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総括編1：拡張・分化するデザイン思考

米国のデザインファームIDEOのゼネラ
ルマネジャー、トム・ケリー氏です。
　その後、08年にデザインコンサルティ
ングファームの起業を試みたことがあり
ます。しかし、当時は企業のイノベー
ション活動は社内で行われ、コンサル
ティング会社と組んで新規事業を企画す
る企業はほとんどなく、事業化は失敗し
ました。
　デザイン思考を一種のイノベーション
技術として考えれば、現在はアーリーア
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ダプターが導入するフェーズであり、今
後本格的に普及するフェーズに移行する
時期といえると思います。
　一方、欧米のビジネス現場では、本格
的な普及フェーズに入っています。実際
に、欧米ではデザイン思考を導入してい
る企業が、インテルやマイクロソフトの
ような IT 会社だけでなく、IBM や GE
などの従来型の大企業および英国やオー
ストラリアなどの英連邦や北欧の国々を
中心に政府系機関や自治体にも広がって
います。
　国内では、企業内に創造性を育むため
の「魔法の杖」としてデザイン思考を導
入したものの、期待したほどの成果が得
られず失望する人が増えていると聞きま
す。しかし、私の経験では、デザイン思
考はチームの協働による創造の型を学ぶ
入り口のようなものです。柔道で型を覚
えただけでは勝てないのと同じで、デザ
イン思考を武器にするには、業種や職種
の用途別に合わせて応用する必要があり
ます。

デザイン思考の過去と未来

　デザイン思考のこれからを考える前
に、まず、デザイン思考のこれまでを振
り返ってみましょう。
　デザイン思考は、建築家のピーター・
ロウが、1960 年代に著書『 D e s i g n 
Thinking』（邦訳は『デザインの思考過
程』鹿島出版会）に建築家による創造的
問題解決の方法を形式知化したことから
始まります。ロウは、これまでブラック
ボックスだったクリエイティブなプロセ
スを見える化しました。そのアイデア
を、西海岸のスタンフォードエンジニア
リングスクールが引き継ぎ、エンジニア
が既存の枠組みや常識を超えた非連続的
思考を手に入れるための手法に発展させ

ました。それが、ビジュアルで解決策を
考える「Visual thinking（ビジュアル思
考）」です。
　これは、エンジニアが絵を描きながら
考える手法で、ハードウエアの設計上の
問題を非連続的な思考によって解決する
ことを意図したものでした。
　さらに 80 年代には、このビジュアル
思考に、ユーザーの視点を取り入れる動
きが出てきます。パーソナルコンピュー
ターの研究が進む中から、ドン・ノーマ
ンが考案した「User centered design

（ユーザー中心デザイン）」の一環で、
ユーザーの行動を観察する手法です。
ユーザー中心デザインとビジュアル思
考を統合した方法としてIDEOは、デザ
イン思考を体系化しました。北欧から広
がった市民による参加型デザインも、共
創という視点で影響を与えています。

IDEOが普及させた

　デザイン思考を社会に普及させたのは
IDEO です。同社 CEO 、ティム・ブラ
ウン氏は、著書『デザイン思考が世界を
変える』（早川書房）の中で、デザイン思
考を「デザイナーのツールキットによっ
て人々のニーズ、テクノロジーの可能
性、そして、ビジネスの成功という 3 つ
を統合する人間中心のイノベーションに
対するアプローチ」と定義しています。
　その代表的なプロセスは、IDEO の
創業者、デヴィッド・ケリー氏によって
フレームワーク化された以下の 5 つのス
テップです。

1.	共感
2.	課題設定
3.	アイデア発想
4.	プロトタイピング
5.	検証

　このステップは、ユーザーへの共感
から企画のプロセスを始め（ユーザー中
心）、ユーザーがどのような体験をする
かを創発し（ビジュアル思考）、具体化
していく（プロトタイピング）手法とい
えます。そして、これらのプロセスをデ
ザインとビジネスエンジニアリングを協
働（共創）させるかたちで進めます。つ
まり、ユーザー中心、ビジュアル思考、
プロトタイピング、共創という４つの要
素を組み合わせたものがデザイン思考な
のです。
　実は、この中にデザイナーの得意科目
と不得意科目があります。得意科目はビ
ジュアル思考とプロトタイピング、不得
意科目はユーザー中心と共創です。デザ
イナーは、個人の独創に重きをおく人種
です。一方、ユーザーは異分野のコラボ
レーションよりも、自分のインスピレー
ションを大事にする存在です。デザイン
思考は、こうした異分野の文化が混ざり
合ってできたものだといえます。
　デザイン思考は、ユーザー体験をデザ

デザイン思考は、イノベーションの手法として経営の文化になりつつある。
これまで紹介してきたケーススタディを概観し、
デザイン思考の過去を振り返るとともに、その未来を展望する。

　2 0 1 7 年 7 月から始まった本連載
は、共創型戦略デザインファームの
BIOTOPE が、デザイン思考を経営や
ビジネスの現場で活用・応用した 11 社
の事例を 1 年半にわたり解説してきまし
た。今月から、これらのケーススタディ
を振り返り、得られた知見を解説する

「総括編」を始めます。総括編の第1回で
は、活用の広がるデザイン思考の地図と
現在の座標を示し、デザイン思考が今後
進化する方向を考えます。
　私が、デザイン思考と出合ったのは、
03年に読んだ『発想する会社！』（早川書
房）を読んだときです。著者の１人は、
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企業名	 テーマ	 対象	 対象者・部署

クックパッド ミッションを実現するための社会課題解決ビジョンを作り
出し、組織に浸透させる

ビジョンデザイン 社長/広報

NHKエデュケーショナル 自社のコンテンツ資産を生かし、学びの新規事業を外部と
共創する仕組みをデザインする

創造的組織のデザイン 事業開発

山本山 海苔事業から祖業である日本茶事業に回帰するリブラン
ディング

ブランドデザイン 経営者

ぺんてる ユーザーのインサイト理解によるデジタル文具の開発 新商品コンセプトデザイン 商品企画

NTT先端技術総合研究所 研究者が異分野の専門家、ユーザーと共同で技術進化の
未来を描き、サービス像をユーザーと共創する

創造的組織のデザイン R&D所長

NTTドコモ 新規事業創造によって作り出したい社会像を部門横断に
よる共創で描き出す

ビジョンデザイン 新規事業部門
（39works）/R&D

日本サッカー協会 サッカーの普及活動を通した社会課題の解決を目指し、
事業ビジョンを組織横断で描き出す

ビジョンデザイン マーケティング

東京急行電鉄 多摩川流域の未来ビジョンを描き出し、市民参加型での
実験場を作り出す

ビジョンデザイン・コミュニティデザイン 経営企画

コニカミノルタジャパン 新商品の国内市場におけるユーザー体験のデザインと、ソ
リューション営業モデルへの変革

創造的組織のデザイン、
CXデザイン

経営者

丸紅 IoT時代の商社像を事業部横断で描き、ビジネスモデルを
プロトタイプする

戦略デザイン 経営企画

ALE 創業者の思いから組織のミッション・ビジョン・バリューを定
義する

パーパスデザイン（DNAデザイン） 創業者

連載で取り上げた企業とテーマ
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　作り手個人の独創性が価値になるか。
あるいは、顧客中心であることが価値に
なるかという基準です。ユーザー側の体
験が価値になるかを考えます。

基準2　社会実装が1〜3年の短期か、
	 3年以上の中長期か
　時間軸が比較的短くスピーディーな仮
説検証が可能かという基準です。プロ
ジェクトを社会実装するまでの時間軸を
考えます。

　上の図は、基準 1 を縦軸に、基準 2 を
横軸に設定したものです。左上の象限
が、プロダクトデザインや広告に代表さ
れる伝統的デザインです。ユーザーに対
する質の高い五感による知覚体験をつく
り出すことを目的とし、表現の独創性が
問われ、基本的には 1 〜 3 カ月単位で制
作物を納品するのが基本サイクルです。
　左下の象限が本来のデザイン思考の

世界です。顧客志向の商品開発、UX デ
ザイン、サービスデザイン、BtoB のソ
リューションデザイン、リーンスタート
アップによる新規事業創造などが対象で
す。ユーザー中心を共通言語として、分
野横断のチームで協働して解決策をつく
り出します。
　右下の象限は、デザイン思考による参
加型デザインの分野です。組織の創造文
化づくりやコミュニティーデザインな
ど、社会課題を解決する比較的中長期に
成果を出すテーマが対象です。コミュニ
ティーの内側から創造を生み出すために
時間をかけます。本来のデザイン思考の
適用範囲は、広く解釈しても左下と右下
の２象限までだと思います。
　右上の象限は、研究者やアーティス
ト、デザイナー、起業家などの未来に対
する構想や洞察を起点に、思想や未来像
を具体的に提示していく未来デザインで
す。特にAI（人工知能）やロボティクス

など技術進化がつくり出す未来の社会像
を主観的に定義し、世の中に問いかける
ことに主眼があります。
　これら 4 つのテーマの中で、デザイン
思考、参加型デザイン、未来デザインは、
混同されがちですが、方法論が異なるた
め、目的を明確にするところから始める
必要があります。
　しかし、基本にある考え方は一貫して
います。デザイン思考をビジネスに活用
する価値は、短期でも長期でも、社会の
変化によって生じた歪みを人間にとって
よいと見える世界へ戻すことにあるから
です。よりよい社会や組織、ユーザーの
像を描き、実現するためにデザインを適
切に活用するべきです。テクノロジーの
進化によって、社会が急速に変化する時
代だからこそ、デザイン思考がかつてな
いほど注目されるのだと思います。
　次号では、これらの 4 つのアプローチ
について詳しく説明します。

インする手法という枠を超えて広がって
います。すでに、ビジネスにおける文化
となっています。
　その背景には、パソコンやスマホの普
及による個人の創造性の解放がありま
す。パソコンが普及したことで、誰もが
創作したり表現したりする環境が整いま
した。
　デザイン思考は、多くの人が創造欲求
を高め、創造を始めるための方法論とし
ても注目をあびています。ユーザー体験
をデザインする手法が意図せざるかたち
で、創造性の民主化を起こすツールとし
て、開発現場を超えて広がっていったと
言えます。

デザイン思考の拡張

　では、デザイン思考はどこへ向かおう
としているのでしょうか。BIOTOPEは
創業からの 3 年で、さまざまな分野の企
業を支援してきました。弊社の特徴は、
共創型アプローチにあります。具体的に
は、ユーザー参加型デザインの流れを意
識し、企業の経営者や社員が創造し、具
体化することを支援します。デザイン思
考の他に、心理学、デザイン、マーケ
ティング、組織開発などの方法を駆使し
て未来を創造します。
　デザイン思考という入り口から入った
ケースでも、その会社の経営や現場の
ニーズに合わせて全く違うプロセスをそ
の都度、デザインしてきました。本連載
でこれまで紹介してきたケーススタディ
を分析することで、経営やビジネスにお
けるデザイン思考の今を切り取れると考
えました。
　64 ページの表を見ると、業界の広が
りがまず明確です。2000 〜 10 年代前半
に、電機メーカーやネット企業が、デザ
イン思考をパソコンに関連する分野で早

下するジレンマがあります。これを解決
するには、会社や事業のミッションやビ
ジョンを定め、個人の自律性を担保しな
がらそれぞれが同じ意義のベクトルや価
値観を共有して動く組織デザインが必要
になります。最終的には、組織や制度の
根底にある思想や価値観といった企業
DNAのデザインに行き着きます。
　デザイン思考をいざ組織の中で実践し
始めると、鯉の滝登りのように組織や企
業理念などの上位の経営課題がテーマと
なります。
　これだけ多様な場面でデザイン思考が
必要とされるのは、なぜでしょうか。
　現実のビジネス現場における課題は、
千差万別です。例えば、これまでの連載
で紹介した事例を見ると、「デジタルに
対応した商品の開発」（ぺんてる）、「新
規事業が生まれ続ける仕組みをつくる」

（ NHK エデュケーショナル）、「若い顧
客層を開拓し、新たなブランドを構築す
る」（山本山）、「前例のない事業を実現
し、IoT 時代の商社の事業モデルを確立
する」（丸紅）、「自律的で創造性にあふ
れた組織をつくる」（ ALE ）などの課題
がありました。
　これらの事例は、「既存の事業のやり
方の延長上ではない、非連続的な解を出
さなくてはならない」という課題にまと
めることができます。そして、企業は、
この課題をデザイン思考で解決したいと
考えて、BIOTOPE に相談を持ちかけ
ます。しかし、デザイン思考をそのまま
このような課題に適用できるとは限りま
せん。企業の事情に応じて、デザイン思
考の基本形で対応できる場合と応用が必
要な場合があるのです。2 つの場合を見
極める基準は2つあります。

基準1　作り手起点か、ユーザー起点か

くから導入していました。それが、ここ
数年は表にあるような丸紅などの商社の
他、放送や自動車、銀行、農業などの多
様な業界に波及していきました。
　消費財メーカーはもちろん、NHK や
日本サッカー協会のような公的機関、山
本山のような老舗企業も活用するように
なりました。もはや業界の垣根はなく、
先進的な感覚を持つアーリーアダプター
が導入し、業界内で独自の方法を確立し
ようとしています。
　対象領域も広がっています。デザイン
思考が求められるのは、ものづくりを得
意としていたメーカーにデジタルの波が
押し寄せ、ユーザー体験を提供する必要
に迫られる場面です。企業の提供価値が
モノから、デジタルを活用したユーザー
体験に変化するからです。
　それによって、従来の商品開発、販売、
顧客サポートなどの業務プロセスを、モ
ノを届ける瞬間を起点に、その前後も含
めてサービス化、つまりコト化しなくて
はなりません。さらに企業全体として顧
客価値を上げるための隊列を編成する必
要があります。
　コト化の段階に入った企業は、常に顧
客のフィードバックを基にサービスを改
善していくようになります。それを組織
の文化として定着させるには、常にアッ
プデートを繰り返し、破壊と創造を恐れ
ない DNA を組織に埋め込む必要があり
ます。この段階では、アジャイルで創造
的な文化を醸成するための組織変革が重
要なテーマになります。

万能薬ではないデザイン思考

　自律的で創造的な組織をつくると、今
度は組織内のメンバーはそれぞれの意思
で多方向に向かって進み始めます。つま
り組織の自律性が高まると、団結力が低

図●拡張するデザインの４分類

伝統的デザイン 未来デザイン

デザイン思考 参加型デザイン

目的	 質の高い知覚体験をつくり出す
対象	プロダクト、パッケージ、広告など
特徴	作り手の審美眼を重視

目的	 未来の社会像を描き、ニーズを問いかける
対象	ビジョン、ブランドストーリー、アートなど
特徴	作り手の “妄想”を重視

目的	 ユーザー中心の問題解決
対象	顧客中心の商品・サービスのコンセプト、
	 UI/UX開発、BtoBのソリューション提案など
特徴	顧客を重視

目的	 コミュニティーの自律性を引き出し、
	 集合知により問題を解決する
対象	社会課題、コミュニティー、都市など
特徴	コミュニティーの関係性を実現

作り手起点

ユーザー起点

短期（1〜3年） 長期（3年以上）


