方法については、
クリエイティブを発揮して企業活動するトップランナ
ーを発掘するため、クリエイティブ企業の表彰制度を設置することや、本指標に適合する人
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材（本調査では「高度デザイン人材」と名付ける）が一定程度在籍する企業に対して認証制
度を設置すること等が、具体的なアイディアとして挙げられた。認証制度については、ISO
等の国際標準化を図る方策や民間の認証機関による制度設計が想定された。
いずれにしても、
企業が自信の企業活動において先に想定したような評価軸、
観点からクリエイティブをどの
程度発揮しているか確認し、自社の強みや弱みを認識することは重要である。
(2) クリエイティブ指標詳細
クリエイティブ指標の検討にあたって、
研究会で得られた主な意見は以下のとおりである。
表 3-2 評価指標の議論結果

評価指標
人材に関して
組織に関して

プロセスに関して

(1)研究会で出た意見
・「共感力、傾聴力、好奇心」があ
ること。
・会社として、クリエイティブの重
要性を認識していること（デザイ
ンの定義をどこまで広く捉えてい
るか）。
・経営陣の中に CCO（Chief Creative
Officer＝ビジネス全体の設計力を
持ち、経営陣と研究開発、デザイ
ナーの 3 つをつなげる役割）もし
くは CCO に準じた担当役員がいる
こと。
・デザイン組織が、社長または社長
に準ずる役員の直轄の部署である
こと。
・クリエイティブ性を発揮する人材
は、企業にとって前例にないこと
や突拍子のないことをすることが
ある。これを容認するような寛容
な組織体、余裕・余白のある企業
風土があること。
・デザイナーの社内キャリアプラン
ができていること（例：営業への
ローテーション）。
・プロダクト/サービスの構築プロセ
スに方針決定責任者が参加してい
ること（ミーティングのみ、顧客
ヒアリングに参加しているか等）。
・プロダクト/サービスの構築プロセ
スに、顧客を巻き込んでいること
（顧客との共創の度合い）。
・どの程度ユーザーを観察したか、
課題をどの程度発見して解決に至
ったか。
・試行錯誤した課題数（例 ：失敗し
た数を評価するシステムになって
いるか）。
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(2)その他想定される指標項目
・コンピテンシー調査など
・イノベーション制度／プロセス：
クリエイティブを活用するため
に、社内でイノベーション制度／
プロセスが整備されている。評価
項目としては、オープンイノベー
ション（ハッカソン等開発イベン
ト）主催、ユーザー起点／ユーザ
ー中心（Agile/Dev-Ops）プロジェ
クト実施など。

・顧客とのリレーションを構築・強
化する。評価項目としては、顧客
向けイベント開催、顧客フォロー
体制、顧客コミュニティへの参画
など。
・ビジネスパートナー等との関係性
における評価項目としては、ビジ
ネスパートナー向けイベント、ビ
ジネスパートナーとの対話体制、
社外のイノベーションプロジェク
トへの参加など。

3.2 企業のクリエイティブと成長性の相関調査
3.2.1 本調査における企業のクリエイティブと成長性に関する評価指標・方法
ヒアリング企業、研究会からのフィードバックを受けた結果、クリエイティブの導入を評
価していくためのクリエイティブ指標のあり方について様々な示唆を得た。
他方、成長性との相関関係という点では、クリエイティブの導入や評価のあり方が多岐に
わたるため、一義的な比較評価が困難であることがわかった。このため、指標の中でも最も
根源的で全ての企業に等しく適用出来ると考えられる、「会社として、クリエイティブの重
要性を認識していること（デザインの定義をどこまで広く捉えているか）」という指標と成
長性の相関を見ることとした。
また、企業がユーザー理解を深めてユーザーに対してより適切な製品・サービスを開発す
るプロセスは、ユーザーの十分な観察や共創のもと、試行錯誤しながら新しい製品・サービ
スをアジャイルに開発していくなど、徐々に業績に繋がっていくため、個別のクリエイティ
ブ発揮と成長性の相関を評価するには時間を要する。すなわち、「広義のデザイン」を活用
し始めても、すぐに企業の成長性に影響が出るわけではないため、現状を指標を用いて両者
の相関を定量的に表す事は困難であり、複数年での経年変化をみる必要がある。
3.2.2 アンケート調査結果
今回クリエイティブと成長性の相関をみるにあたっては「現時点でデザインを幅広く認
識している企業は、従前よりクリエイティブを発揮して企業活動を続けてきた」と捉えてい
る。また成長性については、売上拡大よりも１つの製品・サービスの価値が増加するとして
「営業利益率の向上」を評価指標として捉えた。さらに過去からの経年変化を評価する必要
があるため、直近 5 年の平均営業利益増加率を成長性の指標とした。
アンケート結果において、企業におけるクリエイティブの発揮と関連が深いと思われる
「企業内のデザインの定義」を中心に分析を行った。デザインの定義は、2.2 で示した以下
の 3 種類に分け、選んでもらうこととした。


狭義のデザイン：意匠（製品やパッケージの装飾）、ユーザーインターフェースな
ど主に表層的な姿を対象とする。従来から主に（日本語としての）デザインと認知
されている領域である。



広義のデザイン：ユーザー体験（UX＝User eXperience）を含む製品・サービス全体
を対象とする。製品やサービスの提供者側だけでなく、ユーザーまで含めた価値創
造プロセス全体が領域である。



経営のデザイン：製品やサービスの提供を通じた価値創造をするために必要となる
ビジネスモデル、エコシステム、会社組織、マネジメントなどを対象とする。企業
におけるコーポレート業務も対従業員サービスとしてこの階層に含まれる。
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上記の定義に基づいた結果、約 8 割の企業において、デザインの定義を製品/サービスの
全体設計まで含んでいることが分かった。また、デザインの定義の幅広さをコアビジネスの
領域で比べると、BtoB（法人向けビジネス）素材／部品／サービス企業は、「狭義のデザ
イン」と捉えている企業の割合が高かった。

0%

20%

40%

【デザインの
定義：経営】
（N=45）

21.6

45.1

ＢｔｏＢ（法人向け
ビジネス）素材／
部品／サービス

60%

【デザインの
定義：広義】
（N=34）

31.6

26.3

80%
【デザインの
定義：狭義】
（N=21）

42.1

33.3
(N=102)

ＢｔｏＢ（法人向け
ビジネス）
製品／サービス

18.2

30.9

50.9

【デザインの定義①（以降、「デザインの定義：狭義」）】意匠（製
品やパッケージの装飾）、ユーザーインターフェースの設計
【デザインの定義②（以降、「デザインの定義：広義」）】定義①
に加え、ユーザー体験の設計、製品／サービスの全体設計ま
で含む

ＢｔｏＣ（個人向け
ビジネス）
製品／サービス

22.7

45.5

31.8

【デザインの定義③（以降、「デザインの定義：経営」）】定義
①、②に加え、ビジネスモデルやエコシステムの設計まで含む

その他（上記に
該当しない）

16.7

図 3-1 企業内のデザインの定義
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33.3

50.0

100%

「会社内での「デザイン」という言葉の使われ方」については 5 割以上の企業で、製品
の外観のみならず、コンセプトや機能・仕様の設計、得られる体験/価値（UX)についても
「デザイン」という言葉を使用していることが分かった。
一方、サプライチェーンの構築や製造工程の設計などには、あまり「デザイン」という
言葉を使用していないことも明らかになった。
(N=102)

0.0

20.0

40.0

60.0

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

65.7

63.7

製品コンセプトの設計

61.8

製品／サービスの機能・仕様の設計

53.9

Ｗｅｂサイト等のデジタル顧客接点の設計
製品／サービスを使った時に得られる体験／
価値（ＵＸ：Ｕｓｅｒ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）の設計

51.0

46.1

広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等）

46.1

販促物の制作（プレゼン資料含む）

31.4

個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計

26.5

（中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計
地域や社会の課題が持つ複雑な
課題を解決するための設計

26.5
25.5

個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計

19.6

組織設計・人事制度設計

19.6

研究部門における技術開発ロードマップの策定

18.6

製造工程の設計（生産技術）

18.6

社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等）

15.7

調達から販売までのサプライチェーンの構築

その他

80.0
66.7

製品やパッケージの外観に関する色・形の設計

0.0

図 3-2 会社内での「デザイン」という言葉の使われ方
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「新製品/サービス設計において重視する項目」については、一般的に「顧客にとっての
使いやすい製品/サービス提供」に加え、「ある機能が高品質化・高性能化された製品/サー
ビス提供」が多かった。
0.0
低価格での製品／サービス提供

5.0

2.4 2.7

多機能な製品／サービス提供 0.0

2.0

耐久性がある製品／サービス提供 0.0 3.4

5.8

4.1

25.0

30.0

20.1

5.8

2.7

6.1
13.3

0.7
1.0 3.4
2.4

20.0

10.9
7.1

3.7

顧客にとっての使いやすい製品／サービス提供

新製品／サービスと全顧客接点との一貫性

15.0

8.8

ある機能が高品質化・高性能化された製品／サービス提供

新製品／サービスの外観の良さ

10.0

7.5

4.4

25.2

5.1
5.8

5.1

13.3
１位

新製品／サービスに関するステークホルダー全体の設計（エコシ
ステム）

4.1

3.1

3.4

10.5

その他 1.7 0.7 3.1

0.7

図 3-3 新製品/サービス設計において重視する項目（上位 1 位～3 位合算）
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２位
３位

また、「デザイン活用に対する期待事項」と「期待事項の達成度合」について図表に示
した。期待が大きく、その期待が一定程度達成されている項目としては、「企業・ブランド
イメージの向上」や「他社と差別化されたサービス/製品の開発」などが挙げられる。

期待 ＜ 達成
企業・ブランドイメージの向上

顧客満足度の向上

期
待
事
項
の
達
成
度
合

3

他社と差別化されたサービ
ス／製品の開発

新規市場／顧客の開拓

何か新しい製品・事業が生
まれてくる雰囲気の醸成

企業全体の売上げの向上

新サービス／製品の創出
数増加
従業員満足度の向上

優秀な人材の採用しやすさ

膠着した組織風土の改革

新事業の立ち上げ数増加

新サービス／製品の開発
サイクルの短縮

期待 ＞ 達成

2
2

3
4
デザイン活用に対する期待度合

図 3-4 「デザイン活用に対する期待」と「期待事項の達成度合」
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5

ここで、企業のクリエイティブと成長性の相関という観点からは、「直近 5 年の平均営
業利益増加率」と「企業内におけるデザインの定義」にゆるやかな関係が見られた。デザイ
ンの定義が広くなればなるほど、営業利益増加率は高くなる傾向にあった。
なお、各デザインの定義の直近 5 年の平均営業利益増加率の平均値は、デザインの定義
①狭義：4.2% デザインの定義②広義：4.5％ デザインの定義③経営：4.7％と、デザイン
の定義が広くなるほど、直近 5 年の平均営業利益率増加率の平均値は高くなっていった。
一方、「直近 5 年間の平均売上高増加率」と「企業内におけるデザインの定義」には、
そこまでの傾向は見られなかった。
直
近
５
年
の
平
均
営
業
利
益
増
加
率
（
％
）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

36.6
６％以上
（N=33）

41.9
25.0
53.7

０％～６％
（N=47）

41.9
60.0
9.8

０％以下
（N=12）

【デザインの定義：経営】
（N=41）
【デザインの定義：広義】
（N=31）
【デザインの定義：狭義】
（N=20）

16.1
15.0

図 3-5 経営状況とデザインの定義
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営業利益への寄与度が高いと思われる「他社と差別化されたサービス/製品の開発につい
て、デザインの定義が広い企業の方が、達成度合いが高いという傾向が見られた。

0%

20%

40%

弱

【デザインの定義：経営】
（N=39）

12.5

【デザインの定義：広義】
3.2
（N=31）

【デザインの定義：狭義】
（N=21）

←

80%

中間

20.0

強

15.0

32.3

14.3

100%

→

27.5

25.8

14.3

60%

25.0

22.6

16.1

47.6

14.3

9.5

図 3-6 「他社と差別化されたサービス/製品の開発の達成度」とデザインの定義

加えて、営業利益への寄与度が高いと思われる「新事業の立ち上げ数増加」について、
デザインの定義を広く捉えている企業の方が、達成度合いが高いという傾向も見られた。

0%

20%

弱

【デザインの定義：経営】
（N=39）

25.0

【デザインの定義：広義】
（N=31）

23.3

【デザインの定義：狭義】
（N=21）

40%

←

60%

中間

32.5

80%

→

100%

強

30.0

5.0
7.5

30.0

6.7

40.0

0.0

38.1

33.3

23.8

図 3-7 「新事業の立上げ数増加」とデザインの定義
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0.0
4.8

サービス/製品開発や顧客満足度への寄与度が高いと思われる、新製品/サービス設計におい
て、デザインの定義を広く捉えている企業の方が「新製品/サービスと全顧客接点との一貫
性」や「顧客にとっての使いやすい製品/サービス提供」を重要視する傾向が強かった。
一方、デザインの定義を狭く捉えている企業の方が「低価格での製品/サービス提供」を
重要視する傾向が強かった。
0.0
20.0 40.0 60.0 80.0
新新
製製
品品
72.1
／／
サ サ 顧客にとっての使いやすい製品／
87.9
ーー
サービス提供
ビビ
63.6
スス
設設
計計
にに
46.5
おお
新製品／サービスと全顧客接点と
いい
42.4
てて
の一貫性
重重
22.7
視視
すす
るる
項項
25.6
目目
低価格での製品／サービス提供
27.3
54.5

100.0

【デザインの定義：経営】
(N=43)

【デザインの定義：広義】
(N=33)
【デザインの定義：狭義】
(N=22)

図 3-8 新製品/サービス設計において重視する項目とデザインの定義
3.2.3 結果の考察
デザインをどの範囲で認識しているかについて、8 割近くの企業が「経営/広義のデザイ
ン」であると回答したが、必ずしも現時点で「経営/広義のデザイン」を活用した取組みを
しているという訳ではなく、
これからデザインでクリエイティブを発揮する取組みを始めよ
うとしている企業も含まれていると考えられる。しかしながら、既に取り組んでいるか否か
いずれであったとしても、第４次産業革命の入口に立った多くの企業は、デザイン等クリエ
イティブが幅広い領域で活用出来ると認識していることが明らかになった。
その上で、クリエイティブの活用と成長性の関係について、「デザイン」を意匠やユーザ
ーインターフェースといった「狭義のデザイン」と理解している企業は、「経営/広義のデ
ザイン」と理解している企業よりも、利益の増加率が低い傾向にあった。つまり、自社の製
品・サービスを UX など価値創造の視点でデザインしている企業の方が、営業利益が増える
傾向にある。これは、「狭義のデザイン」企業では競争優位の源泉が QCD（特に価格）と
なり利益を向上しづらい構造になっている一方、「経営/広義のデザイン」企業は、UX やタ
ッチポイントの改善により本質的なユーザーニーズにしっかり訴求できるため価格以外の
競争優位の源泉を作り出すことが出来たためではないかと思われる。これらを踏まえると、
企業の中でどの範囲でデザインを把握しているかといった項目を企業がクリエイティブを
発揮するための評価指標の項目として用いることで、その企業の成長性を計ることが可能と
20

も考えられる。
また、企業は利益率向上のために、自社の製品・サービスを「経営/広義のデザイン」の
視点で再定義し直すべきであるといえよう。
今後は、同様なアンケート内容で、より幅広い企業から回答を得て、本調査の結論との差
異について明らかにすべきである。
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4. 調査結果 2：クリエイティブの発揮に必要なスキル・人材像の検討
4.1 問題意識・初期仮説
ここでは、クリエイティブの発揮に必要なスキル・人材像とそのような人材の育成方法に
ついて調査・検討を行った。人材像およびその育成方法については、以下のような問題意識・
初期仮説を有していた。
問題意識としては、第一に、実業を担う経営者や実践的人材を輩出すべき大学関係者から
見て、「クリエイティブ」や「高度デザイン人材」がどのような実像なのかという「要件」
の具体化が求められるのではないかと考え（仮説）、その「要件」を明らかにしようとした。
次に、それぞれに「高度デザイン人材とはこういうもの」という要件があったとして、それ
を育成し・活用するための現実的な「運用」の課題を見定めることを試みた。一方、それら
要件や運用方法は多様であることが調査当初から想定されたため、具体的な初期仮説は設定
せずに、調査を行うこととした。
このような調査設計により、課題探索的にヒアリング調査を行った。つまり、高度デザイ
ン人材という、問うべき対象そのものを定義しながら、その育成方法について検証を進める
という設計になっており、あたかも、動く標的をこちらも動きながら捉えるような検討過程
となった。こうした調査設計を補うため、福原招聘委員によるコンピテンシー調査や、各企
業に対して行ったアンケート調査をもうひとつの材料としながら検討を進めた。
4.2 企業における高度デザイン人材の活用実態
4.2.1 ヒアリング調査結果
企業ヒアリングにおいては、高度デザイン人材像を検討するにあたって、まずクリエイテ
ィブとは何かという定義からヒアリングを開始したが、「クリエイティブとは何か」という
問いであるとか、「差異を生み出す能力」であるといった定義から議論しようとすることは
あまり有益ではないことがわかった。
このような問いからヒアリングを開始した場合、クリエイティブは「生まれつきの個性」
（創業大手企業（BPO サービス/人事・総務系 BPO サービス））のような見解がやはり大勢
を占めた。「教えてどうこうではなく、センスの問題」（大手製造業（自動車製造・販売））
「自社養成は無理で専門家を雇い入れる必要」（大手クリエイティブデザイン専業企業）と
いった割り切った意見も多く、
「クリエイティブは訓練によって伸張させることができるも
のだ」という見解を、最初から呈した者はいなかった。
これらの意見は「クリエイティブ」という言葉から連想されるイメージの反映と考えられ
る。しかし、ヒアリングの中では、「デザインという言葉の意味そのものさえも変わりつつ
ある今、（クリエイティブというような）カタカナ言葉そのものを概念として理解を強いる
よりは、当社にとっての具体的意味を考えて、言葉よりは意味を社員に説明している」（同
族系中小企業（精密機械））という経営者の意見も見られた。この経営者の姿勢には、「ク
リエイティブ」を言葉の定義上では狭く捉えているが、実践的な意味としては広く捉えてい
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ることが窺える。アンケート調査においても、デザイン・クリエイティブの定義を比較的広
く捉えている企業が多く、その範囲が広がっていることを示唆していると考えられる。従っ
て、本調査において、当初は便宜上「クリエイティブ人材」として表現した人材像も、「高
度デザイン人材」と表現することで経営者をはじめ企業での認識の齟齬が無いようにした。
いずれにせよ、デザインの定義の部分で議論したように、クリエイティブという言葉から
一般的に想起される人材は、
必ずしも本調査において想定している人材とは一致しないと考
えられる。そこで、育成不可能という結論を回避するためにも、用語を定義し、定義に沿っ
て議論するのではなく、各企業・機関の人材活用・育成実態を把握した上で、どのあたりの
人材が本調査の意図する高度デザイン人材なのか、
その人材をどう育成しているのかという
解釈を行いながら、調査を実施した。
(1) クリエイティブの定義
上述のようにクリエイティブの要件定義を実務者である経営者と考えていくことは本調
査の趣旨と異なるために、いったん「2.」で定めた本調査における定義を前提とし、実際の
業務実践過程において差異を生み出すために求められるものは何かという点について、各ヒ
アリング対象者の見解を伺った。すると、例えば、次のような発言が示された。
「『今はないけれど何かあった方がいい』『みなが当たり前だと思っていることについ
て、将来もこのままでいいのだろうか』と思いつくことが重要である」（創業大手企業
（BPO サービス/人事・総務系 BPO サービス））
「〈これはこういうもの、というような『その分野に定着している常識』を疑うこと〉、
そして〈たいそうなことではなく日常にヒントがあること〉」（大手製造業（自動車））
また、単なる用語の定義について問う場面とは異なり、企業として成長を続けるための実
践という視座に置き換えると、途端に具体的な要素が示された。
ただ、これらとは別に次のような見解も出された。
「クリエイティブになることで失うものもある。
具体的に言うとリスク管理は確実に甘
くなる。」（創業大手企業（BPO サービス/人事・総務系 BPO サービス））
「『消費者が求めていようがいまいが、本人がこうありたい、と思うもの』がクリエイ
ティブ。だから『ビジネス的には失敗しているクリエイティブ』というものが本来はい
っぱいある。この議論で結果成功したものだけを持ちあげるのはおかしい。」（同族系
中小企業（生花販売、フラワーアレンジメント））
このように、事業の成否に対する最終責任者である経営者としては、＜用語の定義ではな
く、実践過程の視点＞から、「クリエイティブとは何か」ということを明確に意識している
ことがわかる。
もう少し詳しくそれぞれの問題意識を示すと「常識を疑い本質を考え続ける実践」として
クリエイティブを捉える、という見解があった。具体的にヒアリングで出された例を挙げる
と、「部材や巻き方がどうこうと詳細の議論をする前に、なぜこの部品は丸いのか」（大手
製造業（自動車））など「一見すると変なことを発見する力」であり、「本質」を考える実
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務実践としては皆が意識している。
(2) 高度デザイン人材像
今回のヒアリング調査では、すべての対象者において、それぞれの意味する「クリエイテ
ィブ」への考え、定義が異なっていた。それゆえ、「クリエイティブ人材像」をあえて定義
すると、「「(1)クリエイティブの定義」で述べた能力を有し、発揮できる人」と記載でき
ることとなる。
ただ、クリエイティブを人材にのみ求めるのではなく、そうした人材間の関係性や、関係
性を作り出す「機会」（＝場）のようなもの中心として捉えるべきとの見解も複数提示され
た。この視点はいわゆる（個としての）「人材」から、検討の照準を意図的にはずすことで
より実践的な知見が得られることを示唆するものであり、本調査における予期せぬ発見と考
えられる。
(3) 高度デザイン人材のコンピテンシー調査報告
こうした議論を検証し、また方向付けるためには、第 4 回の研究会での、福原招聘委員
（Institution for a Global Society（IGS）株式会社 CEO）によるコンピテンシー・気質調査の
紹介が有意であった。
コンピテンシー・気質調査においては、IGS が開発したグローバル人材能力を計測するア
プリ（GROW）を利用し、360 度評価分析によりコンピテンシー、潜在的連合テストにより
気質を分析した。
コンピテンシーとは社会で成功している人の「行動特性」を分析し、実際の成果を生み出
すために必要な要素を明確化したもので、企業の人事評価や面接の評価軸として利用されて
いる。（類似の概念として「スキル」はプログラミングや語学など比較的開発が容易でかつ
体系的に学びやすいもの、
「気質」は遺伝による性格など変えていくことが難しいもの、
「コ
ンピテンシー」は課題設定力や外向性など育成が可能な行動特性を指す。）
デザインシンキングのプロセスの効用性を高める上で、
個人のコンピテンシーの高さが重
要であると IDEO で確認されていることから、
「クリエイティブ関連部署に所属する人材は、
特定のコンピテンシーが高い」という仮説のもと、デザイン部・クリエイティブ室等に所属
する人材（以下、「クリエイティブ人材」）、それ以外の主に製造・開発等の部署に所属す
る人材（以下、「ノンクリエイティブ人材」）を対象に、他人からの評価による 12 項目の
コンピテンシー分析を行った。
その結果、「課題設定」「創造性」「疑う力」「ヴィジョン」「表現力」「外向性」「柔
軟性」「寛容」「影響力の行使」の 8 項目について、平均値と中央値の両方でクリエイティ
ブ人材がノンクリエイティブ人材を上回った。（平均値では 11 項目）
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図 4-1 コンピテンシースコア箱ひげ図
出所）福原招聘委員プレゼンテーション資料
しかし一方、
クリエイティブ人材・ノンクリエイティブ人材の相互評価を比較したところ、
「創造性」「表現力」「外向性」「寛容」について、「クリエイティブ人材→クリエイティ
ブ人材評価」と「ノンクリエイティブ人材→クリエイティブ人材評価」に乖離が見られた（前
者＞後者）。さらに、「解決志向」「創造性」「共感・傾聴力」「寛容」について、ノンク
リエイティブ人材からは、
「クリエイティブ人材よりもノンクリエイティブ人材の方が能力
が高い」という結果となった。
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図 4-2 クリエイティブ人材・ノンクリエイティブ人材相互評価結果
出所）福原招聘委員プレゼンテーション資料
クリエイティブ人材のコンピテンシーは高いが、
ノンクリエイティブ人材から十分に評価
されていない可能性が見て取れる。
ここからは仮説であるが、
ノンクリエイティブ人材からの評価が十分でない項目はコミュ
ニケーションに関わるものであることから、
クリエイティブ人材とノンクリエイティブ人材
でコミュニケーションがうまく取れておらず、能力発揮・評価が十分でない可能性がある。
また、併せてクリエイティブ人材の気質の分析も行ったところ、「外向性－開放性－繊細
性－協調性－快楽性」という気質特性を持っていることがわかった。
ただし、平均的なデータと比較して相当優位であるとまでは言えず（強いて言えば開放性
と繊細性）、気質での有意な差が無いという事実からは、「クリエイティブ人材とノンクリ
エイティブ人材の違いの大部分は、後天的に獲得可能（育成可能）な可能性が高い」という
ことが言えるのではないか。
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図 4-3 正確診断箱ひげ図
出所）福原招聘委員プレゼンテーション資料
福原招聘委員から提供されたデータは、
コンピテンシー教育を通じた高度デザイン人材の
育成の可能性と、
組織全体でデザインについての理解を深めて高度デザイン人材が成長し能
力を発揮するための「場」作りの重要性を示している。
(4) 高度デザイン人材の社内における育成方法
企業の内部における高度デザイン人材育成の手法について、
実際の取り組みを探索したと
ころ、大きく以下のような傾向が得られた。先に述べたように、実際には多様・多彩な方法
論が整備されている。
認識傾向 1：「教育の対象としない」（ただ「育成」はしている）
「マネジメントの対象ではない」「先輩から教わったという経験がない」など、教える
（教育）という概念で理解されていることが少ない。ただし、何らかの形で課題解決が
できるように方向づけてはいるため、「育成」していないわけではないことには留意が
必要である。
認識傾向 2：「絶え間ない OJT を通じて行う」
部下・社員へ向かい合う際には「自然と気づかせる」「課題の出し方をよく考える」「真
っ白になってエスノグラフィをする」など数々の工夫があり、OJT 的側面で、実は育成
の手法論が練られている。中には、厳しい交渉の際に「まさか」と思う選択肢を見つけ
たり、
開発時の厳しい社内審査を前に新しい解を見つけたりするなどの事例も見受けら
れた。
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認識傾向 3：「アンラーニングや身体活動の活用」を通じた育成が有益である。
「家庭に招いて話をする」「答えを示さず、考えさせる」「一緒に料理をして、その過
程を共有した後、そこでの実体験をメタファーにして議論する」など従来の学習（イン
プット・ラーニング）とは別の形の方法を示している。これに対しては「一定数の生徒
は理解できない」「合わない人は辞める」など反作用も指摘される。
これらの傾向は、個別というよりは互いに結びついている。「教育の対象ではないから、
OJT とアンラーニング」が有効なのであり、「追い詰められて本人が考え出す」という性格
があることも認められている。ただ、全くの野放しで人材を扱っているのでは決してない。
例えば、「部下に課題を出す際、自分がやったらどうなるか、というイメージができないこ
とは、担当させない」（大企業）という方針が示されている。つまり、この場合本人に考え
させるといっても、
それなりにゴールイメージがないことを無理に強いるわけではないので、
この例で言う
「課題を出す」
際のように、育成の主体側が対象者の成り行きを管理している、
と考えてもよいのかもしれない。
そう考えると、もし仮に「クリエイティブを活用できるかどうかは本人の個性や適性の問
題だ」という前提を置くとしても（本人を監督する上司としてのマネージャーが「クリエイ
ティブ」という言葉そのものにはそうした認識を示すとしても）、実際にはその個人からク
リエイティブな成果を引き出せるような配慮をマネージャーの側がしているということで
あって、十分後天的な育成の方法論を有していると考えてよい。

1) 「アンラーニング」と「場」を創り出すことの有効性（日本みらいキャピタル株式会社
安嶋招聘委員の実績報告）
「アンラーニング」の重要性と、先に述べた「場」を創り出すことの有効性については、
1 月 13 日に実施した第三回委員会で講演した、日本みらいキャピタル株式会社 安嶋明招
聘委員の取り組みも特に参照すべきであろう。
安嶋委員は、バイアウトファンドの運営会社である同社において、事業継承・事業再生・
地域創生の実行支援にフォーカスし、過去 15 年間で 13 社を完了、
現在 4 社を支援中である。
同社の業務対象企業の約 7 割が中堅中小企業、成熟産業群が中心（うち 3 分の 2 が製造業）
である。顧客の実行支援のため、企業改革に深くアプローチすることとなるが、中高年社員
（男性）が主たる対象となることが多い。
その際、環境変化によって経験による固定観念（メンタルモデル）が時代遅れになったり
有効性を失ったりするため、経験則に基づく知識を主体的に刷新し、新規にクリエイティビ
ティが発揮できるようなメンタルモデルを獲得することが重要である。しかし、無意識のう
ちに個人や組織に根付いているメンタルモデルを乗り越えること（アンラーニング）は難し
い課題である。（今までの経験則を捨てさせるため、自己否定につながりかねないし、その
メンタルモデルが必要か不要かの価値判断ができない。）
そこで安嶋委員は「学びほぐし」という概念を説明している。組織において長年の間に定
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着している様々な「学びの型（＝凝り）」を把握し、そこに対して働きかける(Lave, 1991)1と
いうことである。
具体的な事例として、製造業下請 3 社を対象とした「合同ファシリテーション（ワークシ
ョップ）」(全員男性、平均年齢 48 歳、各社 20 名×3 社)が紹介された。
ある社への事前インタビューにおいて、「凝り」が「縦割り組織による保守的風土･視野
狭窄」、「トップダウン文化による社員の受身体制」といった点に認められると分析。その
学びほぐしのため、職場横断の 3 社合同ファシリテーションを実施した。
ファシリテーションを通じて、各社のメンタルモデルを相対化（お互い当然だと認識して
いたことが他社では当然ではないことへの気付き）するとともに、上下関係がなく職場横断
的な場での継続的な活動プロセスにより、「自律分散型協働」のメンタルモデルが形成され
たという（3 社間での共同提案や経営会議への相互出席などオープンな関係も構築されてい
る）。
こうしたファシリテーションの留意点は、大きく四つに大別される。第一に「経営として
コミットすること」第二に「継続的に行うこと（できれば三年以上）」、第三に「職場の上
下関係を極力排除すること」、そして最後に「組織内の関係性（結び目）に働きかけること」
である。
安嶋委員は、「職場・組織の協会を超えた境界横断的な場のデザイン」と「『異質な知』
の出会いに拠り相互の気づきを引き出す
（ファシリテート）ことで生まれる新たな創発活動、
変革活動」が重要であると総括した。
なお、委員会での討議においては実際の「合同ファシリテーション」の現場についても映
像記録が放映され、これに対し委員より「討議活動において、身体性がうまく扱われている
のではないか」との問題提起があった。これは、映像記録内で、ある社員が「私は木です」
という命題を投げかけると、別の社員が「私はその木に咲く花です」（やりとりは実際の記
録を基に改編）などの新しい展開を付加して、一つの物語をつなげていく訓練が扱われたこ
とに端を発したものであったが、安嶋委員は「製造業では、技能修得と身体性の間に関係が
あり、そうした訓練が議論の活性化に向けて有効であったのかもしれない」と応じた。
これらのことは、ただ単にワークショップを行う、ということではなく「身体性の有効活
用」という視点でみても示唆があると考えられよう。

2) 経営者のコミットメント
ヒアリング対象となった経営者は、直接に事業責任を負う経営者として、それぞれに人材
育成について積極的なコミットメントを見せている。例えば同族系中小企業（精密機械）の
経営者は次のように述べている。
「なんとなく社会が変わってきた、はやく何とかしなければと、経営者はみな考えてい
る。そこであきらめていく人もいる。でも新しく出てきたものは使ってみないと。洗濯
機だって同じだった。使っていくうちにだんだん便利だねとなって普及してきた。ロボ

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation.
Cambridge university press.
1
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ットを導入するのは高いかもしれないし、すぐにはできないかもしれない。でも使って
みれば『ある段階までは』何かができるかもしれない。だから社員に『使ってみよう』
といっている。」
この発言だけに触れると、
単に新技術への抵抗を持たないよう社員に諭しているだけにも
聞こえるかもしれない。ただこの経営者は自分自身が技術の専門家ではなく、知識や技能レ
ベルでははるかに自分を超える社員を相手に経営し、成功をおさめてきた。そうした前提を
置くと、以上の姿勢は十分に（少なくとも、その立場の経営者がなしうるという意味での）
人材育成と考えることができるだろう。
また創業大手（BPO サービス/人事・総務系 BPO サービス）経営者は次のように述べてい
る。
「『クリエイティブな人』と『行動・実現力がある人』を組み合わせてうまくいくこと
はある。自分でも決めるし人事と相談することもあるが、所属長ベースで『トレード交
渉』も柔軟に行われている。配属場所を移し換えて光る人はたくさんいる。（ただ）今
現在、社内人材のマッチングは『なんとなく』やっている。もっと体系化した『タレン
トマネジメント』をやっていくことになるのは今後。」
次に述べる造園業のような業種においては、経営者そのものがアーティスト（≒作庭家、
グラフィックデザイナー、建築家、音楽家など様々なケースがある）として活動し、上意下
達的に組織を運営する場合もある。しかし、その方向を採らなかったがゆえに、個々の人材・
個々の部署を有機的に関連させ、「フラットな」組織を創り出すことにつながったと推察さ
れる。
このあたりは、
経営者みずからがクリエーターあるいはデザイナーとして活動することだ
けが、高度デザイン人材を活かす企業であるとは言い切れず、むしろ、そうした人材の運用
と育成に注力することでも成長軌道に乗ることを示唆する。
3) タレントマネジメントとしての「場の創造」
このタレントマネジメントについて、ある同族系の造園会社は、社業の発展と技能継承の
向上に向けてまさしくそのための「場」を創造したと考えられる実績を残している。
同社は、
社員同士が担当している現場を、
互いに視察できるように開放している。これは、
互いに社員が成果を競い合う企業では、どうしても担当現場をクローズしたり、よいところ
だけを見せようとしたりすることとは逆の流れである。
具体的には社内での勉強会の開催や、
他担当者の担当現場を「観客の視点で」視察し、互いに感想を述べ合うなどの研修活動も行
っているという。
ただ、そうした制度やしかけのことは重要な施策ではあるが、本質ではなく、「社員一人
一人が本来持っている向上心を高めて行くと、他の現場への関心も自然と高まっていく。そ
のことの方が重要」と同社社長は述べている。また次のように述べている。
「本来担当の現場を持ったら、
そこでの業務遂行が至上命題となりそこにはりつくしか
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ないのが社員というもの。当然、他の仲間のことを知る機会などなくなり、なにもしな
いままだと企業としてはその状態にとどまる。しかし、仲間同士でもっと学び合おう、
この現場ではこういうことが起こっている、
というように経営から働きかけることを通
じて、そうした社員自身の向上心を高めることはできた。その後、それを阻害せず拡大
させていくための投資としてこれらの制度を導入したことが成功につながった」
ということであった。
また個々の現場については、職務の性格に応じて適性がやはり分かれるため、そうした人
材の任命は、ある程度まで経営者が指名する形で行っているが、その先の人間関係を指定す
ることはせずむしろ現場での展開にゆだねているという。
同社は「対外的なステータスを創り出すために、ある段階まで取扱高、社員数を明示し、
規模や信頼性を訴求していた時期はある」としながらも、「内部的には『中はフラットに行
こう』」と考え、現場単位でのプロジェクト編成を重視した人材運用をしていた。
たとえば「現場ごとにリーダーが変わる、現場ごとの上下関係を会社として決めない。人
間関係は感覚的に出来上がっていくほうがよい」
との意向に基づき個別現場の管理を実施し
た。その結果実際に「熟練クラスが、リーダーを務めず、若い者の現場と割り切って巧くい
くように指導している現場もあった」とのことである。リーダーとなった若者を巧く立てな
がら最後まで現場をとりもったということである。また、「設計の業務だから第＊＊設計部
課長の指揮下で部署員をあてて」というような職種ごとの担当者振り割りでなく、今日にい
う CFT（クロスファンクショナルチーム）に近いものを「随時」編成していた。
このような「学び合おう」との経営にたどりついた原動力としては、経営者自身が個々の
現場での創造行為に関わりたくても、経営者としての役割上それが許されないために、関わ
れなくとも個々の現場を知りたいという欲求が働いたためである、ということであった。
なお造園業とは別業種の同族企業経営者（洋紙輸入・販売）は「当社にはこだわってもの
をつくる、それを許容し受け入れる価値観がある。そうした『なんとはなくの雰囲気のよう
な価値観』は、企業経営に反映されているが、もともとは自身の家庭内の雰囲気から生じて
きたように感じる」と述べており、「場」の創造への意識が見られた。
(5) 高度デザイン人材の社外（大学等）における育成方法
これまで企業における人材育成は次のように考えられてきた。
第一に、「基本的に（日本）企業は、選考試験を経て入社した社員を長期にわたって雇用
するし、
自社の成長のために教育する。大学については、これら人材を輩出する立場にあり、
その意味では前者が需要者であり、後者が供給者であるという位置づけをとる。」
第二に、「企業に入社した社員は基本的にその雇用主が教育するのであり、大学が新たに
その育成（の代行）を担うという図式は必ずしも一般的ではない。」
第三に、「企業内では OJT を中心とした実務実践を通じての育成が主流であり、基本的
に企業内教育として完結する。
ごく一部研究職などにある理科系の人材が博士課程に所属し、
学位取得後、そこで得た知見を実際に活用する例などが見受けられるくらいである。」
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しかし、
今回のヒアリングではこうした固定観念について変革の兆しがあることが窺える。
例えば、大学関係者の側から以下のような意見が出された。
「大学経営の前提として、もはや企業内人材も『顧客』としてみなければならない現実
がある。卒業生の輩出ということだけでなく、いったん企業に入社した人材も視野に入
れている。それは少子化を考えていくと、結局彼らを顧客とみなければ大学は経営が成
り立たないから。」（デザインスクール）
「実際に当研究科では広告会社に人材を輩出したりしているが、
企業との間を相互往復
するような人材も出始めている。例えば大学時代に休学起業し、それを人に任せて大学
に戻り、修士号を得た後にメーカーで営業をやって、博士課程に戻って博士号をとり、
大学機関で職を得る、というコースを歩んだ人がいた」（工学系研究科）
社内育成と大学での人材育成とが隔絶した関係にあるという構造は変わりつつあり、
相互
の世界を往復する人材が出現し、
また実際にそうした人材の指導に当たる大学関係者も出て
いることから、従来のような大学・卒業・就職というような一方向の人材育成にとどまらな
い実態となっていることも、大学関係者自身が認識していると考えられる。
また、個々の育成の手法としても、知識・技能を伝授する「ラーニング」の場から「アン
ラーニング」の場へと変容していることが分かった。たとえばデザインスクール教員によっ
て示された以下のような方法論である。
「ゴールや結論を考えずにやってもらう。教員である自分からも回答は示さない。アン
ラーニング（unlearning）手法のひとつ。しかしこうした、そもそも何なのかという訓
練は、結局答えがないので、『何の話か理解できない』というような学生も出てくる。
そういうタイプの人はエンジニアになったりする。『わからない』という学生が一定数
出てくることも成果のひとつ。」
これら大学関係者が共通して述べていることは、学生にとっての「学びの場」が従来のそ
れとは大きく変わってきているということである。教室を離れた現場実習を行うことや、得
た発見を共に学ぶ学生同士や、
あるいはエスノグラフィを実施した相手先との討論を通じて
進める検討はいわゆる場所も構成員も異なっている。従来のような教室で、教師が学生に対
して一方向に情報を伝えるものではないからである。
そうした手法についての効果として、前述のデザインスクール教員は、次のように述べてい
る。
「何らかの経験が引き金になって、
急にガラリと変わりクリエイティブな発想ができる
ようになる学生が一定数いる。引き金となる経験には、例えば留学や、現実的かつ社会
的なプロジェクトなど、個人の感性や価値観に働きかけるようなものが多いと感じる。
その意味で大学内でクリエイティブな人材を育てようとするならば、学生たちに、いつ
もと違う環境、彼らが今まで経験してこなかったような、しかしリアルな環境を提供す
ることで、経験の足場のようなものを用意し続けるということが一つの方法になりう
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る。」
つまりそうした引き金となる経験を創り出す「学びの場」としての「リアルな環境」が有
効であり、教育上も実践しているということなのである。
以上の問題意識、
課題設定に応えるカリキュラムを提供している端的な例として東京大学
と京都大学の例を以下に述べる。
(6) 東京大学 i.school の取り組み
2 月 6 日に開催された当委員会における、堀井招聘委員講演を基に以下整理する。
1) 目標と概要
i.school の目標は、「イノベーション人材の育成」であり、端的には「創造的な課題に対
するプロセスを設計できるようになること」
「イノベーションを生み出すことができるとい
う自信を持つこと」にある。
2009 年より i.school が始まり、年に 7～8 回の WS（ワークショップ）を開催した。WS の
開催方法としては①2 泊 3 日の合宿形式②10 週間（19-22 時）③土曜 1 日など多様である。
当初は大学院 1 年生が i.school のメインターゲットであり、全学部を対象に募集した。学
部の構成と類似し、i.school 参加者は文系学部からの学生も多い。今年の参加者の半数が、
他大学の学生である。
2009 年は「働く母親と子供のより良いコミュニケーションに向けて家庭に提供するべき
サービス」等を WS のテーマとした。IDEO のスタッフに訪日してもらい、IDEO 形式の WS
を提供してもらうこともある。WS のテーマは多様であり、自ら WS のテーマを考える以外
にも、
海外の大学が実践している WS を研究するなどテーマ設定について試行錯誤を繰り返
している。
2) イノベーション WS の位置づけ
i.school では「イノベーション WS＝アイディアを発想・評価・意思決定するための人の
集団による情報処理」と捉えている。情報処理プロセス（WS のプロセス）とは記述・モデ
ル化・設計・評価・改善・教示・学習の過程を指し、たとえば、イノベーション WS プロセ
スの標準モデルに置き換えてこのことを表示すると、次の図のようなものとして説明される。
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イノベーションWSプロセスの
標準モデル
目的に関する情報入力

手段に関する情報入力

目的に関する情報分析

手段に関する情報分析

手段アイディアの創出

アイディアの精緻化

手段のプロトタイピング

新しい手段の提案

図 4-4 イノベーション WS プロセスの標準モデル
出所）堀井招聘委員プレゼンテーション資料

イノベーション WS プロセスの標準モデルを使えば、全ての WS プロセスを説明すること
が可能である。イノベーション WS プロセスでは手段・アイディア創出の①新規性②有効性
③確度の高さが重要となる。i.school では人工知能研究・脳科学研究結果を元に、WS プロ
セスを設計する点に特徴がある。ここでは、マーガレット・ボーデンによる人間の創造性 3
タイプ分類に着眼している。それは、①組合せ型創造性②探索型創造性③変換型創造性であ
る。
新しいものを生み出す仕組みには、
個人の創造性を活用するだけでなく他者との接触の中
でアイディアを考察する場があることが重要であると考えている。
3) WS 参加運営の実態
1 つの WS に参加し、1 つのメソッドを学んでも効果的ではないと考えている。
第一に、WS のプロセスを設計する、第二に、新しいアイディアを生むという学びは、暗
黙知であり、経験を通して会得できる。暗黙知を掴むには異なったテーマや WS プロセスを
経験することが重要である。
i.school は 2 年間のカリキュラムで構成されている。2 年目は i.school の学生が WS のコー
チを務める。i.school の学生に大学 1 年生向けの WS プログラムを設計させて、講師や他の
参加者より多くのフィードバックを受けてもらう。大学 1 年生のスキル・経験を踏まえた上
で、最も有効性が高い WS プロセスを設計できるようになる。それこそが重要であると考え
ている。
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4) 産学連携の取り組み
i.school では、大手企業で企業内研修講座を行っており、年々企業側がノウハウを培って
いる実感がある。また、社会人学生を受けいれており、設立当初は人事・教育系が多かった
が、近年は R&D・商品開発系からの参加者も多い。当初想定していなかった部署から参加
者が増え、i.school 参加者の裾野が広がった実感がある。

(7) 京都大学 D.school の取り組み
1) 目標と概要
京都大学デザインスクールは正式名称を「デザイン学大学院連携プログラム」として 2013
年 4 月に開始した「教育プログラム」であり「異なる分野の専門家との協働を通じて社会の
システムやアーキテクチャをデザインできる人材の育成を目標」とする。ジェネラリストを
意味する「T 字型人材」との対比概念として、専門領域を超えて協働できる、突出した実践
力を持つ専門家という意味を込めて「十字型人材」の養成を目標としている。

図 4-5 京都大学デザインスクール デザイン学のカリキュラム概要
出所）京都大学デザインスクール提供資料
当プログラムは「博士課程」を照準としたコースワークと学位研究からなるものであるこ
と、したがって学際性・横断性をいかに追求しようとも、最終目標は「自分の専門性を発揮
する」人材となることに置かれている。独立した専攻ではなく学位を出していないデザイン
スクールと明確に異なる。
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2) プログラムの実行概要 ～学位授与を目的とした通常科目～
学位研究は、まず博士前期課程で「問題発見型学習/問題解決型学習」（FBL/PBL:
Field-Based Learning/Problem-Based Learning）を行う。続いて後期課程では、「オープンイノ
ベーション実習」（Open Innovation Practice）に取り組む。領域を異にする専門家と共に、
本格的な研究・デザイン実践を目指す。過去の検討課題としては「将来の都市生活・空間を
変革するエレベータのデザイン」などがある。

3) デザイン学科目以外の異なる環境・文化の中で問題解決に取り組むワークショップ型学
習
ワークショップ型学習としては「サマーデザインスクール」で「教える側と学ぶ側」とい
うことではない「相互学習の場」を提供する。また「デザインスクール in 沖縄」「デザイ
ンスクール in 香港（英語討論）」を行い、合同ワークショップは大学間教育ノウハウの共
有機会としても役立っている。
またこのほか、
発展途上国に滞在して検討を行うなど未知の環境で専門家として貢献する
「フィールドインターンシップ」を実施する。
以上の施策は大まかに次の時間軸で行われる。
即ち、
「興味を持つ」（サマーデザインスクール）
「手法を知る」（FBL/PBL）
「協働する」（デザインスクール in 沖縄/in 香港）
「運営する」（オープンイノベーション実習）
「専門を生かす」（フィールドインターンシップ）
という五段階のデザイン実践ラインナップとして設計されている。

4) 産学官連携のプラットフォームを学外に設立
これまでの枠組みとは別に 2014 年 3 月に産学官連携のため「デザインイノベーションコ
ンソーシアム」（http://designinnovation.jp/）を設立した。目標としては大学の持つデザイン
理論・手法と、産官の持つリアルな実問題対処・実践力が交わる「場」を生み出すことにあ
り、
大学院生の育成が主な目的であるが、
企業の人材育成も視野に入れたものとなっている。
5) 魅力と必要性だけでなく、課題と限界を直視した開設思想
大学教員によると「異なる専門領域に跨るデザインスクールを、専門を単位として組織さ
れた大学にどう位置づけるかは難しい問題」という問題意識を呈していた。大学の各専門領
域には、既に確立された理論や手法があり、それらは横断的プログラムを考える際にも影響
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してくるからである。
そこで、実際に「領域横断的な」デザインスクールを構想するにあたり、同時に種々の専
門領域を深耕する視点も同時に取り入れて、
今日の大学組織において機能しやすいものとし
た。このような「デザインスクール」の魅力と必要性だけでなく、その課題と限界を直視し
た開設思想と考えられる。
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4.2.2 アンケート調査結果
デザイン人材に求めるスキルとして、約半数の企業が「コミュニケーションスキル」、
「人の持つ潜在的な課題や気持ち（インサイト）を発見する能力」、「IT・WEB に関する
知識・スキル」をあげている（図 4-6）。また、これらのスキルは、デザインの定義が広い
企業ほど求める傾向が強い（図 4-7）。
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図 4-6 デザイン人材に求めるスキル項目
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図 4-7 デザイン人材に求めるスキル
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【デザインの定義：広義】
(N=34)
【デザインの定義：狭義】
(N=22)

実際に社内のデザイン人材が保有するスキルとしては、
「コミュニケーションスキル」、
「一般的なビジネススキル」、
「人の持つ、潜在的な気持ち（インサイト）を発見する能力」
が多く見られた（図 4-8）。また、特に「人の持つ、潜在的な気持ち（インサイト）を発見
する能力」に加えて、「ユニークな感性」や「人間工学に関する専門知識」、「IT・Web
に関する知識・スキル」といったスキルは、デザインの定義が広い企業ほど求める傾向が強
い（図 4-9）。
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図 4-8 デザイン人材の保有能力・スキル
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デザイン人材の保有能力・スキルとデザインの定義
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ここで、「デザイン人材に求めるスキル」と「デザイン人材の保有能力・スキル」につ
いて図に示した。全体として「求めるスキル＞実際に保有している能力・スキル」という傾
向にあるものの、デザインの定義が広い企業ほど、両者の値が高く、乖離も少ないことが分
かる。
また、特に「ユニークな感性」「コミュニケーションスキル」「目を引く製品デザイン
をする能力」「人の持つ潜在的な課題や気持ちを発見する能力」について、デザインの定義
が狭い企業においては、
高い期待を持っているが実際には保有できていないという状況が明
確になっている（図 4-10、図 4-11、図 4-12）。
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図 4-10 「デザイン人材に求めるスキル項目」と「デザイン人材の保有能力・スキル」（経
営）
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【デザインの定義：広義】
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図 4-11 「デザイン人材に求めるスキル項目」と「デザイン人材の保有能力・スキル」(広
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【デザインの定義：狭義】
(N=22)
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期待＞達成
60

80

図 4-12 「デザイン人材に求めるスキル項目」と「デザイン人材の保有能力・スキル」(狭
義)
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また採用に関しては、約半分の企業がデザイン人材を意識した採用は行っていない。た
だし、デザインの定義が広い企業は、デザイン人材を積極的に採用している傾向がある。
0.0

20.0

40.0

60.0
0.0

デザイン人材を最重要
分野の一つとして、
戦略的に採用している

20.0

40.0

13.3
18.6

デザイン人材の専門枠を
用意し、積極的に
採用している

デザイン人材を最重要
分野の一つとして、
戦略的に採用している

16.3

12.1
4.5

デザイン人材専門枠は
設けていないが、一定程度
採用する様配慮している

23.5

18.6
デザイン人材の専門枠を
用意し、積極的に
採用している

デザイン人材を意識した
採用は行っていない

42.9

21.2
4.5

【デザインの定義：経営】 (N=43)

デザイン人材は
必要としていない

4.1

【デザインの定義：広義】 (N=33)
【デザインの定義：狭義】 (N=22)

図 4-13 採用におけるデザイン人材の重要度合
育成の観点からみると、デザイン人材を育成するための取り組みは 4 割の企業で特に何
も実施されておらず、残りの 5 割程度の企業でも OJT など現場の業務を通じた習得がメイ
ンである。特に、デザインの定義が広い企業ほど、独自のカリキュラムによる研修や、他部
門へのローテーション、留学等を行っている傾向がある。
0.0
独自のカリキュラム等を用意し集中的
に研修

20.0

40.0

60.0

10.9
17.6
4.5
21.7
20.6
18.2

外部に委託（講師招聘、研修派遣な
ど）

54.3
52.9

ＯＪＴなど現場の業務を通した習得

【デザインの定義：経営】
(N=46)

40.9
他部門（営業など）へのローテーション
などを通じた教育

8.7
11.8
0.0

国内外デザイン系教育機関への留学
（スタンフォード大学ｄ．ｓｃｈｏｏｌ等）

8.8
0.0

希望者に対する補助（金銭・機会）

その他

【デザインの定義：広義】
(N=34)
【デザインの定義：狭義】
(N=22)

15.2

13.0
17.6
13.6

2.2
0.0
0.0
23.9

特に何も行っていない

35.3
50.0

図 4-14 デザイン人材育成施策
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デザイン人材に対するキャリアパスとしては、半数の企業で「デザインの専門家として処
遇」があり、加えて約 3 割の企業が「新製品/新サービスの開発責任者」や「事業部門のマ
ネージャー」として処遇する道があった。特に、デザインの定義が広い企業ほど、キャリア
パスのレパートリーも広い傾向があった。

40.0

20.0

0.0

40.0

20.0

0.0

60.0

60.0

47.8

デザインの専門家として処遇
する

デザインの専門家として処
遇する

54.0

52.9
31.8

新製品／新サービスの開発責
任者として処遇する

36.8

34.8
新製品／新サービスの開発
責任者として処遇する

35.3
18.2

事業部門のマネージャーとし
て処遇する

27.6
30.4

経営陣として処遇する

その他

事業部門のマネージャーと
して処遇する

8.0

23.5

9.1

【デザインの定義：経営】 (N=46)

20.7

【デザインの定義：広義】 (N=34)
【デザインの定義：狭義】 (N=22)

図 4-15 デザイン人材のキャリアパス
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4.3 クリエイティブの発揮に必要なスキル・人材像に関する結論
4.3.1 研究会における議論内容
研究会において、企業は「広義のデザイン」での製品・サービスを開発するために、意識
的に高度デザイン人材を採用し、成長するための機会を与え、デザイン人材を育成・活用す
べきであるという結論に至った。
そのようなデザイン人材の人材像とその育成方法について一体として議論を行った。
また、
育成方法だけでなく、育成結果の評価についても重点的な議論を行った。
(1) 高度デザイン人材の育成方法について
今回のヒアリング結果を踏まえると、一言でクリエイティブといっても、言葉に対する直
接的な印象をいったん除外して実践的な側面を見るならば、「先天的な部分と、後天的な部
分がある」ことは経営者も十分認識しており、またその「後天的な部分」の育成については
企業内でそれぞれの育成方法（精神）の蓄積があることがを共有した。
「クリエイティブはもって生まれた才能がある程度を占める」と答える経営者であっても
「それでも、ある部分はトレーニングで育成できる」と認めていたことや、「教えてどうこ
うより、センスに大きく依存する部分がある」とした認識を示した対象者が、「だからこそ
課題の出し方はこちらがよく考えて引き出す」などと、成長できる部分を明確に見出して伸
ばす育成をしている実態があり、ある程度の育成方法論が企業内にも蓄積されていること、
把握されていたことを共有した。
他方、高度デザイン人材育成には、デザインマネージャーの寛容性が大きく影響を与える
と考えられ、「そのような寛容性を持った優良なマネージャーを発見できるか否か」もデザ
イン人材育成には重要であるとの見解が示された。「どこまでそうした見返りの不透明な人
材に育成投資をするかは、経営者の見識に依存するしかないのでは」といった考察を背景に
したものであった。

(2) 育成結果の評価について
続いて、先述の観点と一部類似してくるところはあるが、企業で高度デザイン人材を育成
できる仕組みはあるのか、
という点についてその育成結果の評価をどう行うかという視点で
の討議が行われた。
これに対し、実業から大学教員に転じた委員からは、「デザインファームを経営している
時は、クリエイティブ人材（高度デザイン人材）は育成できないと思っていた。しかし大学
教員になったら、高等教育の中では意外とクリエイティブ人材（高度デザイン人材）を育成
できるという感覚を持てるようになった」という見解が示された。これは、「営利活動に関
わると、クリエイティブ人材（高度デザイン人材）の育成が困難であるという認識を持ちや
すいことを示している。つまり、営利企業に所属していると、育成に時間的・金銭的費用を
投じて、効果が実感できるかどうかが疑問視されてしまうが、非営利活動である高等教育だ
と、そうした視点が緩やかであるために育成可能との認識に転じるのではないか」という解
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釈に基づくものである。
他の委員からも、「企業はプロジェクトの失敗を許さない文化であり、試行錯誤をして振
り出しに戻ることを認める寛容さ・余裕がほとんど無い。最近ではプロジェクトの工数がカ
ウントされ始め、企業がチャレンジできる機会や余裕が減っている」、「四半期ごとに経営
達成度を KPI で測定される以上、企業に寛容さを求めることは厳しい」という意見が出さ
れた。
最終的には以下のような問題提起が議論を方向付けた。
・大学においては、学生に課題を繰り返し与えるため、それを通して学生の失敗や成長を観
測することができる。失敗や成功を観測できた結果、学生を育成しているという実感を持
てる。
・他方、企業では繰り返し試行錯誤を許容する風土がなく、部下の失敗や成功を観測できる
機会が少ない。
・そのため企業の人間と教員の間で、人を育成できたという実感が違うという現実がある。
しかし、双方とも実際には育成にかかわっているのではないか。
たしかに大学のように、学生自身について特定の成果達成プレッシャーの少ない組織と、
目先の収益目標への対処が厳密に求められる企業との間では、そもそもの前提が違うために
さまざまな時間軸の感覚が異なる。それゆえ、育成の実感に関する感覚が異なっている可能
性はある。よって、両組織の違いを勘案すれば、育成の実感はある程度認めてよく、上記の
問題提起は研究会において、およその合意を得る総括となった。
4.3.2 高度デザイン人材像および育成結果の検討結果
（高度デザイン人材の人材像）
クリエイティブについて、「常識を疑い本質を考え続ける実践」であるといった種の理解
がなされている。ただし、実社会において、最初からそうした要素を「クリエイティブ」と
いう言葉で呼んでいるわけではない。
アンケート結果と対比させると、デザインの定義が広い企業ほど、「人の持つ潜在的な課
題や気持ち（インサイト）を発見する能力」が重要と考える志向性が見られている。またそ
うした企業ほど、実際に「人の持つ潜在的な課題や気持ち（インサイト）」をデザイン人材
が保有していることが多いという回答結果になったことを考え合わせると、そのような「本
質を考える」ことの重要性を理解していると推察される。
また「マーケティング・IT・WEB に関する知識・スキル」についての重要度も高いと回答
されており、クリエイティブは単に考え付くだけでなく「実践する」ことと結びついている
こととも符合している。
高度デザイン人材像について、ヒアリング結果および検討会での議論を振り返ると、「ク
リエイティブは基本的に人材に属するもの」
という合意が得られているため、
それゆえに
「高
度デザイン人材は、そうしたクリエイティブを発揮して事業課題を解決できる人材」を指す
と判断してよい。こうした人材は、現状でも企業内に存在している。「高度デザイン人材」
や「クリエイティブ人材」という名称・肩書きで呼ばれているわけではなく、必ずしもデザ
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イン部門にいるわけでもない。
ただ有力な見解として、クリエイティブは人材に属するものではなく、「関係性」に属す
るものと考える傾向もあることは注意すべきである。アンケート調査において社内のデザイ
ン人材が保有するスキルとしては、
「コミュニケーションスキル」が多く見られたことは「関
係性」を重視する傾向と同軸上にあると考えてよい。また、個人によせてクリエイティブを
考える立場（あくまでも本人の個性に帰結していくもの）と、関係性にアクセントを置く立
場（学びあい、高めあうべきであり集団や組織に帰結していくもの）とがあり、これは判断
の濃淡が異なっている。
判断の違いの根拠を明示的に示すことは難しいが、
求める能力要件の方向性に違いがある
ことをうかがわせるものであり、育成の手法もそれによって異なってくる。後に育成手法の
検討と合わせて表に示す。
（教育機関での育成：就職するまで）
高度デザイン人材の能力は専門性よりも横断的な基礎力に紐付いており、
高校生までの基
礎的な学習が有効である。また、大学生・大学院生では、企業のリアルなニーズのもとでク
リエイティブの重要性を認識する取組みも必要となる。具体的には、芸術系学生・社会科学
系・理工学系など多様な学問領域の学生が、企業や各種団体が行う実際の開発プロジェクト、
インターンシップ、製品・サービス開発のワークショップを一緒に行い、実際の取組みを通
じてクリエイティブの重要性を認識することが重要である。こうした取り組みによって、表
面的なスキルセット（手法）を頭で理解するだけでなく、高度デザイン人材に必要なマイン
ドセットを獲得することが出来ると考える。
高度デザイン人材へのマインドセットを獲得した大学生・大学院生が、クリエイティブフ
ァームや一般企業に就職し、
それぞれの立場でプロジェクト活動を通じてクリエイティブを
発揮していく。
（企業内での従業員育成）
アンケート結果では「約半分の企業がデザイン人材を意識した採用は行っていない。ただ
し、デザインの定義が広い企業は、デザイン人材を積極的に採用している傾向がある」こと
を示したように、ヒアリング調査においても、企業の実態に応じて、そもそもの基礎的な水
準として育成への意識が異なっていることが分かっている。例えば、暗示的に「感じ取らせ
る」ことで育成を行う企業と（ある同族企業は「細菌感染のようなイメージで感染環境をつ
くる」というメタファーを用いた）、明確な方向性を示さなければ成果を引き出すことがで
きない（「課題の出し方は明確に考える」）という企業とがある。
基本的に、「デザイン人材を育成するための取り組みは、4 割の企業で特に何も実施され
ておらず、残りの 5 割程度の企業でも OJT など現場の業務を通じた習得がメインである」
ことがアンケート調査で示されたように、絶え間ない OJT において実践的に学び取ること
が重要であると考えられている。
クリエイティブという場合でも求める能力要件に多少の差があり、また、OJT という場合
の方法論にも差がある。
これらを要約的にそれぞれの関係性を示すものとして構造化したも
のを表 4-1 に示す。
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表 4-1 高度デザイン人材の能力要件と育成方法との対応
＜高度デザイン人材としての能力要件＞

＜高度デザイン人材としての能力要件＞

個人帰結型

集団・組織帰結型

＜育成手法＞
暗黙知 OJT
（企業内育成）

「個性重視の課題設定型」

「緩やかな場作り型」

大きな方向性をつける課題や取組を設定

エスノグラフィや、共同体験（料理）など、い

しつつ、最終的には個人の適性にあわせ

つもと違う環境や身体性の導入を重視。答

て伸ばすものと判断している。それぞれの

えあわせをしない方向性をモットーとするこ

個性がばらついていくとしても、経営が組

ともある。

み合わせて最適化すればよいと判断す
る。
＜育成手法＞
スキルセット学習
（企業外育成）

「社会人教育型」

「組織風土改革型」

特定人材のデザインスクール等への派遣

外部デザインコンサルやデザインスクール

を通じて、スキルセットの習得とマインドセ

等による社内講習。デザイン人材以外も含

ットの醸成を目指す。

め、部署・組織全体の風土改善を志向し、
アンラーニングを重視。
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この図は、概念化した整理のためのものであり、今回の調査対象企業・大学がいずれの型
に属するという「分類」を意図したものではない。したがって、各要素を相互排除的に示し
たものではなく、それぞれの「型」にも重なり合うところがある。
ゆえ、どの対象者もそれぞれに上記に示す性向を有する。ただ、何をもっとも重要視する
か、という点では濃淡は分かれるだろう。それぞれの企業がどのような形でのクリエイティ
ブ発揮を意図しているか、マネージャーとしての育成スタイル等に合わせて、適切な人材育
成の「型」を選択していくことが求められると考えられる。
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5. 調査結果 3：クリエイティブの発揮に必要な企業体制の検討
5.1 初期仮説
ここでは、企業におけるクリエイティブの発揮に必要な企業体制について検討を行った。
前章でも示された通り、
企業内でクリエイティブが発揮されるには、人材教育だけではなく、
人材を活用する組織内の関係性や、企業体制が重要となる。
検討にあたっては、はじめに以下の方向性を前提として想定した。
・ 組織的・戦略的にクリエイティブを導入する
・ 従業員のクリエイティビティを表出させる
・ 外部のクリエイターを組織の中で活用する
上記前提に基づくクリエイティブを活かした企業成長構造の初期仮説を以下の通りとし
た。

図 5-1 クリエイティブを活かした企業成長の構造仮説（事務局作成初期仮説）

1.

【一般教養として】
芸術系・社会科学系・応用化学系等の学生が、一緒に行う実践を通じて、相互に共
感・共鳴する経験をする事で、クリエイティブマインドセットを獲得させる。

2.

【内部人材の獲得】
大企業は、クリエイティブ人材を活かすイノベーション職を設定し、イノベーショ
ンプロジェクトの中心にその人材を配置する。中堅・中小企業はクリエイティブフ
ァームからクリエイティブ人材（デザイナー／ファシリテータ）を派遣してもらう。

3.

【外部人材の役割】
クリエイティブファームのクリエイターは、産業やユーザーのためにクリエイティ
ブを発揮する。
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4.

【活用範囲】
企業内では、社会・ユーザーとの対話にもクリエイティブを発揮し、適切なリレー
ション構築やマーケティングにクリエイティブ能力を適用する。

5.

【マネジメント】
クリエイティブ担当オフィサーを設置し、経営層に中長期視点での成長への貢献に
ついての説明を行い、会社としての合意形成を目指す。

上記仮説、及びアンケート・ヒアリング結果をもとに研究会にて議論を行った。その結果
は以下の通り。
5.2 企業におけるクリエイティブに係る体制の現状
5.2.1 企業ヒアリング結果
企業におけるクリエイティブの発揮に必要な企業体制について、
現状の取組や課題につい
てヒアリングを行った。ヒアリング結果のうち、特に企業体制の検討に係る内容について表
5-1 に整理した。
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表 5-1 企業ヒアリング結果（企業におけるクリエイティブに係る体制の現状）
概要
大手製造業（自動車）
・ 超アジャイル開発を行っており、実績のある会社に、3 年目くらいの若手を派遣してアジ
ャイル手法を習得させている。
・ シリコンバレーの企業と組み、サプライチェーンマネージメントの見える化を高める取
組みを進めるため、自社の実データを渡して検証をしてもらっている。
大手製造業
・ 「リーン・スタートアップ」にあるようなシリコンバレー型のワークスタイルを「ファ
ストワーク」として取り入れている。
大手製造業（電気機器）
・ 経営者のクリエイティブに対する理解の有無は大きく影響するが、現状は具体的なイン
センティブがないと企業は積極的に導入しない傾向にある。
・ 理念の共有のために、社内にデザイナーを抱えることが重要である。
大手製造業（電気機器）
・ 採用は、新卒がメインであり、サービスデザイン、システムデザイン、エスノグラフィ、
プロダクトデザイン、サービス工学等の分野別に採用している。
・ デザイン部門から事業部門や研究所へのローテーションを積極的に実施している。
・ デザイン部門から事業部門にローテーション派る仕組みはあるが、逆のローテーション
を実施するのはハードルが高い。事業部門からすると、デザイン部門へのローテーショ
ンによる効果が分からない状況である。
・ 今後事業部門からデザイン部門への交流が増すと事業部門におけるデザインへの理解が
深まると考えている。
サービス業（インターネット・ゲーム関連）
・ 社内にデザイン戦略室を設置している。デザイン戦略室は 90 名程度のデザイナーが所属
しており、事業部横断組織として主にはサービスのプロモーションやユーザーエクスペ
リエンス向上のための企画、ユーザーインターフェースの設計まで幅広く行う。
・ デザイン戦略室の立場は、事業部と対等で、製品・サービスをより良いものにするため
に、協力し合う関係である。
・ デザイン戦略室のメンバーは、事業部等にローテーションすることはない。
・ 事業部の中にプロジェクトが立ち上がると、デザイン戦略室から「クリエイティブディ
レクター」がプロジェクトチームに主要メンバーとして参画する。一般的なプロジェク
トチームの構成員は下記であり、最少 3 名から構成される。
⁃

プロジェクトリーダー（事業部から）

⁃

クリエイティブディレクター（デザイン戦略室）

⁃

エンジニア（事業部から）

⁃
メンバー（主に事業部から）
・ デザインの重要性を社内に認知させるまでには 5 年ほどの歳月を必要とした。実際にク
リエイティブディレクター達とプロジェクトを行うことで、徐々に事業部の中にデザイ
ンの重要性が浸透した。
中小部材・素材製造業
・ デザインセンターなど、特に専門組織があるわけではない。
・ ただし社員全員に顧客共創が浸透しているため、顧客から相談が来た際は営業だけでな
く技術、製造、管理の各々の専門性を持ったメンバーでチームを構成して対応する（技
製販管一体と表現され、社内のスローガンの一種になっている）。
・ プロジェクトチームメンバーは全員、顧客の製造プロセスなど現場に何度も足を運んだ
うえで、顧客インサイトを深堀してニーズ探索を行うよう徹底している。
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卸売業（情報関連・オフィス関連）
・ 当社のデザイナーは自ら率先して多様な領域に手を出す気風があり、自律的に動くデザ
イナーと他部門（営業・システム）の社員の間で、シナジーが生まれるように適切にマ
ネジメントすることが当社の長年の課題であった。
・ 新事業領域を担う ICT エンジニアの育成のため設立した次世代ソリューション開発セン
ターやカスタマーブリーフィングセンターにデザイナーも関わることにより、デザイン
部門とエンジニア、もしくは大学研究者や他企業の開発者と交流できる機会を生み出す
契機となった。
・ そのような動きが契機となって、デザイナーの考え方や行動様式が協業する営業やエン
ジニアのメンバーと共有できるようになった。このような協業の中から、イノベーター
やアーリーアダプターが生まれた。
クリエイティブファーム
・ 当社は社員全員がデザイナーであり、異なる経緯・背景を持ったデザイン人材が集まっ
ていると言える。
・ 建築、文化人類学、脳神経学等の専門家、最近では医者、シェフ、雑誌編集者がプロジ
ェクト内で 1 つのチームとして活動している。
・ 文化的多様性があり、アウトプットを出す際にはグローバルに展開されるものを意識し
ている。近年シニア向けサービスの案件も増加する中、シニア社員の採用等も実施。幅
広い領域の専門スタッフがいるチームで取り組むことが、大きな課題を突破するために
は必要｡
・ 年間 100-120 社の依頼があり、その中で 20-30 件が実際のプロジェクトとなる。顧客企業
の 8 割が日本の大企業で、依頼内容は「今から何年以内に商売を立てるためのアイディ
アを提案してほしい」「研究開発のシーズがあるけど用途開発提案をしてほしい」等が
多い。「モノ」に関わる依頼内容が多い中で、当社は「人」に立ち返って提案を実施。
・ 外部の立場から、作り手としての人・潜在顧客を意識したビジネス提案を行い、顧客企
業内のクリエイティビティ発揮を支援している。具体的には、企業内で落としどころが
決まっているなかで、当社が顧客目線を検討プロセスに入れる役割を担うことが多い。
・ 商品のデザインを行う一方で､海外の教育システムを作るなど､様々な社会課題解決にも
取り組む｡
上記ヒアリングにおいては、
「デザイン部門から事業部門や研究所へのローテーションを
積極的に実施している。」という意見がある一方、「デザイン戦略室のメンバーは、事業部
等にローテーションすることはない。」という意見も聞かれた。一見方向性が異なるように
見えるが、後者ではプロジェクトの中に必ずデザイナーが入る仕組みとなっており、両者と
も、
クリエイティブ発揮を担うデザイナーと事業部とのコミュニケーション量を担保するた
めの体制を構築しているという点では一致している。
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5.2.2 アンケート調査結果
アンケート結果より現状、
子会社や独立した 1 部署としてデザイン部門が存在している企
業は 2 割程度であり、
事業部の中にデザインチームを持っている企業は 4 割程度であること
が分かった。このように何らかの形でデザイン組織（部門やチーム）を持っている企業が 6
割以上であり、一方、デザインを全く活用していない企業は 1 割強に過ぎなかった。
また、必要であれば社外にアウトソーシングしている企業は全体で四分の一程度あり、
1001 人以上の大規模企業、100 人以下の小規模企業の回答が高かった。

グループ会社として
2.0 3.0
存在（分社化されている）

インハウス（事業部の中の
１グループとして存在）
社外にお願いしている
（アウトソーシング）

11.0

6.0

インハウス（独立した組織で、
2.0 2.0
経営陣直轄等として存在）

14.0

10.0
13.0

9.0

社外にお願いしている
（パートナー企業と協業）

8.0

社内に無く、社外にも
お願いしていない

7.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

16.0

10.0
13.0

3.0

4.0

7.0
6.0

25.0

19.0

3.0 16.0

1～100人
101～1000人

1.0
その他 1.0 3.0
1.0

1001人以上

図 5-2 デザイン専門の組織/チームの形態

54

39.0

デザイン専門組織に対する評価としては、現状「売上/利益への貢献」や「顧客満足度の
向上」、「ブランドイメージの向上」、「デザイナーが関わったプロジェクトメンバー（他
事業部）からの評価」などが用いられていることが多い。
0.0

(N=78)

20.0

40.0

60.0

売上／利益への貢献

50.0

顧客満足度の向上

50.0

ブランドイメージの向上

41.0

デザイナーが関わったプロジェクトメンバー（他事業部）からの評価

33.3

デザイナーが関わったプロジェクト数

21.8

社内外のアワード受賞数

19.2

社内へのデザインへの認識の普及

15.4

メディアからの取材数

15.4

その他
あまり評価はされておらず、経営陣の主観による

2.6
15.4

図 5-3 デザイン専門組織に対する評価
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新製品/サービス開発のプロジェクトを進めるにあたっては、開発企画系、営業系、設計
開発系、デザイン系の社員がメンバーとして参加することが現状では多い。デザインの定義
が広い企業はデザイン系の社員がメンバーとして参加している割合が高く、
顧客接点の重要
な 1 分野であるアフターサービス系でも参加している傾向が強い。
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0.0

経営企画部など本社の開発／
企画系

62.4

経営企画部など本社の開発／
企画系

営業系

63.4

営業系

20.0

40.0

60.0

80.0 100.0

67.4
52.9
63.6

56.5
76.5
54.5

69.3

設計開発系

29.7

生産技術系

アフターサービス系

32.6
29.4
22.7

生産技術系

13.9

アフターサービス系

46.5

デザイン系

67.4
67.6
72.7

設計開発系

15.2
17.6
4.5
50.0
50.0

デザイン系

31.8
管理部門（法務・経理・総務）
系

その他

13.9

管理部門（法務・経理・総務）系

17.4
11.8
9.1

その他

10.9
5.9
4.5

7.9

【デザインの定義：経営】
(N=46)
【デザインの定義：広義】
(N=34)
【デザインの定義：狭義】
(N=22)

図 5-4 新製品/サービス開発プロジェクトの構成メンバー

デザイナーがプロジェクトリーダーになる企業は全体の 1 割程度であり、
またデザイナー
の権限をみても、あまり権限が無い企業が 5 割弱であった。

(N=100)

0.0

20.0

経営企画部など本社の開発／
企画系

40.0

60.0
57.0

33.0

営業系

4.0
56.0

設計開発系

27.0
生産技術系

7.0

アフターサービス系

6.0

デザイン系

14.0

38.0

9.0

プロジェクト完遂
すべての予算・
持っている
プロトタイプまで
て試行できる予
限を持っている
調査を行う程度
算・権限を持っ

あまり権限が無
責任者に取り計

22.0
その他

管理部門（法務・経理・総務）系

5.0

その他

4.0

図 5-5 新製品/サービス開発プロジェクトリーダーのバックグラウンドと権限
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0

20
プロトタイプまで
作成して試行
できる予算・
権限を持って
いる

プロジェクト完遂
までのすべての
予算・権限を
持っている

リーダーの権限
（N=100）

デザイナーの権限
（N=94）

40

60
調査を行う程度
の予算・権限を
持っている

38.0

11.7

あまり権限が無い
（都度責任者に
取り計らう）

22.0

21.3

（%）

80

9.0

その他

27.0

14.9

100

4.0

44.7

7.4

図 5-6 新製品/サービス開発プロジェクトにおけるデザイナーの権限

新製品/サービス開発における顧客の巻き込み方としては、「単発のヒアリングを行って
いる」と「現場訪問をさせてもらっている」が多かった。特にデザインの定義が広いほど「現
場訪問をさせてもらっている」と「プロジェクトで定期的にアドバイスをもらっている」が
多くなる傾向があった。
0.0

20.0

40.0

現場訪問をさせてもらっている
（フィールド調査やエスノグラ
フィなど）

60.0
59.6

プロジェクトの主要な意志決定
に参画してもらっている

29.3

プロジェクトで定期的にアドバ
イスをもらっている

20.0

プロジェクトで定期的にアドバ
イスをもらっている

40.0

60.0

55.9
36.4

30.4
29.4
22.7
47.8
35.3
18.2

66.7

67.4
67.6

単発のヒアリングを行っている

個々の顧客には特に関わって
もらっていない

その他

80.0

69.6

現場訪問をさせてもらっている
（フィールド調査やエスノグラ
フィなど）

プロジェクトの主要な意志決定
に参画してもらっている

38.4

単発のヒアリングを行っている

0.0

80.0

54.5
3.0
個々の顧客には特に関わって
もらっていない

2.2
2.9
4.5

その他

2.2
8.8
0.0

4.0

【デザインの定義：経営】
(N=46)
【デザインの定義：広義】
(N=34)
【デザインの定義：狭義】
(N=22)

図 5-7 新製品/サービス開発プロジェクトにおける顧客の巻き込み

今後のデザイン活用の課題となる事柄は、「新商品・サービスデザインをリードできるデ
ザイナーの不足」、「開発担当者におけるデザインの素養の不足」、「費用対効果の説明が
困難」と現状では感じている。
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特にデザインの定義が広い企業ほど、「新商品・サービスデザインをリードできるデザイ
ナーの不足」、
「開発担当者におけるデザインの素養の不足」を感じていることがわかった。
0.0

20.0

40.0

60.0

新商品・サービスデザインを
リードできるデザイナーの不足

67.9

開発担当者におけるデザイン
の素養の不足

58.5

中間管理職（マネージャークラ
ス）におけるデザインの素養の
不足

47.2

経営陣におけるデザインの必
要性への認識の低さ

37.7

費用対効果の説明が困難

0.0

80.0

新商品・サービスデザインを
リードできるデザイナーの不足

開発担当者におけるデザイン
の素養の不足

20.0

60.0

41.3
41.2
13.6
30.4

44.1
9.1
26.1
26.5

中間管理職（マネージャークラ
ス）におけるデザインの素養の
不足

経営陣におけるデザインの必
要性への認識の低さ

40.0

18.2
19.6
26.5
9.1

52.8

23.9
35.3

費用対効果の説明が困難

22.7
その他

5.7
その他

2.2
2.9
4.5

【デザインの定義：経営】
(N=46)
【デザインの定義：広義】
(N=34)
【デザインの定義：狭義】
(N=22)

図 5-8 今後のデザイン活用における課題事項

クリエイティブの発揮に必要な企業体制については以下のようなことが判明した。


従前からデザイン部門がある企業（特に BtoC）では、全社的にクリエイティブの重
要性が理解されており、個別プロジェクトにおいて必要に応じてデザイナーの活用
などが行われている。ただし、第４次産業革命時代におけるデジタルベースでの UX
のデザインなどの領域については、人材の採用や育成も含めて、更に取り組む必要
がある。



経営トップの理解は必須である。これは従前からデザイン部門がある企業も、オー
ナー企業も、デジタルスタートアップ企業も共通である。社外取締役や相談役（社
長の元上司）からのプレッシャーや環境変化によって危機感を持つことにより、経
営トップの理解が進むものと思われる。



プロジェクトリーダーなど中堅については、経営層からのプレッシャーによって、
プロジェクト内部で短期間にユーザーを巻き込んで試行錯誤した結果として、クリ
エイティブを発揮しているというケースが多い。

5.3 クリエイティブの発揮に必要な企業体制の検討結果
5.3.1 研究会における議論内容
クリエイティブの発揮に必要な企業体制について、研究会において議論を実施した。研究
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会内で合意した見解や主な意見は以下のとおりである。
(1) クリエイティブの発揮に必要な企業体制構築のための前提条件
1) 組織文化
クリエイティブの発揮に必要な企業体制を検討するにあたって、
まずはクリエイティブを
発揮する人材に対して寛容な組織体であることが重要であるという点で合意が得られた。
さ
らに、
ユーザーインサイトを考え続ける企業文化を持っていることが重要であるという指摘
があった。
2) 企業内におけるクリエイティブへの理解
クリエイティブの発揮に必要な企業体制を構築するためには、企業内における各主体の理
解が重要である点は研究会内でも見解が一致した。
主体別の現状と特筆すべき留意点は以下
のとおりである。
a. 経営層
研究会においては、グローバルでは破壊的イノベーションに関する危機意識は高いが、日
本企業は低いという指摘もあり、
今後経営層を指導できる立場である相談役や社外取締役が
クリエイティブの必要性を認識し啓蒙すべきであるという点については見解が一致した。
特に製造業においては、経営層の意識変革は時間の問題であると捉える意見もあった。
b. 中堅（幹部候補）
中堅社員（特に幹部候補）については、大前提として既に自分なりの行動特性が身につい
ているため、自身のこれまでの固定観念を外さなければならないという意見があった。
また、経営層がクリエイティブ導入の必要性を認知しつつも、導入にあたり中核を担うマ
ネージャーがいないため誰にも仕事を任せることができない状況が課題であるとの指摘も
あり、経営層に加えて、実務を担う中堅層へも認識啓蒙させる必要がある。
c. 若手社員
若手社員については、実務経験に乏しいため、社内外でのアジャイル型やリーン型のクリ
エイティブを志向するプロジェクトやワークショップを通じて体感することがまずは重要
であるという意見があった。
(2) クリエイティブの発揮に必要な企業体制
1) 体制
会社としてクリエイティブの重要性を認識し、経営層にデザインに理解のある人材を配置
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する、もしくは CCO（Chief Creative Officer）／CDO（Chief Design Officer）またはそれに準
ずる役職を設置することの必然性が合意された。また、デザインを所管する組織については
社長もしくは CCO/CDO の直轄組織とすることの重要性も合意された。
それに加えて、プロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアを、既存事業の部署に
とらわれず、外部からも含めて招集すべきであるとの意見もあった。
また、クリエイティブの関連部署については、物理的に既存事業の拠点とは別にすべきで
あることや、デザイナーの社内キャリアプランが出来ていることも重要との指摘もあった。

2) プロジェクトの進め方
クリエイティブを発揮するプロジェクトの進め方については、まずはデザイナーをプロジ
ェクトの初期からチームに配置することが重要であるとの意見があった。また、プロダクト
/サービスの構築プロセスに、意思決定者から遂行者まで全員が常に関わっていること、さ
らに、構築プロセスに、顧客を巻き込んでいること（顧客との共創）も併せて重要となると
いう指摘もあった。
また、プロジェクトメンバーに営業を配置すると回答する 3 割の企業は、営業は顧客との
接点であり現場の情報を知っているだろうという期待があると推察されるため、
現場のこと
を知っており、
顧客の潜在的なニーズを探る能力に長けたデザイナーを入れれば良いのでは
ないかという意見があった。

5.3.2 クリエイティブの発揮に必要な企業体制の検討結果
高度デザイン人材の活用を社内に浸透させるためには、CEO がその有効性を十分に理解
して企業体制を整えることが重要である。しかし、従来の事業環境で成功した体験を持つ経
営者などの中には、新たな社内変革への対応が遅れたり、クリエイティブの価値理解が進ま
ないという事態も考えられる。そのために、自由な裁量権が保証された CCO(Chief Creative
Officer)や CDO(Chief Design Officer)を責任者として登用することが有効である。こうした
CCO/CDO は、クリエイティブの活用、変化する事業環境に対応した新製品・新サービスの
開発を行うとともに、CEO を含む他の経営者に対して必要性を明確に認識させる役割を担
うことが期待される。
大企業・中堅企業において、自社主導の「広義のデザイン」新製品・新サービス開発プロ
ジェクトを行う場合、既存事業が「狭義のデザイン」、あるいはデザイン自体を認識してい
ないようであれば、新規プロジェクトの拠点を物理的に既存の事業拠点と分ける等、既存の
価値観や評価軸が混在しないような環境にすべきである。
プロジェクトの責任者は、スピードが求められるため意思決定権限がある CCO/CDO ある
いは CEO である。新規プロジェクトの中長期的な成長への貢献を説明し、経営層との合意
形成も担う。
プロジェクトに参加するメンバー体制は、プロジェクトマネージャー、デザイナー、エン
ジニア等必ず複数の分野を横断して多様性を基準に構成し、
メンバーには高度デザイン人材
がいることが望ましい。その他の人間も、クリエイティブ活用の必要性・重要性を明確に認
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識しておくことが必要である。また、特に従業員数に限りがある中小企業等では社内でクリ
エイティブに理解がある人材を確保するのが難しい場合も多い。この場合、柔軟にクリエイ
ティブファームなど社外から参加してもらうことも有効である。
プロジェクト自体の進め方については、本調査の対象から外れるため詳細は割愛するが、
価値の具体化（プロトタイプ）～価値創造の検証～提供価値の評価～プロトタイプ修正のサ
イクルをアジャイルに進める。また、ユーザーと共に社会の課題の探索、価値共創を行い、
ビジネスパートナーとのオープンな協働・共創体制づくりを意識しながらプロジェクトを進
める。
一方、中小企業では、単独で上記のようなプロジェクトを推進するだけのリソースがない
ことが、取組みを始める際の障壁となる。また、地方では一緒に推進できるクリエイティブ
ファーム、デザインファーム自体が少なくそのような企業や人材を探索する事も難しい。そ
のため、
これらの人材に地方からでもアプローチできる人材データベースの提供が求められ
る。
さらに、高度デザイン人材の社内での位置づけも検討すべきである。これまで、高度デザ
イン人材に関しては、
評価やキャリアパスなど企業内での人事制度が十分とは言えなかった。
しかし、第４次産業革命下では、高度デザイン人材は企業がクリエイティブを発揮する源泉
となりうるため、人事制度や組織構造を見直し、企業の戦略の中核に高度デザイン人材を配
置することが必要である。
これらをまとめ初期仮説（図 5-1）をブラッシュアップさせた結果を図 5-9 に示す。企業
は外部クリエイティブファームやビジネスパートナーと連携しつつ、
社内プロジェクトチー
ムでクリエイティブを活かす取り組みが求められる。人材育成は高度人材育成機関と連携し
つつ、若手への OJT、中堅のアンラーニングを用いて行っていくこととなる。
また繰り返しになるが、これらの活動を進めるに当たっては、経営層の理解、CEO/CDO
の設置が非常に重要である。

図 5-9 クリエイティブの発揮に必要な企業体制
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6. クリエイティブを生かした企業競争力向上のための政策提言
ここまでの調査結果を踏まえ、
第４次産業革命下における企業でのクリエイティブの活用
を促進するために、考えられる施策は以下のようなものがある。
＜企業へのデザイン等クリエイティブの導入促進支援＞
①表彰制度：
価値提供プロセス全体をデザインした取組みを表彰する制度を新設することで、
クリエイ
ティブの導入推進を図る。
②従来の中小企業支援施策へのクリエイティブ活用の追加：
首都圏大企業だけではなく、地方の中小企業が新たな製品・サービスの開発を行う際のク
リエイティブ活用向上を目指し、デザイン人材（例：デザイナー･プロデューサー）データ
ベースの構築やマッチング支援など、外部デザイナー･プロデューサーとの連携を支援する。
また、中小企業向けのデザインの活用やクリエイティブの発揮を促すセミナーの開催や、
中小企業でのクリエイティブ導入促進を図る。
③産学連携強化：
高度デザイン教育で先行している大学等高等教育機関相互の情報交換を促すとともに、
モ
デルとなる教育カリキュラム（産学連携を含む）の策定を検討する。文部科学省で進められ
ている新たな高等教育機関構想の検討を念頭に置きつつ、次段階として、策定したモデルカ
リキュラムやパイロットケースを踏まえ、地方国立大学等を中心とした同カリキュラムの採
用、産学連携（地域内の他大学生／大学院生／専門学校（社会人学生含む）、 IT 企業／ソ
フトハウス、地場の中小企業、地方公的機関（公設試験研究機関、地方自治体、商工会議所
等）等）によるプロジェクトの立上げを支援する。
本調査では、第４次産業革命下において、企業の競争力を向上させる一つの手段としての
クリエイティブ活用について検討、提言を行ってきた。本調査の結果を受けて、企業のクリ
エイティブ活用が促進され、我が国の産業競争力向上に寄与できれば幸いである。
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参考資料 1：アンケート調査票
経済産業省
デザイン等クリエイティブの企業経営における活用実態調査アンケート
委託元：経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課（クリエイティブ産業課）
委託先：株式会社三菱総合研究所
《調査の趣旨・目的》
拝啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
現在、（株）三菱総合研究所（以下、弊社）では経済産業省の委託で、「第４次産業革命
におけるデザイン等のクリエイティブの重要性及び具体的な施策検討に係る調査研究」を実
施しております。近年、第４次産業革命の進展などの社会変化に伴い、商品・サービスニー
ズの多様化等が進展しております。その中で、これまでは製品の外観の装飾を意味すること
が多かったデザインの役割も大きく変わり、
「多様なユーザーが本質的に求める価値を探り、
コンセプトを設計し最適な商品・サービス化に向けて洗練していく」という方向にデザイン
の役割が拡大すると考えられます。
こうした状況を踏まえ、政府が発表した日本再興戦略改訂版 2016 では、企業経営におけ
るデザインの活用方法について普及・啓発を図るためのアクションプランの策定、デザイン
人材育成支援・環境整備に関する施策の具体化を実施することとしております。本事業では、
第４次産業革命下におけるデザインの重要性の検証とアクションプラン・人材育成施策の具
体化に向けた調査を実施しています。
本アンケート調査は国内におけるデザイン活用の実態を把握するべく実施するものです。
アンケート調査結果よりデザインの活用実態を把握し、
それを踏まえデザインに関わる高度
人材の活用施策等を検討することを目的としています。本アンケートは全部で 30 問程度、
回答に要する時間は 30 分程度を想定しています。
また、回答は貴方が把握されている範囲で結構ですので、回答可能な項目についてご回答
ください。なお、アンケート調査結果については、経済産業省に提供するとともに、弊社が
集計、分析を行うために、（株）クロス・マーケティングへの委託を予定しております。ご
回答結果については集計・統計的処理の上公表することを予定しており、個別の回答結果を
公表することはございません。
本調査におけるお問い合わせにつきましては、下記をご参照ください。調査の趣旨をご高
配の上、本アンケート調査にご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
《問い合わせ先》
株式会社三菱総合研究所

第４次産業革命におけるデザイン等のクリエイティブの重要性

及び具体的な施策検討に係る調査研究 アンケート係（齊藤、藤本、岩崎、杉江）
e-mail：inquiry-degicre-ml@mri.co.jp

Tel：03-6705-6053 （月～金：10:00～17:00）
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【アンケート項目】
1

企業の基本情報
1.1

設立年数、社員数、業種

貴社名

【自由記述】

設立年数

【数字のプルダウン】

社員数

50 人以下は 10 刻み
100 人以下は 50 刻み
1000 人以下は 100 刻み
1000 以上は 1000 刻み、最後は 10000 人以上

業種

【業種一覧表のプルダウン】
「その他（業種一覧表に対応しない）」を追加

1.2

貴社の経営状況についてお聞かせください

【各項目について、該当する数字を 1 つ選んでください】
直近 5 年の平均 12%
9 ％ 6% 3% 0% -3%
以上 ～
～
～
～
～
売上高増加率
9% 6% 3% 0%
12

-6 ％
～
-3%

-9%
～
-6%

-9%
～
-12%

-12
％以

-9%
～
-6%

-9%
～
-12%

-12
％以

下

%
直近 5 年の平均
営業利益増加率

1.3

12%
以上

9％
～
12
%

6%
～
9%

3%
～
6%

0%
～
3%

-3%
～
0%

-6 ％
～
-3%

貴方のご所属/ご役職についてご回答ください

ご所属：役員室、企画部門、管理

ご役職：（自由記述：）

部門、事業部門、研究開発部門、
デザイン部門、営業部門、その他
（自由記述：）
2

貴社のコアビジネスは下記の 3 つの分野のどこにあてはまりますか

【該当するものを 1 つ選択してください】

BtoB（法人向けビジネス）部品/サービス
BtoB（法人向けビジネス）製品/サービス
BtoC（個人向けビジネス）製品/サービス
その他（上記に該当しない）
※ 以下では上記で答えた分野についてお答えください
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下

3

貴社の中では「デザイン」をどのようにとらえていますか

【該当するものを 1 つ選択してください】
【デザインの定義①】
意匠（製品やパッケージの装飾）、ユーザーインターフェースの設計
【デザインの定義②】
定義①に加え、ユーザー体験の設計、製品／サービスの全体設計まで含む
（ユーザーの行動や気持ちがどう変化するかを詳細に検討したのちに、製
品・サービスを設計していく 等）
【デザインの定義③】
定義①、②に加え、ビジネスモデルやエコシステムの設計まで含む

4

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

【以下の項目について、重視するものを重要な順に 3 つ選んでください】
低価格での製品/サービス提供
ある機能が高品質化・高性能化された製品/サービス提供
多機能な製品/サービス提供
耐久性がある製品/サービス提供
顧客にとっての使いやすい製品/サービス提供
新製品/サービスの外観の良さ
新製品/サービスと全顧客接点との一貫性
新製品/サービスに関するステークホルダー全体の設計（エコシステム）
その他（自由記述：）
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5

「デザイン」には様々な使われ方が存在しますが、貴社において、デザインという言
葉の使われ方をお聞かせ下さい。

【該当するものを全て選択してください】
※ 2 で答えた分野についてお答えください
製品コンセプトの設計
製品/サービスを使った時に得られる体験/価値（UX：User Experience）の設
計
製品/サービスの機能・仕様の設計
製品/サービスのインターフェイス (UI：User Interface) の設計
製品やパッケージの外観に関する色・形の設計
調達から販売までのサプライチェーンの構築
製造工程の設計（生産技術）
広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等）
販促物の制作（プレゼン資料含む）
Web サイト等のデジタル顧客接点の設計
組織設計・人事制度設計
（中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計
個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計
研究部門における技術開発ロードマップの策定
個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計
地域や社会の課題が持つ複雑な課題を解決するための設計
社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等）
その他（自由記述：

）
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6

デザインを活用する上での期待、及び達成状況についてお聞かせください

【各項目について、該当する数字を 1 つ選んでください】
【弱 ← 1・2・3・4・5 → 強】
貴社でデザイン

左記の期待はど

を活用すること

の程度達成され

で、期待していた

ていますか？

ことは何です
か？
企業全体の売上げの向上

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

新事業の立ち上げ数増加

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

新サービス/製品の創出数増加

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

新サービス/製品の開発サイクルの短縮

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

他社と差別化されたサービス/製品の開発

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

新規市場/顧客の開拓

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

企業・ブランドイメージの向上

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

顧客満足度の向上

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

膠着した組織風土の改革

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

従業員満足度の向上

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

何か新しい製品・事業が生まれてくる雰囲気

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

1・2・3・4・5

の醸成
優秀な人材の採用しやすさ
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7

貴社において、デザイナーが関わるフェーズをお聞かせ下さい。

【該当するものを全て選択してください】

経営企画/営業企画等の企画部門
人事部門・総務部門などの管理部門
研究所など研究部門
製造工程など、生産部門
製品／サービス企画
要素技術・機能設計
意匠・ユーザーインターフェース設計
製造流通
広告宣伝
販売営業
保守・アフターサービス
その他（自由記述：
8

）

新製品/サービス開発プロジェクトの進め方
8.1

新製品/サービス開発プロジェクトについて、貴社では一般的にどのようなメン
バー構成で取り組むことが多いですか

【該当するものを全て選択してください】
経営企画部など本社の開発/企画系
営業系
設計開発系
生産技術系
アフターサービス系
デザイン系
管理部門（法務・経理・総務）系
その他（自由記述：

）
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8.2

一般的に、貴社ではどのメンバーがリーダーになることが多いですか

【該当するものを全て選択してください】
経営企画部など本社の開発/企画系
営業系
設計開発系
生産技術系
アフターサービス系
デザイン系
管理部門（法務・経理・総務）系
その他（自由記述：

8.3

）

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

【該当するものを 1 つ選択してください】
プロジェクト完遂までのすべての予算・権限を持っている
プロトタイプまで作成して試行できる予算・権限を持っている
調査を行う程度の予算・権限を持っている
あまり権限が無い（都度責任者に取り計らう）
その他（自由記述：
8.4

）

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

【該当するものを 1 つ選択してください】
プロジェクト完遂までのすべての予算・権限を持っている
プロトタイプまで作成して試行できる予算・権限を持っている
調査を行う程度の予算・権限を持っている
あまり権限が無い（都度責任者に取り計らう）
その他（自由記述：

8.5

）

プロジェクトを実施する際に、どのように顧客を巻き込んでいますか

【該当するものを全て選択してください】
現場訪問をさせてもらっている（フィールド調査やエスノグラフィなど）
プロジェクトの主要な意志決定に参画してもらっている
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プロジェクトで定期的にアドバイスをもらっている
単発のヒアリングを行っている
個々の顧客には特に関わってもらっていない
その他（自由記述：
9

）

デザインに関する組織体制について
9.1

貴社の中にはデザイン専門の組織/チームがありますか

【該当するものを全て選択してください】
グループ会社として存在（分社化されている）
インハウス（独立した組織で、経営陣直轄等として存在）
インハウス（事業部の中の１グループとして存在）
社外にお願いしている（アウトソーシング）
社外にお願いしている（パートナー企業と協業）
社内に無く、社外にもお願いしていない（→問 9.6 へ）
その他（自由記述：）
9.2

デザイン専門組織/チームの設立年次を教えてください

設立年次（西暦）：
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9.3

貴社のデザイン専門組織/チームの役割にはどのようなものがありますか

【該当するものを全て選択してください】
製品コンセプトの設計
製品/サービスを使った時に得られる体験/価値（UX：User Experience）の設計
製品/サービスの機能・仕様の設計
製品/サービスのインターフェイス (UI：User Interface)の設計
製品やパッケージの外観に関する色・形の設計
調達から販売までのサプライチェーンの構築
製造工程の設計（生産技術）
広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等）
販促物の制作（プレゼン資料含む）
Web サイト等のデジタル顧客接点の設計
組織設計・人事制度設計
（中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計
個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計
研究部門における技術開発ロードマップの策定
個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計
地域や社会の課題が持つ複雑な課題を解決するための設計
社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等）
その他（自由記述：

）

71

9.4

社外（デザインファーム等）にお願いする際の主な機能は何ですか

【該当するものを全て選択してください】
※9.1 で「社外にお願いしている」と答えた方のみお答えください
製品コンセプトの設計
製品/サービスを使った時に得られる体験/価値（UX：User Experience）の設計
製品/サービスの機能・仕様の設計
製品/サービスのインターフェイス (UI：User Interface) の設計
製品やパッケージの外観に関する色・形の設計
調達から販売までのサプライチェーンの構築
製造工程の設計（生産技術）
広報戦略の設計（ブランドイメージ向上等）
販促物の制作（プレゼン資料含む）
Web サイト等のデジタル顧客接点の設計
組織設計・人事制度設計
（中期経営計画など）全社経営戦略・戦術の設計
個別事業／製品／サービスのビジネスモデル全体の設計
研究部門における技術開発ロードマップの策定
個別事業／製品／サービスのエコシステムの設計
地域や社会の課題が持つ複雑な課題を解決するための設計
社内に対する教育研修の提供（デザイン思考等）
その他（自由記述：

）
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9.5

貴社のデザインの組織/チームの評価はどのような指標で行っていますか

【該当するものを全て選択してください】
デザイナーが関わったプロジェクト数
売上/利益への貢献
デザイナーが関わったプロジェクトメンバー（他事業部）からの評価
社内へのデザインへの認識の普及
メディアからの取材数
顧客満足度の向上
ブランドイメージの向上
社内外のアワード受賞数
その他（具体的に：

）

あまり評価はされておらず、経営陣の主観による

9.6

貴社は、今後デザインをより一層活用していく意向ですか（≒今後デザインに対
する投入リソースを増加させますか）

【該当するものを 1 つ選択してください】
今後、デザインをより一層活用していく意向である（→問 9.7 へ）
現状と同じ程度、今後もデザインを活用していく
デザインは、今後はあまり活用していかない予定である
9.7

今後デザインをより一層活用していく際に、課題となるであろう事柄は何ですか）

【該当するものを全て選択してください】
新商品・サービスデザインをリードできるデザイナーの不足
開発担当者におけるデザインの素養の不足
中間管理職（マネージャークラス）におけるデザインの素養の不足
経営陣におけるデザインの必要性への認識の低さ
費用対効果の説明が困難
その他（自由記述：）
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9.8

デザインに関して責任/判断権限を持つ方はどの位置づけにありますか

【該当するものを 1 つ選択してください】
社長のみ
社外取締役/相談役
CDO（チーフデザインオフィサー）、CCO（チーフクリエイティブオフィ
サー）
担当役員/本部長クラス
事業部長クラス
その他（

10

）

デザイン人材採用・育成
10.1 貴社ではデザイン人材に対して、何を求めていますか

【該当するものを全て選択してください】
目を引く製品デザインをする能力（色彩、デッサン）
ユニークな感性
人間工学に関する専門知識
人の持つ、潜在的な課題や気持ち（インサイト）を発見する能力
サービスに関する知識・スキル
コミュニケーションスキル
一般的なビジネススキル（プレゼン、名刺など）
マーケティングの知識・スキル
データサイエンティストの知識・スキル
建築・構造物関連の知識・スキル
ファイナンスの知識・スキル
エンジニアリングの知識・スキル
マネジメントの知識・スキル
広報に関する知識・スキル
IT・Web に関する知識・スキル
AI に関する知識・スキル
IoT に関する知識・スキル
その他（自由記述：）
10.2 貴社のデザイン人材が持っている能力・スキルは何ですか
【該当するものを全て選択してください】
目を引く製品デザインをする能力（色彩、デッサン）
ユニークな感性
人間工学に関する専門知識
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人の持つ、潜在的な課題や気持ち（インサイト）を発見する能力
サービスに関する知識・スキル
コミュニケーションスキル
一般的なビジネススキル（プレゼン、名刺など）
マーケティングの知識・スキル
データサイエンティストの知識・スキル
建築・構造物関連の知識・スキル
ファイナンスの知識・スキル
エンジニアリングの知識・スキル
マネジメントの知識・スキル
広報に関する知識・スキル
IT・Web に関する知識・スキル
AI に関する知識・スキル
IoT に関する知識・スキル
その他（自由記述：）
10.3 貴社ではどの程度デザイン人材の採用を重要視していますか
【最も近いものを 1 つ選択してください】
デザイン人材を最重要分野の一つとして、戦略的に採用している
デザイン人材の専門枠を用意し、積極的に採用している
デザイン人材専門枠は設けていないが、一定程度採用する様配慮している
デザイン人材を意識した採用は行っていない（→問 10.5 へ）
デザイン人材は必要としていない（→問 10.5 へ）

10.4 貴社は主にどのような経歴の人材をデザイン人材として採用していますか
【該当するものを全て選択してください】
芸術・美術系から採用
工学・技術系から採用
社会・人文・心理系から採用
経営・商学系から採用
その他
特に意識して最初から採用しているわけでは無い
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10.5 貴社ではデザイン人材を育成するためにどのような取り組みを行っていますか
【該当するものを全て選択してください】
独自のカリキュラム等を用意し集中的に研修
外部に委託（講師招聘、研修派遣など）
OJT など現場の業務を通した習得
他部門（営業など）へのローテーションなどを通じた教育（具体的な部署
名：）
国内外デザイン系教育機関への留学（スタンフォード大学 d.school 等）
希望者に対する補助（金銭・機会）
その他（

）

特に何も行っていない
10.6 貴社ではデザイン人材に対して、どのようなキャリアパスがありますか
【該当するものを全て選択してください】
デザインの専門家として処遇する
新製品/新サービスの開発責任者として処遇する
事業部門のマネージャーとして処遇する
経営陣として処遇する
その他（自由記述：

）

以上
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参考資料 2：委員会等議事録
第 1 回委員会
【開催概要】
会議名

第 1 回クリエイティブ研究会

日時

2016 年 11 月 14 日(月) 16:00-18:30

場所

経済産業省 別館 PEARCH OFFICE

出席者(所属) *敬称略

澤谷 由里子（東京工科大学大学院）
柴田 尚希（三菱重工業株式会社）
土屋 尚史（株式会社グッドパッチ）
西村 万里子（株式会社 HEART CATCH）
林

千晶（株式会社 ロフトワーク）

山中 俊治（東京大学）
鷲田 祐一（一橋大学）
出席者(MRI)

杉江

周平、大川

真史、岩崎

亜紀、藤本

敦也、齊藤

千

紗
研究会テーマ

クリエイティブの定義・分類について
企業のクリエイティブと成長性の相関について

配布資料

・第 1 回研究会 議事次第
・資料 1:第 1 回研究会 研究会概要
・資料 2:第 1 回研究会 グループ分け
・資料 3:第 1 回研究会 議論用資料
・別紙 1:第 1 回研究会 委員名簿
・別紙 2:第 1 回研究会 出席者名簿

【議事概要】


第 1 回研究会

本調査と本研究会の趣旨について事務局から説明の後、
クリエイティブを活かした企業成長
の構造及びクリエイティブ指標の 2 テーマについて、4 グループ（1 テーマにつき 2 グルー
プずつ）に分かれ、自由討議を行った。委員からの主な意見は以下のとおり。


クリエイティブを活かした企業成長の構造について

グループ 1


企業の中でデザインやクリエイティブを理解している人があまりに少ない
ため、若手・中堅（幹部候補）・経営層の階層ごとに以下のような取り組み
をすると良いのではないか。
-

若手は実務経験が乏しいため、
社内外でのクリエイティブを志向するプ
ロジェクトやワークショップを通じて、
クリエイティブの重要性を体感
すべきである。

-

自分なりのビジネススタイルが身についている中堅は、
固定概念を外す
と共に、他社でのインターンシップなどの体験を通じて、クリエイティ
ブの重要性を認識する必要がある。

-

経営層を指導できる立場である相談役や社外取締役がクリエイティブ
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の必要性を認識し啓蒙すべきである。


上記のような取り組みはプログラム化することができると考えられるため、
経済産業省や外郭団体などの公的機関がサポートすべきではないか。



従来クリエイティブを活用してこなかった業種（例えば素材メーカーや電力
など社会インフラを担う企業）にもクリエイティブの重要性を訴求すべき。

グループ 2


インダストリー4.0 が進む中で、プロダクトのみではなく、ビジネスモデル
及びエコシステムのデザインプロセスにおけるクリエイティブが必要とさ
れている。



デザイナーに求められる役割は、“格好良い製品を作ること“から”新しい
ビジネスモデルを創ること”に変わる。



既存の各事業部門から 1 名ずつ社員を寄せ集めたような臨時的な組織では、
部署を背負っているという意識から自分の部署の利益や確実性を優先した、
保守的な議論に陥りがちなため、イノベーションは生じない。



上記を踏まえ、新規事業部門のトップ（専従）として、CDO（Chief Design
Officer）を据えるべきだと考える。上記新規事業の組織内には、エコシステ
ムやビジネスモデル等も分かるデザイナー、エンジニア（AI、ディープラ
ーニングなどの最先端の科学技術を理解している者）プロダクトマネジャー
を外部から召集したり、既存事業の部署にとらわれずに必要な職種・人物と
いう基準で招集する。



上記の組織では既存事業と比較して、以下のようなことが起こり得る。
-

組織文化、評価システム（例えば失敗数で評価する等）軸の変革が必要
になる ※QuickWin 等

-

高速なリーン・スタートアップが可能になる

-

外部ネットワークでインフォーマルな情報収集の積極実施が必須にな
る



新規事業モデルでは、外部人材の活用により、プロダクトスタイルもオープ
ン戦略となり、製品自体がオープンプラットフォーム化する。そのプラット
フォームに、カスタマーがデータを持ち寄り、カスタマイズする。これがイ
ノベーションにつながる。



エコシステムとビジネスモデルを設計できることが、今後のクリエイティブ
の本質になる。既存のデザイナーについては、次世代のクリエイティブを支
えるための素養として、ビジネスモデル等を教育していく必要がある。



上記を踏まえ、新規事業部門のトップ（専従）として、CDO（Chief Design
Officer）を据えるべきだと考える。上記新規事業の組織内には、エコシステ
ムやビジネスモデル等も分かるデザイナー、エンジニア（AI、ディープラ
ーニングなどの最先端の科学技術を理解している者）プロダクトマネジャー
を外部から召集したり、既存事業の部署にとらわれずに必要な職種・人物と
いう基準で招集する。
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クリエイティブ指標について

グループ 3


人に関するクリエイティブ指標には共感力・傾聴力がある・好奇心があると



いう要因が影響を与えるのではないか。



クリエイティブな人は、
企業にとって前例にないことや突拍子のないことを
するため、それを容認するような寛容な組織体があることが重要である。



顧客の言う課題を解決する力だけではなく、
そもそも課題は何なのかを発見
する力がクリエイティブには重要である。課題発見力を捉える指標としては、
ユーザーを観察して発見した課題からどれほど解決策を取捨選択したか、
指
標化した方がわかりやすい。例えば、失敗の数をカウントした方が良い。



経験則として、
混沌の中からクリエーションが生まれている実感を多くの人
が持っているため、
理路整然とクリエイティブ指標として表現しようとする
と、クリエーションは見えなくなってしまう。



上司からの人事評価において、失敗の数等ではなく、良いか悪いかの評価軸
で分類されてしまうことが、結果的にクリエイティブを阻害してしまってい
るのではないかと推察される。
このようなクリエイティブを発揮できなくさ
せる要素を指標とする「ノン・クリエイティブ指標」
のようなものをつくり、
企業が自社環境を自覚する機会を作ることが重要である。

グループ 4


クリエイティブを活かした企業については、まずは、経営陣の中に CCO
（Chief Creative Officer＝ビジネス全体の設計力を持ち、経営陣と研究開発、
デザイナーの 3 つをつなげる役割）もしくは CCO に準じた担当役員のいる
こと、そして、余裕・余白のある企業風土が必要である。



上記の前提からクリエイティブ指標を考えると、組織体制の観点からは
CCO がいるか否か、そしてデザイナーがいるか否か、デザイン組織が社長
直轄であるか否かがクリエイティブ指標として考えられる。
経営陣がクリエ
イティブの重要性をどこまで感じているかも重要である。



社内の働き方や取組みとしてデザイナーの社内キャリアンプランができて
いるか（例：営業職を 2 年間経験する）、プロダクト/サービスの構築プロ
セスに意思決定者が参加している度合い（ミーティングのみ、顧客ヒアリン
グに参加しているか等）、常にユーザーのことを念頭に「誰のために」「な
ぜこのサービスが必要なのか」
というユーザーインサイトを大切にしている
文化・スタイルか（どの程度、顧客を巻き込みながらプロダクト/サービス
デザインを行っているか）も重要である。



上記の指標を、あえて外部パートナーや競合、顧客側から評価してもらうこ
とも考えた方がよい。



クリエイティブを活かしている企業のイメージは、
サプライチェーンの上流
にいる企業よりも、顧客に近い企業ではないか。



どのように社会にクリエイティブの必要性の啓蒙活動を行っていくかにつ
いては、
「高度デザイン人材が社内に一定以上いることを認証制度の評価項
目として入れ込んでしまう（ISO 等）（※ボトムアップを目標）」」、「ク
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リエイティブ企業を表彰（※トップランナーの発掘）」、「高度デザイン人
材の認定（大学等から推薦をもらう等）」等が考えられる。
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第 2 回委員会
【開催概要】
会議名

第 2 回クリエイティブ研究会

日時

2016 年 12 月 13 日(火) 10:00-12:30

場所

経済産業省 本館 1 階西共用会議室

出席者(所属) *敬称略

有吉 司（㈱日立製作所）
熊野 信太郎（三菱重工業株式会社）
澤谷 由里子（東京工科大学大学院）
柴田 尚希（三菱重工業株式会社）
田中 徹（三菱日立パワーシステムズ株式会社）
土屋 尚史（株式会社グッドパッチ）
西村 万里子（株式会社 HEART CATCH）
平山 信彦（株式会社内田洋行）
山中 俊治（東京大学）
山内 文子（ソニー株式会社）
鷲田 祐一（一橋大学）

出席者(MRI)

大川 真史、岩崎 亜紀、藤本 敦也、齊藤 千紗

研究会テーマ

企業経営へのデザイン等のクリエイティブの導入について

配布資料

・第 2 回研究会 議事次第
・資料 1:第 2 回研究会 研究会概要
・別紙 1:第 1 回研究会 委員名簿
・別紙 2:第 1 回研究会 出席者名簿
・別紙 3:クリエイティブアンケート調査票
・別紙 4:第 1 回研究会＿議論用資料
・座席表
・参考資料：コンピテンシー調査概要について
・西垣課長今後について

【議事概要】


第 2 回研究会

本調査と本研究会の趣旨について事務局から説明の後、5 名の招聘委員から企業経営へのク
リエイティブ導入をテーマとし事例紹介を実施した。最後にクリエイティブ研究会で今後実
施するアンケート調査票の調査項目をテーマとし自由討議を行った。
委員からの主な意見は
以下のとおり。


【㈱内田洋行の発表概要】


当社のデザイナーは担当の仕事以外にも、自ら率先して多様な領域に手を出
す気風があった。自律的に動くデザイナーと他部門（営業・システム）の社
員の間で、
シナジーが生まれるように適切にマネジメントすることが当社の
長年の課題であった。



新事業領域を担う ICT エンジニアの育成のため設立した次世代ソリューシ
ョン開発センタやカスタマーブリーフィングセンターにデザイナーも関わ
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ることにより、デザイン部門とエンジニア、もしくは大学研究者や他企業の
開発者と交流できる機会を生み出す契機となった。


そのような動きが契機となって、デザイナーの考え方や行動様式が協業する
営業やエンジニアのメンバーと共有できるようになった。このような協業の
中から、イノベーターやアーリーアダプターが生まれた。



①他部門のメンバーと協業し新しい価値を生みだせるデザイナーがまだ少
数に留まること②デザインのプロフィット化が確立できていないこと、以上
2 点が今後の課題である。



質疑応答


デザイナーの自発的な提案を受容する会社風土なのか。
-

デザイナーの自発的な提案は、
収益性が確保されていれば概ね社内で承
認される。ただし、現場のデザイナーに過大にマネタイズに関するプレ
ッシャーを与えないよう配慮している。



デザイナーはデザイン部門に集約されているのか。
-

デザイン部門として最大規模のチームは、100%出資の子会社として分
社化した。子会社の出向者に対しては、ストレスが堪らないよう自由度
を与えている。



デザイナーに対する評価指標はどのように設定しているのか。
-

デザイナーの評価指標は、
①プロセスの評価②成果の評価の 2 とおりあ
る。①ではデザイナーが自身へ行うインプット、及び成果貢献へのプロ
セスを評価している。②ではプロジェクト貢献利益を評価している。

-

企業としてクリエイティブを失えばビジネスが成立しえないことを、
経
営層は理解している。経営層は悩みつつクリエイティブと収益性のバラ
ンスをとっている。



【日立製作所の発表概要】


第４次産業革命に代表される社会変化を機に日立の経営・事業ポートフォリ
オの見直しが求められた。同時に、研究開発・デザイン部門も既存の体制か
ら変わる必要が生じ研究開発グループを 3 つの部門に分類した。
①社会イノ
ベーション協創センタ②テクノロジーイノベーションセンタ③基礎研究セ
ンタである。



東京社会イノベーション協創センタは旧デザイン本部を主体に、
横浜研究所
にいたサービス工学の研究部門、中央研究所で顧客に近いところで協創研究
をしていた部門のメンバーを集結して構成されている。



研究開発グループの役割は、事業部門がイノベーション事業を起こすため、
顧客課題に基づいたソリューション提案とそれに必要な技術開発である。
前
者は社会イノベーション協創センタが、
後者はテクノロジーイノベーション
センタが主に担っている。



質疑応答


デザインプロセスの刷新において、大きな転換点となった出来事は何か。
-

25 年ほど前からデザイン部門への美術系デザイナー以外の採用がはじ
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まった。具体的には心理学・社会学などを学んだ人材で、彼らは顧客や
ユーザのニーズ探索を先導している。


デザインと研究のシナジーを期待する上で人材育成はどういう方針なのか。
専門化するのか、あるいは多能化するのか。
-

デザインに特化した人材は、入社後も専門性を特化させる方針で育成し
ている。



社内で、研究開発の成果を測定する指標が存在するのか。あればどのような
内容なのか。
-

研究開発グループ全体では事業収益に対する貢献度を KPI としており、
各研究所で異なるその他の KPI を設定している。



クリエイティブの導入の必要性や、
クリエイティブ導入への危機意識につい
て社内で共有しているのか。
-

当社では「クリエイティブ」という言葉は使っていない。「イノベーシ
ョン」が起きているかに重点を置いている。



【㈱ロフトワークの発表概要】


当社では「新規事業を創る支援」を行っている。顧客の価値創造サイクルの
回転率を上げることが、「新規事業を創る支援」では重要である。回転率を
上げるためには、
新規事業を創るプロセスにデザインの力を導入する必要が
ある。



自社技術を既存事業から転用し、新たな事業を創出したいという依頼が増加
している。



新事業を探索している大企業の多くは、
デザイン思考によるアイディアの量
産には成功している。しかし、量産されたアイディアを元にした新事業の創
出に辿りつかないという問題を抱えている。



新規事業探索では提案プロセス自体の順番、
提案プロセスの重要なポイント
を把握する必要がある。順番・ポイントを抑えなければ、最終的に事業創造
は達成できない。
新規事業探索における最適な提案プロセスを追求すること
が、当社の役割である。



イノベーションを推進するにあたり、デザインリサーチは重要な手法となる。



従来の定性調査・定量調査は顕在ニーズに対して、調査の有効性がある。ニ
ーズがまだ存在していない領域（＝イノベーション領域）、そして無意識的
に存在する隠れたニーズに対しては、デザインリサーチが有効である。



各部門に所属する社員によって異なる、
多様な価値観を社内調査で掘り起こ
す。その価値観を元に、会社全体での統合プロセスを確立する。会社全体の
シンセシスを構築することが、デザインリサーチでは重要である。



より強度のある新規事業を提案するためには、提案プロセスの初期段階にま
ず着眼する必要がある。既存のものとは異なるフレームワークを検討し、従
来のペルソナとは異なるニーズやアーキタイプを明らかにしていきたい。



質疑応答（時間調整のため、質疑応答を割愛）
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全体ディスカッション


本研究会で実施するアンケート調査票に関して自由討議を行った。



今後はアンケート調査・ヒアリング調査を実施し、3 回の研究会を開催する。
今年度末に本調査・研究会の成果を公表する最終報告会を開催する。
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第 3 回委員会
【開催概要】
会議名

第 3 回クリエイティブ研究会

日時

2017 年 1 月 13 日（金） 9:00-12:00

場所

経済産業省本館１７階東７

出席者(所属) *敬称略

澤谷 由里子（東京工科大学大学院）

第２～３共用会議室

柴田 尚希（三菱重工業株式会社）
土屋 尚史（株式会社グッドパッチ）
西村 万里子（株式会社 HEART CATCH）
浜野 慶一（株式会社 浜野製作所）
林

千晶（株式会社 ロフトワーク）

安嶋 明（日本みらいキャピタル株式会社）
山中 俊治（東京大学）
鷲田 祐一（一橋大学）
出席者(MRI)

杉江 周平、大川 真史、岩崎 亜紀、齊藤 千紗

研究会テーマ

地域・中小企業におけるデザイン等のクリエイティビティの導
入について

配布資料

第３回研究会 議事次第
資料１：第 3 回研究会＿研究会概要
資料２：安嶋 明様発表資料
別紙１：第３回研究会 委員名簿
別紙２：第３回研究会 出席者名簿
別紙３：座席表

【議事概要】


第 3 回研究会

本研究会の趣旨について事務局から説明後、
地域または中小企業経営へのクリエイティブ導
入の事例を 2 名の招聘委員からご紹介頂いた。その後質疑応答、全体ディスカッションを実
施。委員からの主な意見を下記に示す。


【日本みらいキャピタル株式会社の発表概要】


社会環境の変化によって、経験による固定観念が時代遅れになったり、有効
性を失ったりすることがある。その場合に、個人単位・組織単位で今まで持
っていた固定観念を取捨選択することが重要である。その概念をアンラーニ
ングと呼んでいる。



「アンラーニング」は従来「学習棄却」と訳され、「棄てる」ことに重点が
おかれがちであったが、私たちはこれを「学びほぐし」と言って、外部から
の力で個人の考え方を一方的に変えさせるのではなく、「職場」や「個人」
の関係性を編み直す場をデザインすることを通じて、その参加者が相互にま
た内発的に自分のものの見方を見通す機会を提供している。



現場で働く社員による職場横断型ワークショップ
（ファシリテーションと呼
んでいる）
はその試みである。職場、組織が蛸壺化している対象企業が多く、
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異なる職場間の対話を通して、
新たな気づき・行動見直し
（アンラーニング）
を促すことが必要である。


製造企業３社合同のワークショップを実施したケースでは、
各企業の独自の
営みを相互の営みへと展開し、社員同士がお互いに持つ共感・違和感を語る
ことから、
自分たちが従来当たり前として疑うことのなかった自身のものの
見方を振り返ることができた。



製造業の現場では技能の伝承が難しいという課題が常にある。見て覚える、
人の技を盗む等、
自身の日々の仕事の中でいわば無意識に身につけたワザを、
後輩に教える方法がわからないという悩みを多くの社員が抱えていた。



３社合同のファシリテーションを実施した結果、
前提条件
（メンタルモデル）
を見直す機会となった。
お互いそれまで当然だと認識していたことが他社で
は当然ではないことに気づき、社員が個人で自社を見直すようになった。



３社が自律分散型協働（主体的に他社との協業の可能性を模索する活動）、
例えば、経営会議に相互に出席することが計画されるようになった。３社が
お互いに開かれた関係性を構築することができた。



職場・組織の境界を超えた場をデザインし、「異質な知」の出会いにより相
互の気付きを引き出す営み（ファシリテーション）、その結果生まれる新た
な創発活動、変革活動を継続することが必要である。



質疑応答


「３社の関係性の向上」以外でも、ファシリテーションの成果を見る評価軸
は。
-

最終的には業績（企業価値）が向上するか。各社の業績にはばらつきは
あるが、概ね右肩上がりで業績は向上した。また、定期的にアンケート
をとる、インタビューをするなどして参加者の意識の変化を定量的、定
性的に把握するように努めている。



ファシリテーション活動の目的として、個としての発想力・気づき等の能力
を高めること、そして組織の力を高めることの両方を狙って行ったのか。
-

個と組織を二元的に捉えていない。
年配の社員から若手まで多様な年代
が共にゲームを楽しむという環境は簡単には生まれない。ワークショッ
プに取り組む過程で、個や組織の関係性を再構築することで個人、組織
が一体的に変化していく



ワークショップでは、場をリードする年配の上司や印象的な社員が突出する
傾向がある。ワークショップは突出した参加者の魅力・リーダーシップに依
存してしまうのでは。
-

個人の個性・キャラクターで場の雰囲気が変わる部分はあるが、リーダ
ーだけが存在してもフォロワーがいないと場は何も動かない。リーダー
とフォロワーは相互に関係しているし、
時にそれらは立場を入れ替える。
第三者（私たち）がファシリテートすることで職場の上下関係に引きず
られないよう、一定のコントロールを行っている。

-

中小企業はトップが強い傾向があり、トップも部下もそれぞれ相手に変
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わってもらいたいと切望している。
我々が現場に入って相互関係性に揺
さぶりをかけそれを組み替えていくことが重要である。
ワークショップ
を進める中で社員の個性は活かされる。


ファシリテーション参加者の体験は身体に働きかける内容が多かったと推
察されるが、意識して身体的な要素が多い内容にしたのか。
-

その通りである。製造業では身体を通して技能を獲得する傾向がある。
無意識に先輩社員のまねをする中で身体知としてワザを獲得する。従っ
てワークショップにおいても、
身体を動かしながら新たなストーリーを
つくる、ワークなどを通じて参加者の気付きを促していく、などの身体
を通じた経験などが重要である。



【株式会社 浜野製作所発表概要】


浜野製作所は墨田区にある金属部品加工の町工場である。墨田区には工場地
域・工業地域が少ない上に大企業の工場がほとんど無い。自宅と工場が統合
されている家族経営の町工場が多い。



継続的に収益をもつ組織・団体が区内に存在せず経済活動が下火であるため、
行政の活発な活動を生み出す契機となった。



事業概要は①設計・開発②試作・検証③量産加工④組込・組立・検証の 4
つで構成されている。かつては③量産加工専門だったが、現在は①設計開発
②試作も手がけている。ものづくりの総合支援施設（Garage Sumida）を立
ち上げ、デジタル工作機械を取り揃えて試作品製作のサポートをしている。



当社は大学・企業・地元行政と連携して多様なプロジェクトを実施している。
多様な組織との連携によって、
優良技術をもちつつも自社の技術の高さを理
解できていない町工場に、自社の優良技術の自覚を促すことができる。



当社は基盤技術の金属加工が強みである。現在はメーカー800 社と中小企業
で構成されている全国のネットワークの企画・運営をしている。今後は中小
企業自らが情報発信して、業界・業種を横断するような業務に取り組む必要
がある。



①情報の上流からコミット（地産地消型のものづくり）②下請け体質からの
脱却③ネットワークの活用を今後の中小製造業のテーマとして掲げている。



Garage Sumida をハブとして、墨田区内や全国でものづくりネットワークを
作る。最近の成果として、アーリーステージだけでない製品開発の段階にま
で事業拡大できた町工場が増えた。今後の展開としては、町工場だけでなく
周辺の中小企業にも事業をつないでいきたいと検討している。



質疑応答


中小企業がものづくりの上流から参画することにより、
他社と共にアイディ
アを共創して新たなマーケットを開拓しているのが興味深い。他社との共創
という今までにない世界への進出を思いついたきっかけは何か。
-

2000 年 6 月 31 日に工場が火事になった上に、大手住宅メーカーが補償
前日に倒産になった。その際に支えたくれたのが従業員、地域や業界の
先輩たちだった。苦しい際に受けた恩を皆様に返そうというのが大きな
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きっかけとなった。


量産加工だけでは乗り切れない現状がある。
量産加工から事業を拡大するに
当たり、
設計開発・試作の点で元々独自の技術やノウハウを持っていたのか。
それとも他社から持込があり、試作を実際に行って、その流れで事業拡大の
判断に踏み切ったのか。
-

量産加工の海外展開が見込まれる中で、
少量多品種生産を学ぶ必要があ
ると父親から告げられた。試作の工場に丁稚奉公にいったり、量産加工
の依頼が減ってきたりする中、
社会人としての選択肢は少量多品種生産
しかなかった。



量産加工の下請けは 1 対 1 に近いスキルだが、幅広いネットワークを作って
多様な人とコミュニケーションをとる、
というまるで異なるスキルセットを
獲得している。全てが必要に迫られて会得したものなのか、元々のスキルな
のか。
-



会社全体で多様なスキルを獲得しようとする気概があった。

金属加工以外でベースとして持つ技術はあるか。
依然としてものづくりにこ
だわってコアにされている理由は何か。
職人の伝統的技術を保有していたこ
とが創業のきっかけだったと推察されるが、ものづくりにこだわる判断・価
値観は何か。
-

金属の溶接は当社独自の技術だと捉えている。今から工場を立ち上げる
企業は早々ないと推察される中、町工場を守って次につなげたいという
意識があった。



全体ディスカッション


幅広いネットワーク参画に積極的な体制は墨田区全体で構築されているの
か。
-

隣の工場同士で依頼内容について尋ねたり、
職人を取り次いだりはして
いる。必要なことは、この企業に相談すれば何らかの回答を得られると
いう印象を顧客に与えること。
他の地域ではない圧倒的な情報の循環が
起こっている可能性がある。



プロトタイピングが重要視される風潮になってきた。どのくらいの時期から
プロトタイプメイキングそのものがビジネスとして成立すると意識された
のか。自身の経験上 2000 年半ば位から、プロトタイプのビジネス化が始ま
ったと思われる。
-

2014 年 4 月 16 日にガレージスミダを創設した。試作のための装置・研
究を行いたいという依頼が多かった。試作のための設備・技術がなく、
依頼先がみつけられない潜在顧客が多いと気付いたのが 2 年位前であ
る。



工場内にデザイナーという肩書きの人がいるのか。
町工場のネットワークで
デザイナーを採用した工場はあるのか。
-

当社にはデザイナーはいない上に、
町工場でデザイナーを抱えていると
ころはきわめて少ないと思われる。



デザイナーと組んで、工場で新しいプロダクトを生み出すことは今後あるの
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か。
-

デザイナーはかっこいいものを生み出す人ではなく、ビジネス全体のデ
ザインに明るい人として本研究会では扱うものと認識している。
加工の
技術はあるものの、①ビジネス全体のデザイン②かっこいいデザイン、
①と②の両方のデザインについて明るい人は町工場では少ない。

-

町工場がデザイナーと組まない理由として、
デザイナーと組んだ経験が
なくデザイナーと協働する方法が分からないことが大きく影響してい
る。現場に一緒に入って、社員と情熱・思いが共有できれば、デザイナ
ーと町工場が協働することは可能である。

-

情熱・思いの共有もデザイナーとの協働を考える上で必要だが、更にビ
ジネスモデルで対立が生じない形を考えていく必要がある。
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第 4 回研究会
【開催概要】
会議名

第 4 回クリエイティブ研究会

日時

2017 年 2 月 6 日（月） 16:00-18:00

場所

経産省本館 9 西 8 共用会議室

出席者(所属) *敬称略

柴田 尚希（三菱重工業株式会社）
西村 万里子（株式会社 HEART CATCH）
福原 正大（Institution for a Global Society 株式会社）
堀井 秀之（東京大学）
山中 俊治（東京大学）
鷲田 祐一（一橋大学）

出席者(MRI)

杉江

周平、大川

真史、岩崎

亜紀、藤本

敦也、齊藤

千

紗
研究会テーマ

高度なクリエイティブ人材の育成について

配布資料

第 4 回研究会 議事次第
資料 1:第 4 回研究会＿研究会概要
資料 2:企業ヒアリング調査結果概要
別紙 1:第 4 回研究会 委員名簿
別紙 2:第 4 回研究会 出席者名簿
別紙 3:座席表

【議事概要】


第 4 回研究会

本研究会の趣旨について最初に事務局から説明する。その後コンピテンシー調査結果を福原
委員より、クリエイティブ人材の育成をテーマに堀井委員より発表頂く。
2 名の招聘委員からの発表の後、質疑応答を設け、最後に事務局よりクリエイティブ人材の
育成に関するヒアリング調査の報告を行う。
以上 3 名の発表を受け、全体ディスカッションを実施。委員からの主な意見を下記に示す。


【IGS 株式会社発表概要】


コンピテンシーとは社会で成功している人の「行動特性」を分析し、実際の
成果を生み出すために必要な要素を明確化したものである。コンピテンシー
企業の人事評価や面接の評価軸として利用されている。



「スキル」「気質」「コンピテンシー」については、「スキル」はプログラ
ミングや語学など比較的開発が容易でかつ体系的に学びやすいもの、
「気質」
は遺伝による性格など変えていくことが難しいもの、「コンピテンシー」は
課題設定力や外向性など育成が可能な行動特性を指す。コンピテンシーは失
敗・演習を通じて経験を蓄積する中で徐々に学ぶものである。



「クリエイティブ関連部署に所属する人材はコンピテンシーが高い」という
仮説のもと、8 社の企業において、デザイン部・クリエイティブ室等に所属
する人材（以下、クリエイティブ人材）、それ以外の主に製造・開発等の部
署に所属する人材（以下、ノンクリエイティブ人材）を対象に 360 度評価（他
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人からの評価）によるコンピテンシー分析を行った。


デザインシンキングの各プロセス（問題設定→創造→プロトタイピング/フ
ィードバック→最終成果物）で関わってくるコンピテンシー8 つ（共感傾聴
力・問題設定→疑う力・創造力→柔軟性・解決意向→影響力の行使・外交力）
を比較した結果、全てのコンピテンシーにおいて、クリエイティブ人材の方
がノンクリエイティブ人材よりも高い値であった。



更に、ビッグ 5 に基づいた気質（本人がコントロールしがたい部分）に焦点
をあて、クリエイティブ人材とノンクリエイティブ人材の違いを分析した。
分析の結果、5 つの気質のうち、「情報への開放性」においてはクリエイテ
ィブ人材の方が優位に高いが、残りの 4 つ（「外向性」「繊細性」「誠実性」
「協調性」）においては特に差異がないことが分かった。



コンピテンシーと気質を分析した結果、クリエイティブ人材とノンクリエイ
ティブ人材の違いのうち大部分は後天的に獲得可能な可能性が高いことが
明らかとなった。この結果から、「クリエイティブ人材は育成できる可能性
が高い」という示唆が得られる。



①実践可能なクリエイティブ人材育成の仕組みをつくる、②コンピテンシー
の変化を見据えた上で教育を実践する、③コンピテンシーの変化を定量的に
測定する、④クリエイティブ人材育成の仕組みを見直す、という PDCA（①
→②→③→④）をまわしてクリエイティブ人材育成方法の精度をあげる必要
がある。



【質疑応答】


統計処理の結果、
クリエイティブ人材の一部がコンピテンシーの値に対して
大きな影響を与えているように推察される。
-

コンピテンシー全項目が高いクリエイティブ人材はほとんど確認でき
なかった。
一部のコンピテンシーが優位に高いクリエイティブ人材は数
名確認された。
一部のコンピテンシーが高いクリエイティブ人材が存在
したとしても、
データの中央値をとって分析しているため統計結果の有
意性は高い。



クリエイティブ人材は社内の他者評価によって選出されている。「A さんは
クリエイティブである」と「A さんには才能（クリエイティブに関する）が
ある」という他者評価の双方に相関があるのは当然ではないか。
-

クリエイティブ人材としてデザイン部門関係の社員を選んでおり、ノン
クリエイティブ人材はデザイン部門以外に所属した社員を指している。

-

デザイン部門の社員全員がクリエイティブ人材か否かは定かではない。
但し、
他部署と比較してデザイン部門にはクリエイティブの優位性があ
る可能性が高い。



【東京大学 i.school の発表概要】


2009 年より「イノベーション人材の育成」（①創造的な課題に対するプロ
セスを設計できるようになること②イノベーションを生み出すことができ
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るという自信を持つこと）を目的に i.school をスタート。社会人学生は、設
立当初は人事・教育系が多かったが、近年は R&D・商品開発系からの参加
者が多い。


i.school では「イノベーション WS＝アイディアを発想・評価・意思決定す
るための人の集団による情報処理」と捉えている。WS 自体を情報処理の一
貫と捉えることができ、情報処理プロセス（WS のプロセス）は記述・モデ
ル化・設計・評価・改善・教示・学習が可能である。



イノベーション WS プロセスの標準モデルを使えば、全ての WS プロセスを
説明することが可能である。イノベーション WS プロセスでは手段・アイデ
ィア創出の①新規性、②有効性、③確度の高さが重要である。



新しいものを生み出す仕組みには、個人の創造性を活用するだけでなく他者
との接触の中でアイディアを考察する場があることが重要である。また新し
いものを生み出す仕組みにとって、「価値基準をシフトさせる」ことは重要
である。



人材の 3 要素（①スキルセット、②マインドセット、③モチベーション）が
ある。i.school では①スキルセットを最初に育てるよう方針付けている。①
スキルセットが成長すれば②マインドセットが育ち、最後は③モチベーショ
ンを生み出すことが出来る。



【質疑応答】


1 年間かけて WS を実施する（時間をかけて WS を実施する）ことに意味が
あるのか。
-

1 つの WS に参加し、1 つのメソッドを学んでも効果的ではない。①WS
のプロセスを設計する②新しいアイディアを生むという学びは、
経験を
通して会得できる。
暗黙知を掴むには異なったテーマや WS プロセスを
経験することが重要である。



東大の教育プログラムと i.school のプログラムで大きく違う点は何か。
-

日本の高等教育プログラムは知識の習得に焦点がある。
今後は知識の習
得だけでなく、問題解決能力や新しい製品・サービスを生み出す創造力
を身に付ける必要がある。問題解決能力や創造力の育成は、既存の教育
とは異なり経験学習が必要である。



複数のプログラムを進める中で、最終的な出口はどのように設定しているの
か。評価のポイント（評価の実施方法）はどのように実施しているのか。グ
ループワークのメソッドとして、グループワークのプロセス設計や周囲の人
を巻き込む方法の教育はどのように実施しているのか。
-

周囲の人を巻き込む方法は教えていない、学生が自発的に学んでいる。
WS を実施する際には、教員がリーダーや司会者をあえて指定しない。
学生が自発的にメンバーに役割を割り振っている。

-

WS の試行錯誤の中で、振り出しに戻ろうとするプロセスが発生するが、
振り出しに戻らないようにするためには、現在問題となっているポイン
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トを学生に分析させることが重要である。問題のポイントを分析させる
にあたり、WS の前半で定めた価値基準がマイルストーンとなる。全体
の WS プロセスに教員が介入する必要はない。WS プロセスを見据えた
上で、学生を適度に誘導することが重要である。


【クリエイティブ人材育成に関するヒアリング調査報告】


経営者（大企業 2 社、創業者 2 名、同族経営 4 名）にヒアリング調査を実施
した。



ヒアリング対象企業にクリエイティブ人材がいる（いた）という前提の元、
どのようにクリエイティブ人材の育成・活用するのかという部分に焦点を当
ててヒアリング調査を実施した。



調査対象者の経営者が「クリエイティブをどう捉えているのか」、「クリエ
イティブ人材はどう育成すればいいのか」という点に着目してヒアリング調
査を実施した。



クリエイティブの捉え方としてパターンが 3 つある。①何らかの文脈で差異
があるもの、②生まれつきの個性・自社養成できないもの、③常識を疑い本
質を考え続ける実践、のパターンがある。



育成の考え方はパターンが 3 つある。①教育の対象としない（ただ「育成」
はしている、②絶え間ない OJT（特に企業の場合）、③アンラーニングや身
体活動の活用、である。



【全体ディスカッション】


気質の調査結果より、クリエイティブ人材とノンクリエイティブ人材では
「情報の開放性」で大きく異なるのではないか。育成や教育を施される前よ
り、
最初からうまくクリエイティブに立ち回れるネイティブな人材は存在し
ている。
-

遺伝子と能力の相関を研究した論文は、
先天的だと捉えられていた能力
が後天的な能力である可能性が高いことを明らかにしている。音楽や美
術の能力は、案外環境が大きな要因だったりするのではないか。

-

一般には義務教育は批判されがちだが、
中等教育等がクリエイティブな
才能を生み出す契機となりうる可能性はある。



企業でクリエイティブ人材を育成できる仕組みはあるのか。
-

企業はプロジェクトの失敗を許さない文化であり、
試行錯誤をして振り
出しに戻ることを認める寛容さ・余裕がほとんど無い。最近ではプロジ
ェクトの工数がカウントされ始め、
企業がチャレンジできる機会や余裕
が減っている。

-

デザインファームに勤めている時は、クリエイティブ人材は育成できな
いと思っていた。しかし大学教員になったら、高等教育の中では意外と
クリエイティブ人材を育成できるという感覚を持てるようになった。

-

教員は学生に課題を繰り返し与えるため、それを通して学生の失敗や成
長を観測することができる。失敗や成功を観測できた結果、学生を育成
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しているという実感を持てる。
一方で企業では繰り返し試行錯誤を許容
する風土がなく、部下の失敗や成功を観測できる機会が少ない。そのた
め企業の人間と教員の間で、人を育成できたという実感が違うのではな
いか。


コンピテンシーの高低は置かれている環境に依存する。クリエイティブ人材
の活用にとって、創造性を育成できる環境の存在が大きく影響する。
-

i.school で一番大切にされている学びは「価値における多様性の発見」
である。個人の個性が容認され個人がオリジナリティーを発揮できる
（＝価値の多様性が発見できる）環境が日本社会には少ない。



個性に対する寛容さと同様に組織の統制は大切である。個性を活かしつつ組
織として統制がとれた運営をすることが重要である。
-

多様性は勝ち負けを決めないパターンをさすので、
勝ち負けにこだわる
人はクリエイティブにむかない。多様性を競争社会が前提となっている
社会システムに組み込むのは厳しい。

-

コンピテンシーは競争を暗喩しうる概念であるが、
クリエイティブ人材
育成手法を考える上では、
競争とは別に新たなフレームワークを示さな
いといけない。



経営者や企業が採用にかけたコスト以上の対価を、採用した人材から得よう
とすることが、クリエイティブ人材の育成を阻むのではないか。経営者・企
業が採用コスト以上の対価を求める意識とクリエイティブ人材のモチベー
ションのずれによって、社員の中にプレッシャーが生まれる。
-

大企業は世間の変化に対し危機意識があり、
企業が変化するべきである
というプレッシャーも世間から受けている。
しかしプレッシャーや危機
感を感じつつも、企業として何をすべきか分からない人が多い。

-

クリエイティブ人材にかかるプレッシャーが小さくなれば、
大企業の中
でも抑圧を受けずにクリエイティブ人材がデザインを遂行できるきっ
かけを得ることができ心理的負担が楽になると推察される。

-

企業内で部署や箱をつくれば、プレッシャーから保護され、ある程度の
チャレンジが寛容されうる組織ができる。



デザイン人材育成には、デザインマネージャーの寛容性が大きく影響を与え
る。
優良なマネージャーを発見できるか否かもデザイン人材育成には重要で
ある。



日本企業の中でイノベーティブな環境・仕事がなされるためには、中間層の
マネージャー（今までの事業で発揮されたスキルとはまた別の能力をもつ）
が必要である。しかし新しいマネージャーのあり方・必要性が認識されてい
ない上に、育成方法も確立されていない点に課題がある。経営層がクリエイ
ティブ導入の必要性を認知しつつも、導入にあたり中核を担うマネージャー
がいないため誰にも仕事を任せることができない状況が起こっている。
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第 5 回委員会
【開催概要】
会議名

第 5 回クリエイティブ研究会

日時
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出席者(所属) *敬称略
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柴田 尚希（三菱重工業株式会社）
土屋 尚史（株式会社グッドパッチ）
西村 万里子（株式会社 HEART CATCH）
林

千晶（株式会社 ロフトワーク）

山中 俊治（東京大学）
鷲田 祐一（一橋大学）
出席者(MRI)

杉江 周平、大川 真史、岩崎 亜紀、藤本 敦也、齊藤 千紗

研究会テーマ

アンケート調査結果・報告書・報告会について

配布資料

資料 1：研究会概要（事務局説明資料）
資料２：アンケート調査結果
資料３：報告書案
資料４：報告会プログラム内容
参考資料 1：アンケート調査 単純集計結果
参考資料 2：アンケート調査票
別紙１：委員名簿
別紙２：出席者名簿
別紙３：座席表

【議事概要】


【アンケート調査結果について】


本調査を通して企業がクリエイティブを我々の想像以上に活用している実
態が明らかになった。調査対象者が IoT 推進コンソーシアムの会員であり、
元々クリエイティブの活用に対する意識が高い集団であることが調査結果
に影響を与えた可能性はある。



回答企業規模にバラつきは確認されたのか。
-

大企業から中小企業まで満遍なく回答結果を得ることが出来た印象が
ある。



調査結果より、
①企業としての意思決定のしやすさ②企業の規模感③デザイ
ンの定義に相関があることを確認できたのか。規模が小さく意思決定プロセ
スが比較的簡易な企業の方が、
広義のデザインを認識し円滑にマネジメント
できる可能性があると推察される。



例えば企業体（1000 人以上）で事業体 A がデザインの定義を広く捉えてい
る一方で、別の事業体 B がデザインの定義を狭く捉えている実態があった
とする。デザインの定義が同企業の事業体 A・B で異なる場合は、企業経営
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にデザインを活用することが困難であるという示唆は得られなかったのか。
-

データを整理する中で企業名を確認した印象としては、
企業規模とデザ
イン活用にむけたマネジメントとの間に相関傾向はなかった。

-

調査結果より小規模な企業はデザインの定義を広く捉えていたことが
分かった。
しかし同様に大企業もデザインの定義を広く捉えていること
が確認された



回答者の半分以上が経営や経営企画に近しい部署に所属している。



2010 年以降に設立された企業が、回答企業の 2 割に上る。2000 年以降に設
立した企業は回答企業の 4 割に上る。回答企業の多くが設立間もないことが、
調査結果に影響を及ぼしている可能性がある。



「技術革新」という言葉が「イノベーション」に変わった境が 2006 年であ
る。2000 年代の半ばが企業の方向性が変わった一種の節目だと捉えると、
本調査結果と整合性があることがわかる。企業規模と時代背景には相関があ
る。



今後のデザイン活用予定について、回答者の 4%が「デザインは、今後はあ
まり活用していかない予定である」と回答していることが意外だった。
-

まだクリエイティブを導入したことがない企業で、
今後も活用すること
を検討していない可能性がある。



素材・部品企業はデザインの定義を狭く捉えがちな傾向が確認できる。最終
財を持っていない企業はデザインの定義を広く捉えがたい可能性がある。



-

素材系とは具体的には、どのようなものを指すのか。

-

化学・部品・繊維・非鉄金属を指している。

BtoB 企業より BtoC 企業の方がデザインの定義を広く捉える傾向がでてく
ると予想していた。しかし結果としては、BtoC 企業より BtoB 企業の方がデ
ザインの定義を広く捉えていたことが明らかとなった。



BtoC 企業は広告宣伝や製品デザインなどデザインの定義を幅広く捉えてい
る印象があった。BtoB 企業において製品サービスまでデザインの定義が拡
張していることが意外だった。



デザイン活用に向けて高い意識をもつ人・企業でないと、本アンケートに回
答できないと推察される。本アンケートに回答できなかった BtoB 企業は、
デザインを狭義でしか捉えていない可能性がある。



回答対象者として設定した母集団にバイアスが掛かっている可能性がある。
-

BtoB 企業の多くが情報サービス系（ソリューション）である。情報サ
ービス系の企業がデザインを広義で捉えていることも納得できる。

-

本調査に回答した企業は、
経営へのクリエイティブ導入の先端企業だと
捉えた方がよい。先端企業に対するアンケート調査結果として捉えると、
クリエイティブの活用に向けた意識水準が高いとは捉えられない。



デザイン人材育成施策（資料 P17）の回答企業の傾向として、デザイン人材
の教育方法が確立していないのが面白い。デザイナーの教育が重要であるこ
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とを認識しつつも、教育方法と評価方法が確立できていない。


一番の課題はデザイナーがプロジェクトのリーダーとしての権限（マネジメ
ント・ビジネスの決定権）が付与されていないことである。
-

企業全体では広義のデザインの重要性を認識している一方で、デザイナ
ーに対しては色・形・商品・サービスを作る人としての裁量しか与えて
いないことがわかる。企業が会社を作り変える立場の人材として、デザ
イナーを捉えていない。
デザイナーに会社を作り変えてもらうことも企
業側は期待もしていない。



経営陣が自分自身をビジネスデザイナーだと認識していない。本人がデザイ
ナーであるということを自覚させなかったため、経営へのデザイナーの導入
の実態が明らかにできなかったのではないか。



CEO（ビジネスモデルの作り手）はデザイナーであるにもかかわらず、本人
はデザインしている意識がない。（本人がデザイナーだと自覚していない）
-

デザイナーとしての役割を果たしているにも係らず自覚がない代表例
として、浜野委員（第 3 回研究会招聘委員）が挙げられる。

-

CEO にはデザイナー的スキル・クリエイティビティではなく、会社の
マネジメントスキルが求められる。



広義のデザインを認識している企業では、多くのデザイナーがプロジェクト
アサインされているように捉えられる。
しかし実際はプロジェクトメンバー
のキャパが大きく、デザイナーをアサインできる余裕があるだけである。



調査結果より経営企画・営業・設計がプロジェクトの中心メンバーであるこ
とがわかった。プロジェクトの規模が小さければ、デザイナーが省かれるこ
とが分かる。



下川一哉（元日経デザイン編集者）が「デザイナーは風変わりな助言者であ
る。」と述べていた時代から、デザイナーの立場は変わっていないことが分
かる。



デザイナーに期待するスキルとして、「マネジメント力」が挙げられている
が、デザイナーは「マネジメント力」を必要だと考えていない。デザイナー
に対する社員からの過剰な期待は有るかもしれないが、
デザイナー自身も変
わっていかないといけない。（従来デザイナーに求められるスキルとは別の
スキルを会得する等）



“デザイン専門チームの役割”として「製品やパッケージの外観に関する
色・形の設計」が強く意識されている一方で、“新製品/サービス設計にお
いて重視する項目”では「新製品/サービスの外観の良さ」の回答数が低い。



マネジメントや課題発見・解決能力の部分を重視するような、デザイン人材
の採用がされていない。



“デザイン専門チーム”に対して課題発見や解決能力にあたる役割が期待
されていないことがわかる。デザイナーに経営戦略・ビジネスモデルの提案
権限がないことを如実に現しているのではないか。



プロセスの後工程になればなるほど、デザイナーは形状・UI に深く携わる
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が事業戦略からは距離が置かれる存在である。後工程のマネジメントスキル
は経営層の職能に当たり、デザイナーが関わる領域だと思われていない。


プロセスの初期段階（プロジェクト立ち上げ）からビジネスモデルの議論に
デザイナーを入れることが重要である。どうしてもデザイナーのアサインは
後工程になりがちである。



プロセスの初期段階にデザイン人材を配置し、ビジネスモデルの検討メンバ
ーに組み込む必要がある。
プロセスの初期段階にアサインされたデザイナー
は、自ずとエコシステムのデザインまでマネジメントできると推察される。
-

調査結果よりプロジェクトの規模が小さいと、デザイナーが省かれる傾
向があることがわかった。経営企画部や設計、営業に代わってデザイナ
ーをプロジェクトに入れないといけない。

-

リーダーは顧客の状況を把握していることを期待し、営業をメンバーに
組み込むことが多いと思われる。フロントの状況を分かっているデザイ
ナーを入れれば、齟齬は生じない。

-

同様に本社の企画係はメンバーとして必要ないと推察される。

-

現在経営が営業（CMO：Chief Management Officer）から経験デザイン
（CXO：Chief Experience Officer）へ思考が変化していることを示唆し
た IBM の調査がある。

-

営業系はマーケティングのスキルを求められている。マーケティングの
スキルをデザイナーに移管させることは 1 つの戦略になりうる。



日本ではビジネスは人間・お客様から始まるという思想が強く根付いている。
その思想の結果、
営業系はプロジェクトを進める上でとても重要であると捉
われがちである。
-

顧客の言うとおりにサービス/製品を創ればいいというお客様対応は時
代錯誤である。

-

デザイナーは特にお客様の捉え方が広く、カスタマー・生活者まで含む
傾向が強い。



本アンケート調査は社外（顧客）を強く意識した内容になっている。社員・
社内のデザイナーなど内部を意識させるような調査設計の方が良かったの
ではないか。



ものづくりを実行する上では社内の人間も必要だという考えも入れたほう
が良かった。
-

社内のリソースに留意することも重要だが、
その考えを回答者に提示す
ることはハードルが高いため今回は割愛した。



「デザインの言葉の使い方」に関しては「技術開発ロードマップの作成」
「製
造工程の設計（生産技術）」という社内開発に関する項目が軒並み低い。調
査結果より企業が社内に対してデザインを活用しようとする意識が低いこ
とが分かる。



社内開発に対するデザインの役割が企業で軽視されていることが分かる。
-

デザインという言葉に“設計”の意味が含まれていること自体を捉えら
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れていない人が多いと推察される。


企業が社内を設計する人材として、デザイナーをみなしていない。

母集団にバイアスが掛かっていることは自明であり、今回の調査対象となっ
た集団と全国との個体の違いが具体的にわかるようなデータを掲載する必
要がある。
例）2000 年以降に設立した企業の割合は全国で○％、調査対象者で△％で
ある等



経産省が本調査結果を発表することで、
多くの経営層の意識が変わる契機と
なりうる。



広義のデザインを意識した多くの企業では、
緩やかに営業利益率を上げるこ
とに成功している。
経営へのデザイン活用を躊躇していた経営層にとっては、
大きな影響となりうる。



【報告書について】


初期仮説を示した上で、仮説に対するファクト（調査・研究会での議論）を
踏まえて結論を展開する構成となっている。



研究会での議論の部分についてお目通し頂きたい。



常任委員の皆様に 3/5(日)中までにご確認頂く予定で作成を進める。



アンケート調査で提示したデザインの 3 つの定義 は、デザインの定義の図
（報告書 p.2）に反映されているのか。反映されていない場合は、対応する
ような図に変更する必要がある。
-

「経営戦略のデザイン」
の定義がアンケート調査で明示した定義には含
まれていない。「経営戦略のデザイン」と「発展的なデザイン」の両方
が、アンケートでは【デザインの定義③】に含まれている。

-

「発展的なデザイン」の外枠を点線にして「経営戦略のデザイン」と「発
展的なデザイン」が【デザインの定義③】に含まれていることを示した
方が良い。



「ユーザー体験の設計」は報告書では「発展的なデザイン」に含まれている
が、アンケート調査では「デザインの定義②」の範囲に含まれている。
-

報告書における「広義のデザイン」「発展的なデザイン」の定義が、ア
ンケートにおける【デザインの定義②】に該当するのではないか。報告
書の図において、
「広義のデザイン」の外枠を点線にすれば整合する。。

-

UX デザインを【デザインの定義②】は含んでおり、それ以上の広義の
デザインの定義の部分が
【デザインの定義③】
に該当するのではないか。



研究会ではクリエイティブの定義に関わる議論をしていないのにも関わら
ず、報告書にはクリエイティブの定義についても記載されている。



報告書の(2)デザイン・クリエイティブ定義では、デザインの定義について
のみ議論した認識である。要旨では「今回はデザインに注目してクリエイテ
ィブの調査を実施した」という表現にすべきである。
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-

クリエイティビティの定義は仕様書に記載されている通り、
「価値を生
み出す力・能力」として記載した。

-

(2)の表題を「(2)デザイン等の定義と本調査での射程」に変更すればよ
い。



「デザイン」は行為・行動であり、「クリエイティブ」は能力・スキルであ
る。デザインやクリエイティビティはカテゴリーの違うものであるため、同
列に扱ってはいけない。



報告書を読んだ際の整合性を優先して、
デザインの定義の図を変えたほうが
よい。アンケート調査の定義に合わせて、図を変更した方が読みやすい構成
になる。



①図を刷新する②デザインとクリエイティブの関係性を明記する③デザイ
ンを中心に報告結果をまとめることが重要である。
報告書の中でデザインと
クリエイティブが混同されていて、分かりにくい構成となっている。



まず冒頭でデザインとクリエイティブの関係を明示した上で、議論の中心で
あったデザインを主軸として要点を整理する。最後にデザインとクリエイテ
ィブの関係性に立ち戻り、
結論部分ではクリエイティビティに帰結するよう
な構成にすべきである。



報告書内での「マインドセット」が何を指し示しているのか分からない。



デザイン人材・クリエイティブ人材の違いが分からない。アンケート調査で
はデザイン人材を意識した採用が企業で実施されていない実態が明らかと
なった。クリエイティブ人材の必要性を認識している一方で、企業がデザイ
ナーを採用していないことを調査結果は示しているのか。
-

デザイナー採用を別枠で実施していないことを示していると推察され
る。

-

「デザイナーを意識して採用していない」とは、「明示的または別枠で
デザイナーを採用していない」ことを指しているのか。



「専門知識をもった人材も必須だが、場つくりも両方必要である。」という
記載内容にした方がよい。（当該箇所 報告書 p.3 17 行目）



デザイナーに対して従来型の教育を行うだけではなく、デザイナー育成のた
めに企業自体の環境を整えていく必要がある。企業風土がリスキーなものを
許容できるように、環境を変えていく必要があることも報告書で示した方が
よい。



頭でデザインの重要性を認識するだけでなく、デザインを実施・挑戦してい
くマインドセット・リーダーシップも必要だと報告書内で示せばよい。



クリエイティブのマインドセットを持った人は皆デザイナーになりましょ
うと報告書が投げかけているような印象を感じる。
-

デザイナーとして呼べる人材の枠を広げることが本研究会の目的であ
る。



報告書内で CCO と CDO の育成の必要性を示しているが更に、CCO と CDO
に求められる素質を示せば、企業にとってよりよい提言となる。
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本調査より高度デザインの可能性・重要性が明らかになった上に、デザイン
人材の採用も前向きであることがわかった。
しかし現実としてはデザイナー
に経営の権限が付与されておらず、デザインの可能性・重要性の認識とデザ
イナーの実際の待遇の間にギャップがあることがわかった。



プロセスの最初から最後までデザイナーと併走することでデザイナーが育
ち、結果的に CCO・CDO が増やすことが可能となる。CCO・CDO の数を
増やしていくためには、デザイナーが置かれている処遇・現実とデザイナー
に対する期待のギャップを埋めるような方法を示さないといけない。



報告書の冒頭に調査結果が掲載された方が明快である。
-

デザイナーとして呼べる人材の枠を広げることが本研究会の目的であ
る。

-

現段階で出している資料が報告書の要旨であるため、報告書の骨格・全
体像の話を進めたほうがよい。



調査実施前の想定で要旨の部分が書かれているため、新たにアンケート調査
の結果を反映して整合性を高めた方がよい。
-

アンケート調査を実施した結果、広義のデザインを捉えている企業が想
定以上に多かった。
その実態を反映するような報告書の体裁にするべき
である。

-

経営層や経営のあり方については、
デザインの定義の中心部分からは除
外していた。
経営はガバナンスを指しており（ビジネスモデルではない）、
デザインの定義のスコープ外に存在する。デザインの定義のスコープの
中心に経営（経営層や経営のあり方）は存在しなかったという報告書の
書きぶりにすべきである。

-

当初想定していた以上に、
広いスコープで企業がデザインを捉えていた
という事実を報告書内に記述すべきである。

-

ガバナンスはボードディレクターであって、CCO・CDO は執行側の責
任者である。日本だと取締役と執行役員が法制度として存在しない。



経営層ガバナンスをデザインの定義のスコープ外においたのは何故か。



経営層を「従来の大企業の経営層」として想定したようなフレームにしない
方がよい。



アンケート調査票の図（デザインの定義のスコープ）と報告書の図を一致さ
せる必要がある。
経営戦略のデザインに経営のガバナンスの設計が含まれて
いることに違和感がある。
-

報告書内での経営戦略のデザインには経営のガバメントは含まれてい
ない。

-

調査を実施する際に「経営戦略のデザインにガバナンスは含めない」と
いう前提で実施しない限り、一般的にはガバナンスも経営戦略のデザイ
ンに入っていると思い回答者は回答してしまう。



アンケート回答者は現場のリーダーやマネージャーである。



現場のリーダー・マネージャーが企業の経営課題に関する強い問題意識があ
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るとは想定できない。デザインの問題と起業家の問題を一緒にする（アント
レプレナー制度の議論）のは新しい概念であり、そのレベルでの回答を求め
るのは厳しい部分がある。
-

経営層の育成ではなく、
ビジネスモデルを構築する能力の育成について
議題に取り上げる。
プロジェクトを最後まで執行する能力の重要性を説
く必要がある。

-

クリエイティブ人材を育てるために、ワークショップを実施したりデザ
インシンキングを体験したりという単なる体験のデザインも必要であ
る。しかしクリエイティブ人材の育成には、ビジネスモデルの中にデザ
イナーを組み込み育成することの重要性も示した方がよい。

-

報告書（p.4）の一番上の下線部に、「デザイナーと共にビジネスモデ
ルや中長期ロードマップをつくることが重要である。」と加筆した方が
よい。

-

デザイナーを経営に組み込むことによって、CCO・CDO の育成が可能
である・重要であるという流れを報告書内で説明した方がよい。デザイ
ン人材にビジネスモデルへのコミットも必要とされている一方で、デザ
イン人材に対するニーズと現実の待遇にギャップが生じていることを
示した方がよい。



デザイン定義のスコープ外に経営層のデザインが存在することは、調査結果
(3)に記載する。経営層の育成の話は研究会で実施していないため、誤解を
与える記載は省く。デザイン人材育成とは別の枠組みにて、経営層の育成の
話を記述する。



ストラテジー（ロードマップ・ビジネスモデルを構築する）能力の育成の必
要性も記載した方がよい。



報告書内で記載されている「デザインニューディール」が何を示しているの
か曖昧である。「デザインニューディール＝調達基準の変更」とした方がよ
い。
-



「デザイン等クリエイティビティ人材の育成」はわかりにくい。

「クリエイティブ人材を広義のデザイナーとみなす」ことを、常任委員は全
員合意している。「クリエイティブ人材を広義のデザイナーとみなす」こと
自体が本研究会の重要な示唆であり、報告書内で提言すべき内容である。



広義のデザイナーを「デザイナー」と呼んでしまうと、一般的にイメージさ
れる「デザイナー」と表現が混乱しやすい。報告書と整合性がとれるのであ
れば、「デザイナー」の定義について報告書内で提言した方がよい。
-

デザイナーに教育する内容も UX/UI だけではなく、経営・マーケティ
ングなど多岐に渡ることを示すことができる。



「デザイン」という言葉をいれると旧来のデザイン（狭義のデザイン）だと
誤解される可能性が大いにある。デザインの言葉が持つ一般的なイメージと、
本研究会での
「デザイン」
の定義の差をどう取り扱うかは重要な議題である。



広義のデザインを実践している人材を本研究会ではあえてデザイナーと呼
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んでいた。
-

デザインの定義拡大を図ることについては全会一致で合意している。
本
研究会で合意が取れているデザイン・デザイナーの定義について提言す
る必要がある。



デザインの定義をアンケート調査で幅広く示しており、狭義～広義の幅広い
意味でデザインを定義することができる。企業によってデザインの定義のス
コープが違うことを、報告書冒頭の定義の部分で説明する必要がある。
-

報告書内の「クリエイティブ人材」と「デザイナー」の違いが分からな
い。



デザイナーにはデザイナーを証明する肩書き・要件がない。「どのようなス
キル・能力がある人材をクリエイティブと断定できるのか」を報告書で示し
た方がよい。
-

デザイン費を請求できる人がデザイナーであると認識している。

参考図 1: デザインの 3 つの定義(アンケート調査票より抜粋）

参考図 2: デザインの定義の図（報告書より抜粋）

以上
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最終報告会
【議事概要】


【クリエイティビティを担う産業人材育成の取組について】


デザイン：人と人工物あるいは人工環境との間で起こるほぼ全てのことを計
画し幸福な体験を実現することを指す。



山中研究室は最先端技術を用いてプロトタイプを作ることを研究室の方針
としている。



前世紀末頃に大量生産の雛形をつくる職業としてデザイナーが確立した。
日
本は戦前にエンジニアリングデザイン（設計）という概念を輸入した後に、
戦後にエステティックデザイン（デザイン）という概念を再輸入している。



アメリカではデザインという言葉は設計からデザインまでシームレスに扱
われている一方で、日本では中間に当たる部分の概念が欠如している。



新しいものに取り組むと何をやってもクリエイティブになる。



高度クリエイティブ人材育成のために
・クリエイティブは教育可能である。
・クリエイティブな場を作る
・クリエイティブは多様性の中にある
・クリエイティブは変化の過程で誘発される



専門性を持つと無意識のバイアスがかかる。



多様性を持つことによりこのバイアスを外すことができる。



アイデア創出はファシリテーターが思考設計するが、大事なのは自分達で何
をするのか決めることである。



さらに、自分達だけでは多様性が足りないと気が付いた時、外部を使って思
考をデザインする。



【クリエイティビティを担う産業人材育成の取組について】
○ クリエイティブ活用の必要性・有効性とは


なりゆきでデザイナーの領域が広がってきた。



全体のバランスをみたりマネジメントをしたりする役割の人がいなかった
ため、現場に近い所で高い視座でプロジェクト全体をデザイナーが見るよう
になった。



自前で出来なかったので、社外に色々相談した結果、社長が横串を指すよう
な立場になった。



クリエイティブセンターは「クリエイティブであること＝指示された以上の
アウトプットをだすこと」を社内から求められている。

○ 高度デザイン人材を育成するには


デザインしようとしたら幅広い知識を会得する必要がある。



２極化：広く高く俯瞰してみること、スペシャリストとして専門領域をちゃ
んとできる人。



課題を探索・発見する能力は必須。フラットに境界を越えていく能力が必要
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である。


簡単に多様な情報がやり取り出来る様になった時に、パッションがある人材
が高度人材なのではないか。



デザイナー（の能力）を評価し、処遇する仕組みが無い。



どういうことが出来たらデザイナーなのか、完成した物に対してデザイナー
がどこまで寄与したかをはっきりさせる必要がある。



「頑張ろう」
とする意識がないと物事に対する情熱もなくなると推察される。



小規模零細製造業では、大企業とは全く違う支援が必要である。その中で墨
田区は危機感を強く持っており、小規模零細製造業との協業に積極的である。

○質疑応答


高度人材育成について、
プロセスではなく視覚化できる取組として何を実施
しているか。
-

「デザイン等クリエイティビティ人材の育成」はわかりにくい。

-

当社では基本 OJT で高度人材育成を実施している。視覚化としては AR
（バーチャル）と現実との組み合わせで高度人材育成を進めている。

-

ソニーは造形については、OJT でデザイナーが 20 人位の前でプレゼン
（審議）のプロセスを通じて身に着けていく制度を取り入れている。



ベテラン層への対応はどのように工夫しているのか。
-

当社はインフラを扱うことが多くインフラに関わる事業は足の長いの
で、長期計画を絵や動画で見せるようにしている。

-

中小企業では社長がいなくなると、
経営が立ち行かなくなる会社も多い。

-

デザイナーが経営に直接伝える場を設けている。

-

デザイナーだけがデザインを考えるわけではない。
全従業員がデザイン
的に価値をつくるべきである。管理部門も視座を上げて、デザイン的側
面でも仕事を捉えることが重要である。
以上
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