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総括編2：経営にデザインを活用して21世紀型企業へ進化する

1.デザイン思考⇒
	 顧客起点の創造文化づくり

　デザイン思考を経営者が活用する場
合、最終的に目指すのは顧客体験、い
わゆる UX（ユーザーエクスペリエンス）
を生み出し続けられる、顧客起点のア
ジャイルで創造的な組織文化をつくるこ
とです。 
　顧客体験や U X は、商品開発、U I

（ユーザーインターフェース）/UX 開発
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や、新規事業開発などR＆Dなどの部門
に関連します。これらの部門が、新たな
顧客体験を創出する場合、まずエスノ
グラフィーなどデザイン思考の代表的な
手法を用いたユーザー理解を起点にしま
す。そして、複数部門の担当者から構成
されたチームが、企業の持つ技術シーズ
を生活者の価値へと翻訳していきます。
現時点の生活者の価値を起点とするた
め、社会実装の期間としては最大 3 年程
度が適しています。 
　米IBMや独SAPに代表されるプラッ
トフォーム型企業が外部企業と協働する
に当たり、共通言語・共通プロセスとし
てデザイン思考を全社に導入するのは、
アジャイルな創造的組織文化をつくる方
向に進化したものです。 
　ぺんてる（本誌 2018 年 2 月号、3 月号
参照）や NHK エデュケーショナル（同
17 年 10 月号、11 月号参照）のように、
発想力を持っている企画担当者によっ
て、顧客起点のアジャイルで創造的な組
織文化を醸成していく例がこれに当たり
ます。典型的には、ユーザー理解や共創
から始まり、プロトタイプを検証しなが
ら、アジャイル開発へとつなげていきま
す。こうした組織文化を確立するまでを
ゴールと考えると長期的な取り組みが必
要です。IBMもSAPも5～10年近くプ
ロジェクトを継続し、創造文化の土壌を
つくってきたのです。 

2.参加型デザイン⇒
	 社会課題解決生態系づくり

　デザイン思考を組織の枠を超えた共創
に転用する参加型デザインの方法論を活
用することで、社会課題解決のための事
業開発が可能になります。ここでは、多
様な分野のステークホルダーを巻き込ん
だコミュニティーづくり、つまり生態系

づくりが重要になります。 
　近年、SDGs（持続可能な開発目標）に
より、企業や公的機関による社会課題解
決や地域のコミュニティーづくりの取り
組みが注目を集めています。このような
ケースでは、社会の共通善の実現に向け
て解決策を実施するための新たなコミュ
ニティーを構築しながら、解決していく
必要があります。 
　しかし、社会課題をテーマに設定する
場合、関連する課題やステークホルダー
が複雑に絡み合います。そのため、それ
らの解決は一企業だけでは難しく、多く
の立場の違う企業や団体を巻き込む必要
があります。
　日本サッカー協会（同 18 年 8 月号、9
月号参照）や東京急行電鉄（同 18 年 10
月号、11月号参照）など公益性の高い法
人や、社会変革を志す企業が事業を開発
する場合、ステークホルダーから課題へ
の共感を得て、ビジョンや解決策を共創
していくことが大切です。デザインの方
法論は、そうしたプロセスにおける共通
土台の役割を果たします。 
　プロセスを設計するうえで特筆すべき
ポイントは、「自分ごと化」を生み出す
ことにあります。0 から 1 を生み出すよ
りも、その地域や社会にすでにある人や
文脈を生かして、当事者の「つくりたい」
という思いを引き出すべきです。 
　ソーシャルデザインでは、デザインす
る対象は当事者の関係性や新たな文脈で
す。そのため、まず地域の歴史をリサー
チし、地域の成り立ちを理解することが
重要になります。そして、デザイナーが
構築した共創のプロセスやラボなどの実
験の場そのものが、ここでの価値の源泉
になります。 
　ここまで解説してきた1、2は、前回、
創造性の民主化を促すツールとしてのデ

ザイン思考の適用範囲内にあると言えま
す。ただし、民主化によって誰もが創造
に参加できるようになった結果、アウト
プットの質は玉石混交になります。 
　創造性の民主化への反動として、これ
まで創造を担っていたデザイナーやクリ
エイターが広義のデザインを再定義する
動きも出てきます。それが、作り手中心
のアプローチと言える3、4の領域です。 

3.	未来デザイン⇒
　	中長期ビジョン・戦略づくり

　I o T や A I（人工知能）、ブロック
チェーンなど技術進化のスピードが加速
し、未来を予測しにくくなっています。
不確実で予測ができない環境の中で、イ
ノベーション活動を進め、投資していく
には指針が必要です。 
　そうしたこともあり、最近は 10 年以
上先の未来像を描く、バックキャスティ
ング型のイノベーションプロジェクトが
増えてきています。こうしたプロジェク

経営者にとって、デザインの活用は、自身のビジョンや自社の存在意義を発信し、
外部の共感を得るための強力な武器になる。それによってリソースを集め、
共創を推進することが20世紀型企業から21世紀型企業へと脱皮するための鍵になる。 

　前回、拡張・分化するデザインを「広
義のデザイン4類型」として、「デザイン
思考」「参加型デザイン」「伝統的デザイ
ン」「未来デザイン」の4つに分けて紹介
しました。今回は、これらを経営戦略に
応用する方法を解説します。 

　広義のデザイン 4 類型は、方法論の類
型であり、これを経営者視点に言い換え
ると、目的と主導する部門、進め方がそ
れぞれ異なります。そこで、これらを経
営者の視点から見たチャートにしてみま
しょう。 
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図●拡張するデザインの４分類
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1.デジタル化の波を受け、企業のデジタ
ル化を急速に推進する必要性がある

2.競合の参入やマーケットの縮小で既存
事業での成長が見込めない企業が新規
事業を開発する必要がある

3.ミレニアル世代と呼ばれる若者やエン
ジニアなどの人材を獲得できず、会社
の求心力が低下している 

　これらの共通点の背景には、企業の形
態についての根本的な変化があります。
一言でいうと、産業革命によって確立さ
れたヒエラルキー型で規模の経済を手
段とする 20 世紀型の囲い込み型の企業
モデルから、情報革命によって実現され
たネットワーク型で知識創造を重視する
21 世紀型の呼び込み型の企業モデルの
転換です。 
　20 世紀型企業は、大量生産した商品
を販売する事業モデルによって成長して
きました。こうした企業は、自社で生産
設備を保有し、市場機会に応じて、リ

ソースを集中します。そして、規模の経
済と効率で価値を生み出します。そのよ
うな企業では、デザインは、市場のシェ
アを取り、ユーザーの認知を高めること
でプレミアム価値による利益を生み出し
ます。そのため、デザイナーはトップダ
ウンでブランドのCI（コーポレートアイデ
ンティティー）やVI（ビジュアルアイデン
ティティー）を定義し、商品やサービスを
ブランディングしています。 
　一方、21 世紀型企業は自社の大義や
ビジョンを発信しながら自社のプラット
フォームに人・金・もの・知恵を呼び込
み、さまざまなユーザーやパートナーと
価値創造を行います。外部からリソース
を呼び込むため、目的や意義を積極的に
発信し、自社のリソースや仕組みも使い
ながら、外部を巻き込んで共創すること
が重要になります。そうした共創の文化
を持っている企業が、価値創造のスピー
ドを上げ、利益を生み出せるのです。 
　21 世紀型企業においては、経営者が

抱いている思いやビジョンを発信し、そ
れに共感した人と共創する文化を生み出
し続けることが価値の源泉になります。
連載で紹介した企業のほとんどは、21
世紀型の企業への変革を志向していまし
た。多くの人の創造を助けるデザイン思
考は、企業モデル変革のための手法とし
て有効なのです。 
　このような企業では、自社の存在意義
を創造したり、ブランド化したりする
パーパスブランディングやミッションな
どの企業 DNA のデザイン、社外と価値
を共創できる環境と文化を構築すること
がデザインの役割となります。経営とデ
ザインを考えるうえでは、自社が 20 世
紀型か 21 世紀型か、もしくはこれらの
ハイブリッドかを明確にする必要があり
ます。 
　次回は、デザイン思考やデザインの方
法論を活用して、20 世紀型企業から 21
世紀型企業へどのように転換するかを解
説します。

トでは、まず経営者や社員がそれぞれの
思いを共有し、未来像をデザインしま
す。そのうえで、未来像に適合した事業
やサービスをプロトタイピング・実証実
験を繰り返しながら実現に近づけていき
ます。経営者が、中長期ビジョンを策定
したり、イノベーション戦略を立案した
りする場合に適した方法と言えます。 
　米マイクロソフトが構想する未来像
を映像化した「 Productivity Future 
Vision 」や IBM が未来の技術トレンド
を予測した「GTO（Global Technology 
Outlook）」のように、R＆Dの分野では
以前からデザイン思考が使われていまし
た。連載で取り上げたNTTドコモ（同18
年 6月号、7月号）やNTT 先端技術総合
研究所（同18年4月号、5月号）もこれに該
当します。これらの企業のように自分た
ちの主観からスタートし、社会との対話
を通して企業のビジョンを生活言語に翻
訳していく手法が、新たなトレンドになっ
ています。 
　この種のプロジェクトでは、見えるも
のをつくる支援として、イラストなどの
ビジュアルやコピーライティングを活用
し、技術者や研究者の視点によるビジョ
ンを、他の部門のメンバーやユーザーと
一緒に可視化・統合したり、その世界観
を物語化して世に問いかけたりする手法
が有効です。 
　そうしたビジョンを具現化するため、
世の中に問いかけながらサービス研究
やプロトタイプ開発の解像度を上げて
いきます。スペキュラティブデザイン

（speculative design）のようにアート
作品として発表する手法もあります。 
　未来のデザインでは、技術や社会の変
化を予測するシナリオプランニングなど
の経営の意思決定に役立つ手法や技術
と、イノベーター個人の構想を起点とし

担当者がデザイナーやデザインファーム
と共創して、ブランドを立ち上げるという
方法を取っています。 
　伝統的デザインの期間は、半年から 1
年程度が中心です。内部の組織改革やイ
ンナーブランディングとセットで実施す
る場合、3 年程度の比較的長期プロジェ
クトになる場合があります。 

企業モデルシフトの架け橋

　2010 年代初頭からビジネス現場で注
目されるデザイン思考は、ユーザーの観
察からプロトタイプを開発するプロセス
が主流でした。それに対して、経営に必
要な未来創造のOS（基本ソフト）として
デザイン思考のマインドセットや思考
法に対するニーズが次第に高まってい
ます。先述の 4 類型も、デザイン思考に
よって取り入れることができるデザイン
のOSについては共通です。 
　このように広い意味でのデザイン思考
とデザインの応用分野が広がっている背
景を考えたいと思います。 
　デザイン思考を取り入れて成功した事
例には、大きく 2 つのパターンがありま
す。1つは、米Airbnbや、米Everlane
など、BtoC のビジネスモデルを採用し
た IT ベンチャーがあります。こうした
企業は、デザインに対する理解がある創
業者、経営者が、自らデザイン文化を組
織に浸透させています。 
　もう 1 つは IBM や SAP に代表される
従来型の IT 企業が、デザイン思考を導
入し、現場の創造的問題解決のスピード
と質を上げることに成功したケースで
す。大企業が組織変革を目的として全社
的に活用したところに特徴があります。 
　私の経験から、デザイン活用で変革に
挑戦する企業の共通点として以下の 3 つ
が考えられます。

たアートやデザインによるシナリオづく
りを融合させることが重要になります。

4.伝統的デザイン⇒ブランドづくり

　伝統的デザインは昔から作り手の創造
性や審美眼が問われる分野であり、ユー
ザーとの接点となる商品や広告などの分
野でブランドづくりの強力な武器であり
続けています。 
　このニーズに対し、ブランドデザイン
の進化形の 1 つとして、パーパスブラン
ディングがあります。これは、創業者や
企業の思想を引き出してパーパス（存在
目的や存在意義）を定義し、その世界観
をブランド体験やストーリーとして提供
していく比較的新しい手法です。 
　経営者にとっては、ユーザーのみなら
ず、従業員や外部パートナー、企業のエ
ンゲージメント（愛着心や思い入れ）を
強めることがブランドづくりの対象に
なってきています。具体的には、ミッ
ションデザインや従業員などとのエン
ゲージメントを生み出すためのパーパ
ス、それを柱にしたブランドストーリー
づくりがテーマになります。 
　ALE（同19年3月号）の事例のように
企業のミッション・バリューをはじめと
する思想そのものをデザインするパター
ンや、山本山（同 17 年 12 月号、18 年 1
月号）のように、企業の存在意義を刷新
しながら、外部デザイナーと協働でパッ
ケージや店舗デザインに落としていく事
例があります。
　企業に関する歴史を分析し、経営者や
社員のこだわり（思想）や世界観を引き
出して可視化し、そのストーリーを体験
として表現するところに特徴がありま
す。その点で、ユーザーニーズに焦点を
当てて、商品を開発する古典的なブラン
ドマーケティングとは異なります。企業の
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