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序 

 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア

近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ

諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化

問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に

対する懸念が台頭してきております。 
  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してま

すます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られ

ております。 
 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの

力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な

成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業

の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、

ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマ

の一つとして 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社に「デザイン・ミュー

ジアム企画調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各

位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 



 

はしがき 

 

工業デザインは、わが国機械工業界の戦後の復興、高度成長及びその後のブランド価値

重視の各時代を、時に支えまた時にリードしてきた重要なファクターであった。 

 

そして、９０年代後半から自然環境やユニバーサリティが重視される時代を迎えると、

工業デザインは、エコ・デザイン（サステイナブル・デザイン）、ユニバーサル・デザイン

という形で、それらに配慮した具体的な機械製品の誕生へと導いてきた。さらに２１世紀

に入ると、「感性」を活かした機械工業の競争力創造（感性価値の創造）が重視され始めて

おり、政策的にもこのような方向性を推進するために「感性価値創造イニシアティブ」が

立ち上げられたところである。そして、工業デザインはこの中でも重要な役割を果たそう

としている。 

  

 しかし、このようにわが国機械工業界の発展にとって重要な役割を果たす工業デザイン

については、その優れた事例を国民や産業界に広く伝える媒体・機関が存在しておらず、

またこのようなデザイン商品そのものが遺失の危機にも瀕している。そして、その中で具

体的な役割を果たしたデザイナーも、その多くが現役の第一線を退くタイミングが徐々に

近付いている。 

 

本調査はこのような重要なタイミングをとらえて、戦後の工業デザインの貢献を振り返

るとともに、今後のわが国機械工業界の競争力強化に貢献するデザインのあり方を検討し

うるようなデザイン・ミュージアムのあり方を検討するものであり、機械工業にとっても、

また国民生活にとっても意義の大きな調査であると認識している。 

 

 本調査を実施するにあたり、日本自転車振興会並び社団法人日本機械工業連合会のご高

配に深謝するとともに、調査にご協力いただいた方々、並びに熱心なご議論とご意見を頂

いたデザイン・ミュージアム企画調査にかかる専門家委員会（委員長 日本デザイン事業

協同組合理事長 平野哲行氏）の委員会各位に、心より感謝申し上げる次第である。 

 

 

平成１９年３月 

 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

取締役社長  元 田 充 隆 
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 本 編 
  
序 章 調査研究の概要 
 
１．背景と目的 

 
欧米には過去の優れたデザインの商品を収集し一般に広く公開されているデザイン・

ミュージアムが存在し、国民全体に優れたデザインを伝える 良の機関のひとつとなっ

ている。 

  わが国の場合には、その時々の新製品についていわゆる「Gマーク」を始めとして自治

体等によって地域的に実施されるデザイン・アワードによって振興が図られている。そ

の一方で、これまでのわが国の機械工業の発展を担って、いわゆる日本ブランドを築い

てきた過去のデザインの収集・公開等による普及については、(社)日本インダストリア

ルデザイナー協会が実施する JIDA デザイン・ミュージアム事業、デザイン・ミュージア

ム・セレクション事業や、一部の美術館等による収集・展示などに限定されており、国

民全般に広く認知されるには至っていない状況である。 

  そのような中、平成 15 年 6 月 10 日経済産業省製造産業局「デザインはブランド確立

への近道 －競争力強化に向けた 40 の提言―（戦略的デザイン活用研究会報告）」の中

では、「国民意識の高揚」に関する提言のひとつとして、「デザイン・ミュージアムの設

立を通じて多様で優れたデザインに触れる」との提言がなされ、「デザイン・ミュージア

ムの設立」による国民等のデザイン理解の向上を推進することが提言されている。また

同報告書の中では、関連して「過去の優れたデザイン情報の整備」「初等中等教育でのデ

ザイン教育の充実」などの提言もなされているところである。 

本報告書は、上記のような背景及び経緯を踏まえて、戦後、わが国機械工業により産

み出され、いわゆる日本ブランドを築いてきた工業デザインの系譜を調査し、工業デザ

インが機械工業の発展に寄与し、国民生活に如何に影響を与えてきたかを整理し、併せ

てデザイン・ミュージアムにおける効果的な機能について検討することにより、今後の

わが国にとって意義のあるデザイン・ミュージアムのあり方の検討に資することを目的

として実施した調査の結果をまとめたものである。 
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２．調査研究体制 

 

本調査は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社内において、本事業を遂行す

るプロジェクトチームを組成して、これを実施した。 

併せて、「デザイン・ミュージアム企画調査に係る専門家委員会」（名簿は下記）を組成

して、デザイン・ミュージアムのあり方に関する討議を行った。 

 

図表 「デザイン・ミュージアム企画調査に係る専門家委員会」名簿 

（50 音順、敬称略） 

氏 名 役 職 等 

青木 史郎 
財団法人日本産業デザイン振興会 常務理事 

経済産業省「戦略的デザイン活用研究会」事業環境・人材ＷＧメンバー

大月 ヒロ子 
有限会社イデア 代表取締役  

「グッドデザイン賞（Ｇマーク）」審査委員 

平野 哲行 

（委員長） 

日本デザイン事業協同組合 理事長 

株式会社平野デザイン設計 代表取締役 

経済産業省「戦略的デザイン活用研究会」戦略的活用ＷＧ主査 

「グッドデザイン賞（Ｇマーク）」審査委員 

山内 勉 

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 理事長 

松下電工株式会社デザイン部 副理事 

経済産業省「戦略的デザイン活用研究会」振興・発信ＷＧメンバー 

Ｄ-８「ジャパン・デザイン・ミュージアム設立準備委員会」委員長 

山村 真一 

日本デザイン事業協同組合 副理事長 

株式会社コボ 代表取締役 

経済産業省「戦略的デザイン活用研究会」発信・振興ＷＧメンバー 

「グッドデザイン賞（Ｇマーク）」審査委員 

オブザーバー 経済産業省製造産業局デザイン人間生活システム政策室 

事 務 局 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

政策研究事業本部 公共経営・公共政策部 
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第１章 戦後の工業デザインの系譜 
 
１．１ 戦後のわが国工業デザインに係る系譜の整理 

 
 まず、戦後のわが国工業デザインに係る系譜の状況を整理する。戦後のわが国工業デザ

インに係る系譜の作成と分析は、全般的にまだ端緒についた段階と言い得る状況であり、

その通史的な分析・整理の事例はまだ少ない。そのような中で、これまでに作成されてい

る系譜を大別すると、「時系列」にてその特徴を整理しているものと、「日本のデザインの

特質」の観点から整理するものとに分けられる。 
  
前者の「時系列」にて整理するものについては、工業デザインの対象領域の拡大を基に

した分類（次頁Ａ）、工業デザインの段階の変化やテーマの変遷を基にした分類（次頁Ｂ～

Ｄ）がなされている。 
多くの分析（Ａ､Ｃ､Ｄ）が１９５０年代を日本の戦後デザイン創世記と位置付けている

ところで共通しており、またいずれの分析も２０００年以降を自然環境やユニバーサリテ

ィに対応する時代として位置付けている点は共通している。また１９７０年代は、省エネ・

軽薄短小のデザインの時代として整理され（B と C）、そして次の８０年代は、デザインが

単に個々の商品ではなく、企業組織の価値を創造するために用いられ始めた時代であると

して整理されている（ＡとＢ）。 
 このように時系列的かつ帰納的に分析されているものから次世代を読み解くことには、

一般的に難しさがあるが、例えばＡの分析では、工業デザインの対象領域が「個々の商品」

から「社会」へと拡大してきたことが示されており、一つの視点が提供されていると思わ

れる。すなわち工業デザインの対象領域がこのまま広く社会を対象としたものとして定着

するのか、もしくは逆転現象を起こすのか、という方向観である。 
 
 今後、更にこのような系譜の整理・分析の蓄積がなされて、工業デザインを分析する観

点が体系化されていくことが望まれる。また併せて、その中から次世代を見通せるように

なることが期待される。 
 
 なお、次々頁からの４頁は、戦後日本を代表するような工業デザイン商品について、そ

の系譜を、財団法人日本産業デザイン振興会の資料（100 点、G マーク受賞商品を更に絞り

こんだもの）、及び社団法人日本インダストリアルデザイナー協会の資料（88 点）を、まと

めて整理したものである。双方の資料に共通して掲載されているデザイン商品も多い。 
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図表 戦後日本の工業デザインの系譜（１） 

工業デザインの特徴 工業デザインの特徴 工業デザインの特徴 工業デザインの特徴
年 年 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1945 昭和２０
1946 昭和２１
1947 昭和２２
1948 昭和２３
1949 昭和２４
1950 昭和２５
1951 昭和２６
1952 昭和２７
1953 昭和２８
1954 昭和２９
1955 昭和３０
1956 昭和３１
1957 昭和３２
1958 昭和３３
1959 昭和３４
1960 昭和３５
1961 昭和３６
1962 昭和３７
1963 昭和３８
1964 昭和３９
1965 昭和４０
1966 昭和４１
1967 昭和４２
1968 昭和４３
1969 昭和４４
1970 昭和４５
1971 昭和４６
1972 昭和４７
1973 昭和４８
1974 昭和４９
1975 昭和５０
1976 昭和５１
1977 昭和５２
1978 昭和５３
1979 昭和５４
1980 昭和５５
1981 昭和５６
1982 昭和５７
1983 昭和５８
1984 昭和５９
1985 昭和６０
1986 昭和６１
1987 昭和６２
1988 昭和６３
1989 平成元
1990 平成2
1991 平成３
1992 平成4
1993 平成5
1994 平成6
1995 平成7
1996 平成8
1997 平成9
1998 平成10
1999 平成11
2000 平成12
2001 平成13
2002 平成14
2003 平成15
2004 平成16
2005 平成17

人間中心のデザイン
エコロジー・デザイン

情報・環境の時代へ

目標の喪失
暮らし：バブルの崩壊とさまざまな出
来事から政治・経済・社会の仕組み
を見直す時代に
暮らしとデザイン：自己責任が問わ
れる時代へ個人の幸せに留まらず、
家庭や地域社会を含んだ暮らしのあ
り方やデザインの提案がのぞまれて
いく

デジタルデザイン台頭期

ソシオ・デザイン

自分の視点、人間性回帰
暮らし：インターネットや携帯電話な
ど高度情報化社会。一方人間本来
の店舗で生き方暮らし方を見直すこ
とが具体化されようとしている。
暮らしとデザイン：人や環境にとって
やさしいデザインに商品価値を認め

ユニバーサル・エコデザイン
期

デザインオリエンテッドな商品
開発

豊かさを実感
暮らし：オイルショック、ドルショックを
経て経済大国の仲間入り、一方公害
などの環境問題が顕在化
暮らしとデザイン：オイルショックを
きっかけに資源エネルギーをどの用
に使うかデザインの重要性を増す

工業技術の成熟期軽薄短小デザインの時代

ブランディングの時代
企業デザインの成立

物の多様化
暮らし：空前の好況、バブル時代に
入る
暮らしとデザイン：モノの充足によっ
ていかに楽しく使えるかに商品価値
が

工業デザイン爛熟期

占領下デザインの時代
戦後黎明期

日本の「戦後デザイン」の出
発

物不足
暮らし：講和条約締結、国際連合加
盟、国際社会の一員に「もはや戦後
ではない」と経済白書
暮らしとデザイン：日本の伝統文化
の継承と一方アメリカの生活文化の
影響を受ける

日本デザイン草創期

機能主義デザインの時代

商品デザインの確立

物の充足
暮らし：「巨人・大鵬・たまご焼き」の
流行語いざなぎ景気に沸き高度成
長の時代を迎える
暮らしとデザイン：大量生産・販売方
式の確立と併せてデザイン体制も確
立し始める

デザインの国際交流期

商業主義とアンチ・モダンの
時代

 
（資料）Ａ： 青木史郎「デザイン･ゼミ」(下記 URL)を基に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
       （http://www.japandesign.ne.jp/HTM/REPORT/d_zemi/index.html） 
    Ｂ： 竹原あき子、森山明子監修「日本デザイン史」（2005 年）より 

    Ｃ： 社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 HP より 

    Ｄ： 「Casa Brutus」（2006 年 11 月号）より 
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図表 戦後日本の工業デザインの系譜（２） 

年 年 商品名 企業名 デザイナー
1945 昭和２０
1946 昭和２１ DH家具 商工省工芸指導所
1947 昭和２２ スクーター　シルバーピジョンC－１０ 三菱重工業 同社：車輌設計課

乗用車　トヨペットSA型 トヨタ自動車工業 同社：技術部設計課
1948 昭和２３
1949 昭和２４
1950 昭和２５
1951 昭和２６ 卓上扇風機２０B１ 松下電器産業 同社：製品意匠課

４号自動式卓上電話機 富永直樹
1952 昭和２７ ラジオ付き電蓄キャビネット＝レコードプレーヤー　コロンビアRG－７０日本コロンビア 柳宗理
1953 昭和２８
1954 昭和２９ マツダCHTA三輪トラック 小杉二郎
1955 昭和３０ 乗用車　ダットサン110型 日産自動車 同社：設計部造型課

セコニック　カラーメーターCT－２ KAK（カック）
1956 昭和３１ カメラ　キャノンVT キャノン 同社：技術部＋川田龍宥
1957 昭和３２
1958 昭和３３ 電気釜　RC－10K （株）東芝（東京芝浦電気（株）） 同社：岩田義治

扇風機　デルタ型FDS－２５５７ 富士電機（株） 皆川正
AMラジオ　TR－６１０ ソニー（株） 同社：技術部
醤油注　G型しょうゆさし 白山陶器（株） 森正洋
乗用車　スバル３６０ 富士重工業 同社：第二設計課＋佐々木達三
スーパーカブC１００ 本田技研工業 同社
ラジオ　TR－６１０ ソニー（株） 同社：技術部
生物顕微鏡DF オリンパス光学工業 豊口デザイン研究所
中型輸送旅客機内装デザイン　YS－１１ Qデザイン　渡辺力

1959 昭和３４ カメラ　ニコンF 日本光学工業 亀倉雄策
1960 昭和３５
1961 昭和３６ プラスチック製ごみ容器　ポリベール 積水化学工業 同社：成型品事業本部意匠課
1962 昭和３７
1963 昭和３８ ガラス製灰皿　４４０９０－AMB、GSM 東洋佐々木ガラス（株）（佐々木 同社：商品開発部　竹内伝治

学研科学のふろく 学習研究社 KAK（カック）
1964 昭和３９ タップ　ハイトリップタップ 松下電工（株） 同社：宣伝部

トランジスター式ステレオ　SEー２００／飛鳥 松下電器産業（株） 同社：ステレオ事業部　デザイン室
灰皿　2号、3号、H型、B型 山正鋳造（株） 芳武茂介
盛皿　あられ HOYA（株）（（株）保谷硝子） 河上恭一郎
ファイル　Gファイル （株）キングジム 平野拓夫
新幹線０系 日本国有鉄道 日本国有鉄道

1965 昭和４０ 電気掃除機　ハイクリーンD／MC－1000C 松下電器産業（株） インターナショナル工業デザイン
鍋シリーズ　エバーウェア 東新プレス工業（株） 谷口貴美子
8mmカメラ　フジカシングル－８P１ 富士写真フイルム 同社：光機部　富士写真工機
屋外遊具 NIDOインダストリアルデザイン事務所

1966 昭和４１ 一眼レフカメラ　ニコンF　 （株）ニコン（日本光学（株）） 同社：カメラ設計部＋亀倉雄策
リビングチェア　ラタンチェアC－315 山川ラタン（株） 剣持勇
スツール　バタフライスツール （株）天童木工 柳宗理
金属洋食器　N０、１１００ 小林工業（株） 産業工芸試験所
乗用車　カローラKE１０ トヨタ自動車工業 同社：設計部デザイン課

1967 昭和４２
1968 昭和４３
1969 昭和４４ ステープラー　マックスホッチキス　HD－１０D マックス（株） 同社：開発本部デザイン課

乳酸菌飲料容器　ヤクルト ヤクルト 剣持勇デザイン研究所
腕時計　セイコークオーツアストロン 諏訪精工舎（セイコーエプソ） 同社：設計課意匠係
乗用車　フェアレディZ 日産自動車 同社：第一設計部第一造形課
オートバイ　DREAM　CB７５０FOUR 本田技研工業 同社  

（資料）財団法人日本産業デザイン振興会「100 のデザイン、100 の物語 グッドデザインの 50 年」（2006 年）、 
及び日本インダストリアルデザイナー協会監修「ニッポン・プロダクト」美術出版社（2006 年）から作成 

（注）双方の資料に掲載されている商品で、かつ掲載年次が異なる場合には、前者の資料に従っている。 
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図表 戦後日本の工業デザインの系譜（３） 

年 年 商品名 企業名 デザイナー
1970 昭和４５ 照明器具　サツールノ ヤマギワ 同社

大阪万博ストリートファニチュアとサイン計画 GKインダストリアルデザイン研究所
1971 昭和４６
1972 昭和４７ 照明器具　Kシリーズ 倉俣史朗

電子式卓上計算機　カシオミニ　 カシオ計算機
自転車パーツ　デュラエース シマノ 同社：デザイン室

1973 昭和４８ 営団地下鉄地千代田線　大手町駅サイン・システム 村越愛策デザイン事務所＋坪居恭平デザイン事務所＋鎌田経世
モノプロのテーブルウェア モノプロデザイナーズ

1974 昭和４９ 強化グラス・スタックタンブラー　００３４５－HS、００３４東洋佐々木ガラス（株）（佐々木硝子（株）） 同社
カッター　万能L型 オルファ（株） 同社：企画部
水性ボールペン　ボールぺんてる ぺんてる（株） 同社：デザイン研究室
事務鋏　アレックスシリーズ 林刃物（株） ユニデザイン　渡辺篤治

1975 昭和５０
1976 昭和５１ クズ入れ　イレ－F１０M コクヨ 同社：ファニチャー商品開発部
1977 昭和５２ ポータブルカラーテレビ　CITATION ソニー（株） 同社：デザイン室

ラジオ　Nａｔｉｏｎａｌラジオ　R－０１２／ペッパー 松下電器産業（株） 同社：ラジオ事業部門　企画部　デザイン室
スクーター　ZEQ／Pａｓｓｏｌ ヤマハ発動機（株） （株）ヤック　坂紘一郎

1978 昭和５３ 灰皿　GOMシリーズ 富双ゴム工業（株） 黒川雅之
1979 昭和５４ 電子式卓上計算機　EL－８１５２ シャープ（株） 同社：総合デザインセンター

３５ｍｍカメラ、エレクトロニックフラッシュ　XA２、A１１オリンパス（株）（オリンパス光学工業（株）） 同社：カメラ事業部開発グループ　米谷美久
1980 昭和５５ カラーモニターテレビ　KX－２０HF１／プロフィール ソニー（株） 同社：PPセンター

レコードプレーヤー　SL－１０ 松下電器産業（株） 同社：ステレオ事業部　デザイン室＋インターナショナル工業デザイン
ウォシュレットG TOTO 同社
ウインクチェア カッシーナ 喜多俊之

1981 昭和５６ システムコンポ　F－７８０、A－９８０、CT－９７０ パイオニア（株） 同社：デザイン室
テーププレーヤー　ウォークマン　WM－２ ソニー（株） 同社：PPセンター
３５ｍｍカメラ、エレクトロニックフラッシュ　XA２、A１１オリンパス（株）（オリンパス光学工業（株）） 同社：カメラ事業部開発グループ　米谷美久
折り畳み椅子　TUNE（BLITZ） 川上元美

1982 昭和５７
1983 昭和５８
1984 昭和５９ 電気エアーポット　CAN－１８０１、２２０１／ミニ・デカ 象印マホービン（株） マリオ・ベリーニ

小型乗用車　ホンダシビック　２５i　３ドアハッチバック本田技研工業（株） （株）本田技術研究所
ブラウン管　αチューブ 松下電器産業（株） 同社：テレビ本部デザイン部
デスクシステムD－１０ 岡村製作所 同社：インダストリアルデザイン部

1985 昭和６０ 文具セット　チームデミ プラス（株） 同社：商品開発本部　玉村浩美
1986 昭和６１ レンズ付きフィルム　フジカラー写ルンです 富士写真フィルム（株） 同社：デザイン室

フルーツボール　大館曲げわっぱ （有）栗久 山下三郎＋時松辰夫
肘付椅子　ニーチェアーX （有）ニーファニチア 新居猛
空気圧制御機器　セレックスシリーズ CKD（株） 同社：デザイングループ＋（株）平野デザイン設計
キャノンT９０ キャノン（株） 同社：カメラ工業デザイン部＋ルイジ・コラーニ

1987 昭和６２ ウインドミディーコントローラー　YAMAHA　WX７ ヤマハ（株） 同社：デザイン研究室
シャープペンシル　SMASH ぺんてる（株） 同社：デザイン研究室
キッズ・オーディオ　マイ・ファースト・ソニー ソニー（株） 同社：PPセンター

1988 昭和６３ カラーテレビ受像機　Panasonic　Piedra８　TH－８U１松下電器産業（株） 九州松下電器（株）　意匠部
照明器具　あかり （株）オゼキ イサム・ノグチ

1989 平成元 ビデオ付テレビカメラ　SONYHANDYCAM CCD-TR55ソニー（株） 同社：クリエイティブ本部　デザインセンター
車椅子　CARNA （株）シグ・ワークショップ 川崎和男
コンパクトカメラ　ビック・ミニ コニカ コニカデザイングループ  

（資料）財団法人日本産業デザイン振興会「100 のデザイン、100 の物語 グッドデザインの 50 年」（2006 年）、及び日本インダストリアルデザイナー
協会監修「ニッポン・プロダクト」美術出版社（2006 年）から作成 

（注）双方の資料に掲載されている商品で、かつ掲載年次が異なる場合には、前者の資料に従っている。 
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図表 戦後日本の工業デザインの系譜（4） 

年 年 商品名 企業名 デザイナー
1990 平成2 玩具家電　ROBOシリーズ 三洋電機（株） 同社：オーディオ事業部　デザイン開発課

ドライバーセット　アネックスNo.６８００ （株）兼古製作所 同社：企画部
バス、トイレ雑貨　ナクサスシリーズ　 （株）マーナ 同社：商品開発室＋FLEX　吉澤弘
包丁　GLOBAL 吉田金属工業（株） ZAC　山田耕民
普通乗用車　トヨタエスティマ トヨタ自動車（株） 同社：デザイン部
トラック　クルージングレンジャー 日野自動車 同社：デザイン部
ホームコピーファクシミリ　イラストーク シャープ（株） 同社：情報デザインセンター

1991 平成３ ノート　Campus コクヨ（株） 同社：パーソナル製品部　井上恭史
1992 平成4 液晶付ビデオカメラ　Hi8　VIEWCAM　VL－HL１／液晶シャープ（株） 同社：電子機器事業本部　デザインセンター

超小旋回式パワーショベル　コマツパワーショベルPC（株）小松製作所 コマツ建機　事業本部　技術本部　デザイン部
1993 平成5 スポーツグラス　スワンズガルウイング 山本光学（株） 同社：浮船博志

卓上しょうゆびん　キッコーマンしょうゆ卓上１５０mlびキッコーマン（株） GKインダストリアルデザイン研究所
椅子　OLIO （株）インターデコール 同社：R&D
携帯電話機　デジタル・ムーバN NEC NECデザイン

1994 平成6 テレビゲーム機　プレイステーション ソニー（株） 同社：コーポレートデザインセンター　後藤禎祐
ティッシュパッケージ　スコッティティシュー （株）クレシア 松永真
家庭用ミシン　盲人用ミシン　ZZ３－B５７１／HELENKブラザー工業（株） 同社：研究開発センター　デザイングループ
誘導灯　コンパクトスクエア 松下電工（株） 同社：設備A＆Iデザイン室＋明治ナショナル工業（株）＋クロイ電機（株）
腹膜透析システム　キャプディール テルモ（株） 同社：広報部意匠課
広島新交通システム　アストラムライン デザイン総研広島
住宅　フォルクスハウス＋Be－ｈ＠us 秋山東一

1995 平成7 工業化住宅　都市型３階建住宅URBIS－３PRIVATE 積水ハウス（株） 同社：中層設計部
1996 平成8 携帯電話機　デジタル・ムーバP１０１HYPER エヌ・ティ・ティ移動通信網（株）＋松下通信工 松下通信工業（株）　デザインセンター　テレコムデザイン室

IX２４０　レンズシャッターカメラ　Ｃanon　IXY キャノン（株） 同社：総合デザインセンター　塩谷康
工業化住宅　GENIUS蔵のある家 ミサワホーム（株） 同社：商品開発一部
座・シャワー 松下住設機器 同社：生活研究センターシルバー生活研究室

1997 平成9 電気バイオリン　サイレントバイオリンＳＶ－１００ ヤマハ（株） 同社：デザイン研究所
工具　ALUTOOL工具シリーズ 新潟県作業工具協同組合 （株）オープンハウス
舗装用材、インテリアタイル　ソイルセラミックス （株）INAX 同社：窯業技術研究室／建材商品開発室
作業用ヘルメット　SC－５Ｂシリーズ ミドリ安全（株） （株）クルー　馬場了、山崎信哉、片桐英晃
金沢市民芸術村 金沢市＋水野一郎＋（株）金沢計画研究所 水野一郎＋（株）金沢計画研究所

1998 平成10 自転車　トランジットＴ２０ＳＣＸ ブリヂストンサイクル（株） 同社：製品設計部　川端真澄／研究開発部　後町守昭
ノートブックパソコン　VAIO　PCＧ－５０５ ソニー（株） 同社：クリエイティブセンター　インタラクションデザイン部　後藤禎祐
電球型蛍光ランプ　ネオボールZ 東芝ライテック（株） 同社：デザインセンター
壁材　エコカラット （株）INAX 同社

1999 平成11 エンタテインメントロボット　AIBO ソニー（株） 空山基＋ソニーデジタルデザイン（株）　熊谷佳明、土屋務、入部俊男
緊急用簡易担架　レスキューボート 安達紙器工業（株） 同社：企画開発課
鉄道車両　７００系　新幹線 東海旅客鉄道（株）＋西日本旅客鉄道（株）＋東海旅客鉄道（株）　車両部＋西日本旅客鉄道（株）　車両部
再製造アナログ複写機　RICOH・Ｓpirio　５０００ＲＭ （株）リコー 同社：経営企画室　総合デザインセンター  

（資料）財団法人日本産業デザイン振興会「100 のデザイン、100 の物語 グッドデザインの 50 年」（2006 年）、及び日本インダストリアルデザイナー協会監修「ニ
ッポン・プロダクト」美術出版社（2006 年）から作成 

（注）双方の資料に掲載されている商品で、かつ掲載年次が異なる場合には、前者の資料に従っている。 
 



 - 8 -

 
図表 戦後日本の工業デザインの系譜（５） 

年 年 商品名 企業名 デザイナー
2000 平成12 水着　スピード　ファーストスキン ミズノ（株）＋スピード　インターナショナル　リミ同社＋スピードインターナショナル　リミテッド　

携帯電話機　デジタル・ムーバＮ５０２iHYPER 日本電気（株） （株）NECデザイン　鈴木千秋
文部省国立天文台ハワイ観測所大型光学赤外線望 文部省国立天文台＋三菱電機（株） 文部省国立天文台＋三菱電機（株）　デザイン研究所
無印良品 （株）良品計画 （株）良品計画
A－POC （株）三宅デザイン事務所 三宅一生＋藤原大
ヒューマノイドロボット　PINO 松井龍哉
空想生活 エレファントデザイン

2001 平成13 眼鏡フレーム　カズオ　カワサキ　アンチ・テンション 増永眼鏡（株） オーザックデザイン＋増永眼鏡（株）
牛乳びん　５０％軽量Ｚ２００ 東洋ガラス（株） 同社：市場開発部　安部仁深
液晶カラーテレビ　AQUOSシリーズ シャープ（株） IDKデザイン研究所　喜多俊之
IH調理器　IHＣ－２５PA、IHC－２５ＰＢ、IHC－２５ＰＣ（株）東芝 同社：デザインセンター　松本博子
温水洗浄便座一体型便器　サティスシャワートイレ （株）INAX 同社：設備事業部　設備商品開発室　中島英博
せんだいメディアテーク 仙台市＋（株）伊東豊雄建築設計事務所 （株）伊東豊雄建築設計事務所
Ｓmapのキャンペーン サムライ＋TUGBOAT＋ビクターエンタテイメンサムライ　佐藤可士和
工作機械　シチズン主軸台移動型CNC自動旋盤　シ シチズン時計 ユニバーサルデザイン
工作機械　ヤマザキマザック超複合加工機　INTERE ヤマザキマザック 金子富廣
ハイブリットタワー　風かもめ 松下精工 デザインコンセプトハウス

2002 平成14 モエレ沼公園 札幌市 マスタープラン＝イサム・ノグチ　監修＝ショージ・サダオ　設計総括＝アーキテクトファイ
画像編集ソフト　ライフ・ウィズ・フォトシネマ （株）デジタルステージ 同社：平野友康＋リビング・ライフ・プロジェクト＋（株）グラムーブ
温水洗浄便座一体型便器　ネオレストEXシリーズ 東陶機器（株） 同社：デザインセンター　白鳥昌巳、谷稔、迎義孝

2003 平成15 携帯電話機　INFOBAR KDDI（株）＋三洋マルチメディア鳥取（株）＋三NAOTOFUKASAWA　DESIGN　深澤直人
ドラム式洗濯乾燥機　Ｎational　NA－Ｖ８０ 松下電器産業（株） パナソニックデザイン社　ナショナルデザイングループ　津田幸裕、小林優
乗用車　プリウス トヨタ自動車（株） 同社：デザイン本部　第一トヨタデザイン部＋（株）テクノアートリサーチ
牛乳パックパッケージデザイン　明治おいしい牛乳 明治乳業（株）＋（株）佐藤卓デザイン事務所 （株）佐藤卓デザイン事務所　佐藤卓
デジタルカメラ　エクシリム　EX－S１ カシオ計算機 同社

2004 平成16 電子体温計　オムロン電子体温計　MC－６７０ オムロンヘルスケア（株） デザインスタジオエス　柴田文江、柴田裕喜
こども向けテレビ番組　NHK教育テレビ「にほんごであ日本放送協会 同会番組制作局＋NHKエデュケーショナル＋（株）佐藤卓デザイン事務所
±０（プラスマイナスゼロ） プラスマイナスゼロ（株） NAOTOFUKASAWA　DESIGN　深澤直人
世界最小クラスの非接触ICチップとその応用ソリュー（株）日立製作所 同社：デザイン本部　星野剛史、柳本学、丸山幸伸
フレームキッチン TOTO 同社

2005 平成17 インスリン用注射針　ナノパス３３ テルモ（株） 同社：マーケティング室　デザインチーム　坪田潤、井尻朋応
電子ピアノ　YAMAHA　Clavinova　ＣＬＰ－Ｆ０１ ヤマハ（株） 同社：デザイン研究所　峯郁郎、勝又良宏  

（資料）財団法人日本産業デザイン振興会「100 のデザイン、100 の物語 グッドデザインの 50 年」（2006 年）、及び日本インダストリアルデザイナー協会監修「ニ
ッポン・プロダクト」美術出版社（2006 年）から作成 

（注）双方の資料に掲載されている商品で、かつ掲載年次が異なる場合には、前者の資料に従っている。 
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 次に、「日本のデザインの特質」の観点からの分析では、江戸時代、1950～80 年代、現

在の３時点での日本デザインの共通性を分析したものが注目される。これは、JETRO がタ

イのバンコクにて実施した展示会及びその関連資料『「日本デザインの遺伝子（DNA of 
Japanese Design, Japan Design 2006, Bangkok）」展の記録』（2006）である。（概要は下

記） 
ここでは、日本のデザインの「DNA」とも言いうるような特質として「15 の要素」を出

し、それらのそれぞれについて、3 つの時代に製造されたモノを比較して、その共通性を論

じているものである。15 の要素とは、例えば、「小さく、薄く、軽くする」「機能を集める」

「携帯化する」「飾りを削ぎ落とす」「素材を活かす」などである。 
 そして、日本デザインの「DNA」を説明するために、つくられた時代の異なる 3 つのモ

ノが例示されている。同じ「DNA」の要素であっても、時代の相違によって、その用途・

性能・フォルムも全く異なっているが、その基層として共通する「ＤＮＡ」が息づいてい

ると考えられる、との分析である。 
図表 資料の概要 

事項 内 容 

編著者 JETRO 
書名等 『「日本デザインの遺伝子」展の記録』（2006）JETRO 

（DNA of Japanese Design, Japan Design 2006, Bangkok） 
概要 ＜日本デザインの 15 の DNA＞ 

◎ A「小さく、薄く、軽くする」 
◎ B「機能を集める」 
◎ C「携帯化、身体化する」 
◎ D「時間と空間を拡げる」 
◎ E「飾りを削ぎ落とす」 
◎ F「コミュニケーションを媒介する」 
◎ G「自動化、省力化する」 
◎ H「技能を開放する」 
◎ I「バリエーションを広げる」 
◎ J「誰もが使えるようにする」 
◎ K「自然を映す」 
◎ L「システムに編成する」 
◎ M「素材を活かす」 
◎ N「素材を拓く」 
◎ O「美しく包む」 

 



 - 10 -

 
図表 3 つの時代の設定 

時代 その概要 

手仕事の時代 
近代的な工業生産が始まる遥か前、江戸時代

（１７～１９世紀）に手作業でつくられたモ

ノ 

工業デザイン（ID）理念の定着と発展の時

代 

戦後、工業デザインの概念が本格的に普及し

始めた 1950 年代から 1980 年代までにつく

られたモノ 

現在 
２１世紀に入ってからつくられた 新のモ

ノで、その特徴を未来に伝えることのできる

優良な DNA を備えたモノ 
 
文献調査及びデザイン関連者へのヒアリングによると、これまで、このようなわが国デ

ザインの特質を分析したような事例は非常に少なく、そのためもあってこの分析は、現地

での反響に加えて、わが国のデザイン関係者の関心も非常に高い事例となっている。 
 このような分析は、部分的・断片的には、これまでにも実施されてきたものである。例

えば、日本の工業デザインは小さくするのが得意、日本デザインは複数の機能をひとつに

纏めるのが得意、日本のデザインは無駄な要素を排除してシンプルに構成するのが得意、

などである。 
 しかし、それらを多くの要素から、また時代を超えて「日本の工業デザインの価値」を

検証して見せているところに、この資料の価値が存在する。そして、この分析の特徴は、

分析対象の「過去～現代」だけではなく、その DNA の軸を用いて未来も展望できるという

点にある。 
 
 今後のわが国機械工業の競争力強化のためにも、今後、特にこのような分析が蓄積され

ていくとともに、いつでも工業デザインの現場にて活用しうるように「資源化」されてい

くことが望まれる。特に、「ユーザーの経験」や「生活の質」が重視される中で、また日本

（日本人）の感性の活用による国際競争力に注目が集まる中で、このような分析の深化は、

極めて重要になると考えられる。 
 
 
 



 - 11 -

 
図表 15 要素のデザイン商品比較 

DNA の要素 
手仕事の

時代 
「工業デザイン」理念の 

定着と発展の時代(1950-80 年代) 
現 在 

A「小さく、薄く、軽くする」 印籠 
ソニー株式会社 
トランジスタラジオ TR-730 1961 

カシオ計算機株式会社 
デジタルカメラ エクシリム-Z3 2004 

B「機能を集める」 
茶 席 組 合

せ忍び箱 
ソニー株式会社 
ラジオカセットテレビ Jackal 1977 

KDDI 株式会社/カシオ計算機株式会社 
携帯電話 G’z One 2005 

C「携帯化、身体化する」 矢立て 
ソニー株式会社 
ヘッドホンステレオ 
ウォークマン 1979 

セコム株式会社 
携帯用防犯端末 
ココセコム 2001 
 
株式会社バンダイ 
携帯型成育ゲーム たまごっち 1996～ 

D「時間と空間を拡げる」 火鉢 

ソニー株式会社 
8 ミリビデオデッキ 
ビデオウォークマン 1988 
 
ソニー株式会社 
ステレオカセットレコーダー カセットデ

ンスケ 1973 

ヤマハ株式会社 
電子バイオリン サイレントバイオリン 

1998 

E「飾りを削ぎ落とす」 黒楽茶碗 
株式会社良品計画 
無印良品 

ワマギワ株式会社 
照明器具 ToFU 2000 

F「コミュニケーションを媒介する」 お茶席 
任天堂株式会社 
携帯型ゲーム機 ゲームボーイ 1989 

ヤマハ株式会社 
ビギナー用ギター EZ-EG（光るギター） 

2002 
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DNA の要素 
手仕事の

時代 
「工業デザイン」理念の 

定着と発展の時代(1950-80 年代) 
現 在 

G「自動化、省力化する」 かまど 
株式会社東芝 
電気釜 RC-10H 1955 

象印マホービン株式会社 
電子炊飯器 ZUTTO 2004 

H「技能を開放する」 三味線 
富士写真フィルム株式会社 
8 ミリ映写機 シングル 8 1965 

ブラザー工業株式会社 
電子ミシン Innovis 2003 

I「バリエーションを広げる」 煙管 
カシオ計算機株式会社 
G-SHOCK 1983～ 

キャノン株式会社 
デジタルカメラ IXY DIGITAL 2003 

J「誰もが使えるようにする」 火打石 
ヤマハ発動機株式会社 
スクーター パッソル 1977 

コンビ株式会社 
子守り帯 はじめてホールド 2003 

K「自然を映す」 枯山水 
株式会社虎屋 
既設の羊羹 

KDDI 株式会社 
携帯電話 INFOBAR  
2003 

L「システムに編成する」 薬箱 

ランドセル 
 
プラス株式会社 
文房具セット チームデミ 1984 

株式会社日本航空 
シェルフラットシート 
2003 

M「素材を活かす」 和傘 
株式会社オゼキ 
照明器具 AKARI 1951 

JETRO 
ハノーバー万博 日本館 2000 

N「素材を拓く」 木製入歯 
富双ゴム工業株式会社 
灰皿他 GOM シリーズ 1978～ 

手塚建築研究所 
ソファ テツカフォーム 2003  

O「美しく包む」 風呂敷 
株式会社井六園 
玉露 禅の詩 1988 

ヒロタデザインスタジオ 
ワンピーススリッパー 2004 

（資料）JETRO『「日本デザインの遺伝子」展の記録』（2006）
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１．２ 工業デザインの影響分析 

１．２．１ 機械産業への影響 

  
本節では、工業デザインの機械工業にもたらす影響を分析する。本調査の専門家委員会

において、デザインの多岐にわたる影響の一断面を捉えるのではなく、今年度は要素の検

討を実施しておくことが重要であるとの指摘を受けたことを踏まえて、「工業デザイン」の

もたらす影響について、下記イメージ・モデルを検討した。モデルのように市場競争を通

じて、それを産み出した商品や企業単体のみならず、様々な波及を与える可能性が想定さ

れる。以下、この内の幾つかの視点について、定性分析も含めて可能な範囲で分析する。 
 

図表 エポック・メーキングな「工業デザイン」のもたらす影響イメージモデル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競争 

創生 

拡大 

デザイン力 

新商品の誕生 

販売・生産拡大 

売り上げ・利益の拡大 

シェア拡大（新商品市場形成）

競争力強化の取組 

デザイン 

広告・宣伝 生産 技術 

ブランド価値 

技術力↑ 商品開発力↑ 企画・戦略↑ 生産能力↑ 

技術の応用 株価向上 優良人材 

資本投資 新商品開発 モチベーション 新市場参入 

競合他社が

市場に参入 

↑競争力向上↑ 

販売力↑ 

強化・発展 

波及・躍進 

デザインが

価値を生む 

市場競争が

激化 

生き残り（競

争力向上） 

様々な場面

に波及 

デザイン力 
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■「工業デザイン」のもたらす影響① 

 
 グッドデザイン賞を受賞するなど、広く「デザイン性が高い」と評価されている商品の

例として、『液晶テレビ AQUOS(アクオス）』及び『ウォークマン』を取上げて、上記イメ

ージモデルに照らして、工業デザインが「機械工業」にもたらした影響の一端を分析する。 
 
液晶テレビ AQUOS(アクオス) 

 本商品（AQUOS アクオス LC-20C1-S/B, LC-15C1-S/B, LC-13C1-S/B/N）は、2001 年 1
月に発売され、液晶テレビとしては初めてグッドデザイン賞を受賞した商品である。デザ

イナーである喜多俊之氏は、本商品のデザインにつて『液晶高画質の技術開発にともない、

高品質なディティールと形態の創造により、新しいテレビの世界スタンダードを目指して

デザインをした』とコメントしている1。 
 以下は、主要企業における同商品を含む液晶テレビの販売台数のシェアである。 
 

図表 主要企業における液晶テレビの販売台数シェア 
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ソニー
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東芝

 

（資料）日本マーケットシェア辞典より作成 

                                                  
1 グッドデザイン賞ウェブサイト「ライブラリー」より同商品のページより抜粋。 

グッドデサイン賞受賞 
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2001 年に販売された同商品の販売以降、同商品をブランドとするシャープ株式会社は、

液晶テレビの販売台数シェアを伸ばし、2003 年にはトップシェアを確保し、現在に至って

いる。また、発売と同年にあたる 2001 年度にグッドデザイン賞を受賞し、それ以降、同ブ

ランドの関連商品は、計 20 のグッドデザイン賞を受賞しているなど、シェア拡大とともに

商品デザインについても引き続き重視していることがうかがえる。 
 競合他社の動向をみると、2002 年度まで市場をリードしていたカシオ計算機株式会社は、

2001 年以降、販売シェアを落としている一方、2002 年頃以降においては、新たに 4 社（松

下、ソニー、ビクター、東芝）がシェアを拡大するなど、同市場に企業が参入し、競争環

境下におかれている状況がうかがえる。 
 

図表 液晶テレビの国内販売額（単位：百万円） 
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（資料）機会統計年報より作成 

 
 なお、上記のように、液晶テレビの販売台数全体が拡大する中、主として 2002 年以降に

おいて新たにシェアを拡大している 4 社は、シャープ株式会社と同様に、グッドデサイン

賞に応募し受賞するなど、液晶テレビの市場において各社は、デザイン性を重視した商品

開発を行い、シェア拡大を目指して競争している状況がうかがえる。 
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図表 グッドでサイン賞受賞賞品（松下、ソニー、ビクター、東芝の液晶テレビ） 

○2001 年 
・液晶テレビ Panasonic TH-15TA2 松下電器産業株式会社 
・液晶テレビ グランドベガ KL-50DX700 ソニー株式会社 
○2002 年 
・液晶テレビ Panasonic TH-20TA3/TH-17TA3/TH-14TA3 松下電器産業株式会社  
○2003 年 
・液晶テレビ VICTOR, LT-26LC4/32LA4 日本ビクター株式会社 -  
・液晶テレビ Panasonic TH-20/ 17/ 14LB15 LB10 LB1 シリーズ 松下電器産業株式会社 -  
・液晶テレビ Panasonic TH-32LX10 松下電器産業株式会社  
○2004 年 
・デジタルハイビジョン液晶テレビ LT-26LC50 / 32LC50 日本ビクター株式会社  
・液晶テレビ Panasonic TH-32LX300, TH-26LX300 松下電器産業株式会社 -  
・液晶テレビ WEGA KLV-14SP2, KLV-20SP2 ソニー株式会社 -  
・デジタルハイビジョン液晶テレビ WEGA KDL-L23RX2, KDL-L26RX2, KDL-L32RX2 ソニ

ー株式会社 -  
・デジタルハイビジョンプラズマ/液晶テレビ X Series ソニー株式会社 -  
○2005 年 
・デジタルハイビジョン液晶テレビ Panasonic TH-23LX50.TH-19LX50 松下電器産業株式会

社  
・デジタルハイビジョン液晶テレビ Panasonic TH-32LX50.TH-26LX50 松下電器産業株式会

社  
・CS デジタルハイビジョン液晶テレビ QUALIA005 KDX-40/ 46Q005 ソニー株式会社 –  
・ハイビジョン液晶テレビ VIctor LT-LC70 シリーズ 日本ビクター株式会社  
○2006 年 
・ハイビジョン液晶テレビ BRAVIA X シリーズ  ソニー株式会社 -  
・フルハイビジョン液晶テレビ Victor LT-LH800 series 日本ビクター株式会社 
（資料）財団法人産業デザイン振興会「ライブラリー」より作成 

 

 

 以上の本商品（AQUOS(アクオス）の発売以降の液晶テレビの市場動向を概観すると、「工

業デザイン」のもたらす影響イメージモデルでいう、「創生」、「拡大」の段階から「競争」

の段階へと移行している状況がうかがえる。
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ウォークマン 

 
 ソニー株式会社のヘッドホンステレオ『ウォークマン』は、1979 年の発売以降、全世界

で発売され、ヒットを収めている賞品で、2003 年度末時点までに累計出荷 3.4 億台を記録

している。同賞品は、グッドデザイン賞 50 周年記念として同財団が作成した「100 のデザ

イン、100 の物語」において、以下のように紹介されているなど、商品としての成功ととも

に、新たなライフスタイル『携帯文化』を創造したという点においても広く認知されてい

る。 

 

ウォークマン WM-2「携帯文化のさきがけはここから」 

・一人のエンジニアがカセットレコーダーを改造し、ヘッドホンを付けて音楽を聴いてい

たことが発端。「音楽をつれて歩けること」を可能にすることによって、新たな若者文化

を生みだした。本機は外観も新しく登場した二世代目。ウォークマンが爆発的な人気を

博すきっかけとなったもの。 

 

 
図表 ヘッドホンステレオの国内販売額（単位：百万円） 
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（資料）機会統計年報より作成 
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 このソニー株式会社の『ウォークマン』を含むヘッドホンステレオの国内販売額の動向

を概観すると、発売以降、1990 年頃までは市場全体として増加傾向が確認されるが、以降

においては毎年、販売総額が低下するなど市場全体が縮小する傾向が確認できる。 
 

図表 主要企業におけるヘッドホンステレオの販売台数シェア 
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（資料）日本マーケットシェア辞典より作成 

 

 
このような市場全体の動向の中、ソニー株式会社を含む主要企業の販売台数シェアを見

ると、同社は市場全体規模が縮小する状況においても、変わらず 40%代の販売シェアを獲

得している。競合他社であるアイワ株式会社、松下電器産業株式会社の各シェアも大きく

変わっていない。
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図表 主要企 3社におけるヘッドホンステレオの販売台数シェア（%） 
 ソニー アイワ 松下 

1988 46.8 18 10

1989 46 20 10

1990 42 21.6 20.1

1991 42.5 22 26

1992 44.5 20 29.5

1993 44 19.1 31.9

1994 44.4 19.1 29.5

1995 43.9 19 29.3

1996 44 18.5 29.7

1997 44 22 27.5

1998 46.2 18.7 25.7

1999 48 18.9 28.4

2000 46 19.8 29.9

2001 52 20.1 24.5

2002 73 *0 25

（資料）機会統計年報より作成  *アイワは 2002 年 12 月、ソニーに吸収合併。 

 

 
 このように、ヘッドホンステレオ市場が拡大する状況から縮小へと向かう 10 年間以上に

亘り、ソニー株式会社の『ウォークマン』の販売シェアが一定以上の水準を確保しつけた

ことの理由について、厳密・客観的な分析は困難であるが、同社は同製品及び関連製品の

改良・発展に継続して取組んできたこと、また、（液晶テレビ市場と同じく）ヘッドホンス

テレオ市場においても、同社及び競合他社の数多くの商品が、グッドデサイン賞に応募し

受賞するなど、デザイン性を重視した商品開発を通じて市場競争が行われていたこと、な

どを勘案すると、同賞品が持つ『デザイン性』、『ブランド価値』、『販売力』などの要素が、

市場シェア確保において何らかの貢献をしていたのではないか、と推察される2。 
 すなわち、「工業デザイン」のもたらす影響イメージモデルに照らして分析すると、「拡

大」、「競争」、「強化・発展」、そして「波及・躍進」に至るプロセスにおいて、同社は、デ

ザイン力などによって競争力を維持・強化した結果、市場シェアを確保したのではないか、

と考えられる。 

                                                  
2 本調査研究において実施したインターネット・アンケート調査、グループ・インタビュー調査の結果に

おいても、ブランドとしてのソニー株式会社商品に対する評価が高いことがうかがえる回答が得られてい

る。 
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図表 ウォークマン歴史年表 

年 代表機種 ウォークマン特記事項 
1979 一号機｢TPS-L2｣ （7/1） ¥33,000 ･6/22：代々木公園で発表会 

･秋から年末にかけて爆発的人気に。 
品切れが続く 

1980  ･ウォークマン、ローラースケート、デジタルウォッチ
が“新三種の神器”に 

･カラヤンが愛用し話題に 
1981 ｢WM-2｣（ウォークマンの普及に貢献） 仏の大辞典“Petit Larousse”に“Walkman”に掲載 
1982  ※ソニーがCD 発売 
1983 ｢WM-20｣（初のカセットケースサイズ）  
1984 “ディスクマン”｢D-50｣ 

（CD の普及に貢献）¥49,800 
 

･累計出荷1000 万台(6 月) 
 

1985 ｢WM-101｣（ガム型充電池を初めて採用）  
1986 ｢WM-109｣（初のリモコン搭載） ･累計出荷2000 万台(6 月) 

･Oxford English Dictionary に“Walkman”に掲載 
1987 ｢WM-501｣（カセットケースサイズを下回

る） 
･累計出荷3000 万台(6 月) 
･猿のウォークマンで チョロ松大人気 
米スミソニアン博物館に 永久展示 

1988 ｢WM-505｣（初のワイヤレスヘッドホン） ･累計出荷4000 万台（7 月） 
 

1989  累計出荷5000 万台（6 月） 
1990 ｢WM-805｣（初のワイヤレスリモコン） 

DAT ウォークマン「TCD-D3」 
 

 

1992 MD ウォークマン「MZ-1」¥79,800 
「MZ-2P」¥59,800 

 

1993  ･累計出荷1 億台（1 月） 
1994 15 周年モデル｢WM-EX1｣,「WM-EX1HG」 

 
･環境を考慮し、パッケージにバガス紙 
（非木材）採用（WM-EX511） 

1996 「WM-EX5」 
（ミラーフェースの“美ウォークマン”）
 

･累計出荷1.5 億台（4 月） 
･ビーンズウォークマンの登場で 
カジュアルモデルが注目される 

1997  ･“ディスクマン”の名称が 
“CD ウォークマン”に変更 
(国内97/10～98/3 発売のラインナップより) 

1998 「WM-EX9」（100 時間連続再生）  
1999 20 周年記念モデル4 機種 

「WM-WE01」(ﾃｰﾌﾟ), 
「D-E01」(CD), 
「MZ-E80」(MD), 
「MDR-EX70SL」 (ﾍｯﾄﾞﾎﾝ) 
ネットワークウォークマン「NW-MS7」 

･累計出荷1.86 億台（1998 年度末） 
 

2001 Net-MD 対応「MZ-N1」 CD・音楽配信サービスからパソコンに記録 
した音楽をMD へ手軽に取り込むことが 
出来る「Net MD」規格を市場に導入。 
 

2002 MD10 周年記念モデル 
「MZ-N10」「MZ-E10」 
 

･「MZ-N10」：１号機「MZ-1」に比べ、重さ・サイズ共
に約8 分の１を実現。使い勝手も一層向上。 
･植物原料プラスチックを筐体に採用したウォークマン
登場 

2003 ATRAC3plus 再生対応CD ウォークマン
一号機「D-NE1」 

CD ウォークマンもネットワークオーディオ 
対応へ。 

2004 Hi-MD 規格対応ウォークマン「MZ-NH1」
HDD 搭載ネットワークウォークマン
「NW-HD1」 
 

･多岐に渡るユーザーニーズに応え、Hi-MD、HDD 内蔵の
ウォークマン登場。国内「Mora」、海外「Connect Music 
Store」等の音楽配信サービスとのトータルソリューシ
ョンを一層充実したもの。 
･累計出荷3.4 億台（2003 年度末） 

（資料）ソニー株式会社 
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図表 グッドデザイン賞受賞賞品（テーププレーヤー／ソニー以外） 

○1990 年 

 90B0196 テーププレーヤー Panasonic RQ-S4 松下電器産業株式会社 -  

 90B0197 テーププレーヤー Panasonic RQ-S33 松下電器産業株式会社 -  

 90B0198 テーププレーヤー Panasonic RQ-D55 松下電器産業株式会社 -  

 90B0199 テーププレーヤー Panasonic RQ-S88 松下電器産業株式会社 -  

○1989 年 

 89B0233 テーププレーヤー カセットボーイ HS-RX30 アイワ株式会社  

○1988 年 

 63B0184 テーププレーヤー Panasonic RQ-JA180 松下電器産業株式会社 -  

 63B0185 テーププレーヤー Panasonic RQ-P500 松下電器産業株式会社 -  

 63G0471 テーププレーヤー Panasonic WB-C10 松下通信工業株式会社／松下電器産業株

式会社 

○1987 年 

 62B0217 テーププレーヤー JJ-P4 三洋電機株式会社  

 62B0218 テーププレーヤー カセットボーイ 10 シリーズ HS-PX10 アイワ株式会社 -  

 62B0222 ラジオ付テーププレーヤー HITACHI CS-D2 株式会社東芝 -  

○1985 年 

 60B0306 テーププレーヤー LC-N5(R)､(BL)､(BK)  シャープ株式会社 -  

 60B0314 ラジオ受信機テーププレーヤー JC-N7(R)､(BL)､(BK) シャープ株式会社 – 

○1984 年 

 59B0225 ラジオ受信機付テーププレーヤー ディスコ・ロボ J-7 パイオニア株式会社 -  

 59B0227 ラジオ受信機付テーププレーヤー ウォーキー KT-AS10S (R), (K) 株式会社東芝 

 59B0228 ラジオ受信機付テーププレーヤー ウォーキー KT-AS10PB (PP), (PW) 株式会社

東芝 -  

 59B0229 ラジオ受信機付テーププレーヤー ウォーキー RT-KS1R (W), (G) 株式会社東芝 

  59B0226 ラジオ受信機付テーププレーヤー RX-S40, RD-SP7, RD-BA3 松下電器産業株式会

社 

（資料）財団法人産業デザイン振興会「ライブラリー」より作成 
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■「工業デザイン」のもたらす影響② 

  
上記にて整理・分析したように、デザイン性の高いデザイン商品は、商品市場全体に様々

な影響をもたらす他、以下に整理しているように、その後の商品デザインのあり方やデザ

イン原則にも影響を与えることとなり、それがまた別の工業製品の開発・販売動向に影響

を与えることも考えられる。 
また、それらの影響は単なる「トレンド」（角ばっている、丸型・卵型である、など）の

形成に留まることもあれば、ある種のデザイン原則として工業デザイナーに認識されるに

至り、その後も継続的に多様な商品にて活用されるようなケースも存在する。 

 

図表 デザインの原則（黄金長方形） 

・ トランプ、クレジットカード、ハイビジョンの画面、新書、名刺などの縦横比率は、美

しい比率とされている「黄金長方形」になっている。 

・ 工業デザインの例としては、「Canon IXY」「タバコ（マルボロ）」「iPod」なども同様。 

（資料）木全賢「デザインにひそむ（美しさ）の法則」より 

 
図表 デザインの法則（新・100 の法則より一部抜粋・整理） 

法則 概要 

80 対 20 の法則 

 

どんな大組織の中でも、全体の中の小さな部分が大きな影響

をもつ。 

アクセシビリティ 

 

ものや環境は、変更を加えなくとも、できるだけ多くの人々

が利用できるようデザインされるべきである。 

先行オーガナイザー 

 

既有知識にあわせて、新しい知識を理解させる教授方法。 

美的・ユーザビリティ効果 

 

デザインの美しいものは、デザインの美しくないものよりも

使いやすいと認知される。 

アフォーダンス 

 

ものあるいは環境の物理的特長がその機能に影響を与える

という属性。 

アライメント 

 

共通の横の列や縦の行にそって端が並ぶように、あるいは共

通の中心に沿って、真ん中が並ぶように、要素を配置するこ

と。 

（資料）William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler デザイン新・100 の法則より 
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１．２．２ ライフスタイル影響分析 

 
次に本節では、「工業デザイン」の国民の「ライフスタイル」に及ぼした影響を分析する。

具体的には、一般国民を対象として、インターネット・アンケート調査及びグループ・イ

ンタビュー調査を実施し、デザイン性に優れた製品が人々の暮らしにどのような変化・影

響をもたらしたのか、という視点から調査・分析を行った。 
 

図表 ライフスタイル影響分析の全体像 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

インターネット・アンケート調査 
○ 調査対象数： 首都圏に在住する 20 代以上の男女 
○ 有効回答数：  1,004 名（男性 500 名, 女性 504 名） 
○ 質問概要 ： デザインに対する意識及びどのような製品が自らの 

活にインパクトを与えたか／等 

グループ・インタビュー調査（インターネット・アンケート調査の回答者）

○ 調査対象数： 上記アンケート回答者から 11 名を選定。 
○ 質問概要 ： デザインに対する意識及び自らの生活にインパクトを

与えた製品を中心にその背景、理由、変化状況を聴取。

分析・まとめ： デザイン性に優れた製品が人々の暮らしにどのような変化・影響をもたらしたのか。

・ デザインが商品選択、消費行動に与えるインパクト 

・ デザインが日常生活や行動などのライフスタイルに与えたインパクト 

意識全般につい

て、年齢層、性

別に区分し、傾

向を把握・分析。

詳細・個別に意

見を聴取し、上

記の分析内容を

より充実化。 
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インターネット・アンケート調査 

 
 工業デザインの国民の「ライフスタイル」に及ぼした影響を分析するため、下記にてイ

ンターネット・アンケート調査を実施した。 

 

図表 インターネット・アンケート調査実施概要 

○ 調査項目： 

・ 商品「デザイン」に対する一般的な意識について 

・ 「ライフスタイル」に影響を与えた商品について 

・ デザインとライフスタイルについて 

※ アンケート調査の調査票は別添に掲載。 

 

○ 実施条件： 

・性別 ： 男女 

・年齢 ： 20－65歳 

・地域 ： 一都三県（東京、神奈川、千葉、埼玉） 

・サンプル数 ： 1,004件 

・割付： 男女とも年齢階層別に3グループに分類。人口構成を踏まえて、均等に割付け 

20-35歳 男性 36-50歳 男性 51-65歳 男性 

20-35歳 女性 36-50歳 女性 51-65歳 女性 

・実施スケジュール 

2月26日（月） アンケート調査開始（回収 28日まで） 

2月28日（水） アンケート調査終了 

3月 1日（木） ローデータアップ   

 



 - 25 -

 

なお、本インターネット・アンケート調査においては、回答内容・質の向上を図るとい

う意図から、自社において全国で約 24 万人の一般モニターの登録をしているマイボイスコ

ム株式会社3の有料モニターを活用した。また、本調査では、デザインの生活者のライフス

タイルへの影響を具体的に把握・分析するため、財団法人日本産業デザイン振興会の使用

許諾を得たうえで、グッドデザイン賞 50 周年記念として同財団が作成した「100 のデザイ

ン、100 の物語」に掲載されている個別商品を対象に質問を構成した。 

 

図表 「100 のデザイン、100 の物語」に掲載されている商品一覧 

 年度 品目 ブランド 社名 

1 1958 電気釜 RC-10K 株式会社東芝（東京芝浦電気株式会社）

2 1958 扇風機 デルタ型 FDS-2557 富士電機株式会社 

3 1958 AM ラジオ TR-610 ソニー株式会社 

4 1958 醤油注 G 型しょうゆさし 白山陶器株式会社 

5 1963 ガラス製灰皿 44090-AMB, GSM 東洋佐々木ガラス株式会社（佐々木硝子
株式会社） 

6 1964 タップ ハイトリプルタップ 松下電工株式会社 

7 1964 トランジスター式ステ
レオ 

SE-200／飛鳥 松下電器産業株式会社 

8 1964 灰皿 2 号、3号、H 型、B型 山正鋳造株式会社 

9 1964 盛皿 あられ HOYA 株式会社（株式会社保谷硝子） 

10 1964 ファイル G ファイル 株式会社キングジム 

11 1965 電気掃除機 ハイクリーン D／
MC-1000C 

松下電器産業株式会社 

12 1965 鍋シリーズ エバーウェア 東新プレス工業株式会社 

13 1966 一眼レフカメラ ニコン F 株式会社ニコン（日本光学株式会社） 

14 1966 リビングチェア ラタンチェア C-315 山川ラタン株式会社 

15 1966 スツール バタフライスツール 株式会社天童木工 

16 1966 金属洋食器 No,1100 小林工業株式会社 

17 1969 ステープラー マックスホッチキス
HD-10D 

マックス株式会社 

18 1974 強化グラス・スタックタ
ンブラー 

00345-HS, 00346-HS, 
00349-HS 

東洋佐々木ガラス株式会社（佐々木硝子
株式会社） 

19 1974 カッター 万能 L型 オルファ株式会社 

20 1974 水性ボールペン ボールぺんてる ぺんてる株式会社 

21 1974 事務鋏 アレックスシリーズ 林刃物株式会社 

22 1977 ポータブルカラーテレ
ビ 

CITATION ソニー株式会社 

23 1977 ラジオ National ラジオ R-012
／ペッパー 

松下電器産業株式会社 

24 1977 スクーター ZEQ／Passol ヤマハ発動機株式会社 

25 1978 灰皿 GOM シリーズ  富双ゴム工業株式会社 

26 1979 電子式卓上計算機 EL-8152 シャープ株式会社 

27 1980 カラーモニターテレビ KX-20HF1／プロフィー
ル 

ソニー株式会社 

28 1980 レコードプレーヤー SL-10 松下電器産業株式会社 

29 1981 システムコンポ F-780, A-980, CT-970 パイオニア株式会社 

30 1981 テーププレーヤー ウォークマン WM-2 ソニー株式会社 

31 1981 35mm カメラ、エレクト
ロニックフラッシュ 

XA2, A11 オリンパス株式会社（オリンパス光学工
業株式会社） 

                                                  
3 マイボイスコム株式会社の概要は以下を参照。http://www.myvoice.co.jp/biz/overview/outline.html 
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 年度 品目 ブランド 社名 

32 1984 電気エアーポット CAN-1801, 2201／ミニ・
デカ 

象印マホービン株式会社 

33 1984 小型乗用車 ホンダ シビック 25i  
3 ドアハッチバッグ 

本田技研工業株式会社 

34 1985 文具セット チームデミ プラス株式会社 

35 1986 レンズ付きフィルム フジカラー 写ルンです 富士写真フイルム株式会社 

36 1986 フルーツボール 大館曲げわっぱ 有限会社栗久 

37 1986 肘付椅子 ニーチェアーX 有限会社ニーファニチア 

38 1986 空気圧制御機器 セレックスシリーズ CKD 株式会社 

39 1987 ウィンドミディーコン
トローラー 

YAMAHA WX7 ヤマハ株式会社 

40 1987 シャープペンシル SMASH ぺんてる株式会社 

41 1988 カラーテレビ受像機 Panasonic Piedra 8 
TH-8U1 

松下電器産業株式会社 

42 1988 照明器具 あかり 株式会社オゼキ 

43 1989 ビデオ付テレビカメラ SONY HANDYCAM CCD-TR55 ソニー株式会社 

44 1989 車椅子 CARNA 株式会社シグ・ワークショップ 

45 1990 玩具家電 ROBO シリーズ 三洋電機株式会社 

46 1990 ドライバーセット アネックス No.6800 株式会社兼古製作所 

47 1990 バス、トイレ雑貨 ナクサスシリーズ 株式会社マーナ 

48 1990 包丁 GLOBAL 吉田金属工業株式会社 

49 1990 普通乗用車 トヨタ エスティマ トヨタ自動車株式会社 

50 1991 ノート Campus コクヨ株式会社 

51 1992 液晶付ビデオカメラ Hi8 VIEWCAM VL-HL1／液
晶ビューカム 

シャープ株式会社 

52 1992 超小旋回式パワーショ
ベル 

コマツパワーショベル 
PC50UU-2A 

株式会社小松製作所 

53 1993 スポーツグラス スワンズ ガルウイング 山本光学株式会社 

54 1993 卓上しょうゆびん キッコーマンしょうゆ 
卓上 150ml びん 

キッコーマン株式会社 

55 1993 椅子 OLIO 株式会社インターデコール 

56 1994 テレビゲーム機 プレイステーション ソニー株式会社 

57 1994 ティッシュパッケージ スコッティティシュー 株式会社クレシア 

58 1994 家庭用ミシン 盲人用ミシン ZZ3-B571
／HELEN KELLER 

ブラザー工業株式会社 

59 1994 誘導灯 コンパクトスクエア 松下電工株式会社 

60 1995 工業化住宅 都市型 3階建住宅 
URBIS-3 PRIVATE 

積水ハウス株式会社 

61 1996 携帯電話機 デジタル・ムーバ P101 
HYPER 

エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社＋
松下通信工業株式会社 

62 1996 IX240 レンズシャッタ
ーカメラ 

Canon IXY キヤノン株式会社 

63 1996 工業化住宅 GENIUS 蔵のある家 ミサワホーム株式会社 

64 1997 電気バイオリン サイレントバイオリン 
SV-100 

ヤマハ株式会社 

65 1997 工具 ALUTOOL 工具シリーズ 新潟県作業工具協同組合 

66 1997 舗装用材、インテリアタ
イル 

ソイルセラミックス 株式会社 INAX 

67 1997 作業用ヘルメット SC-5B シリーズ ミドリ安全株式会社 

68 1997   金沢市民芸術村 金沢市＋水野一郎＋株式会社金沢計画
研究所 

69 1998 自転車 トランジット T20SCX ブリヂストンサイクル株式会社 

70 1998 ノートブックパソコン VAIO PCG-505 ソニー株式会社 

71 1998 電球形蛍光ランプ ネオボール Z 東芝ライテック株式会社 

72 1999 エンタテインメントロ
ボット 

AIBO ソニー株式会社 
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 年度 品目 ブランド 社名 

73 1999 緊急用簡易担架 レスキューボード 安達紙器工業株式会社 

74 1999 鉄道車両 700 系 新幹線 東海旅客鉄道株式会社＋西日本旅客鉄
道株式会社＋日本車輌製造株式会社＋
川崎重工業株式会社＋株式会社日立製
作所 

75 1999 再製造アナログ複写機 RICOH・Spirio 5000RM 株式会社リコー 

76 2000 水着 スピード ファーストス
キン 

ミズノ株式会社＋スピード インターナ
ショナル リミテッド 

77 2000 携帯電話機 デジタルムーバ N502i 
HYPER 

日本電気株式会社 

78 2000 文部省国立天文台ハワ
イ観測所大型光学赤外
線望遠鏡 

「すばる」大型光学赤外
線望遠鏡 

文部省国立天文台＋三菱電機株式会社 

79 2000   無印良品 株式会社良品計画 

80 2000   A-POC 株式会社三宅デザイン事務所 

81 2001 眼鏡フレーム カズオ カワサキ アン
チ・テンション コレク
ション 

増永眼鏡株式会社 

82 2001 牛乳びん 50％軽量 Z200 東洋ガラス株式会社 

83 2001 液晶カラーテレビ AQUOS シリーズ シャープ株式会社 

84 2001 IH 調理器 IHC-25PA, IHC-25PB, 
IHC-25PC 

株式会社東芝 

85 2001 温水洗浄便座一体型便
器 

サティスシャワートイ
レ 

株式会社 INAX 

86 2001   せんだいメディアテー
ク 

仙台市＋株式会社伊東豊雄建築設計事
務所 

87 2001   Smap のキャンペーン サムライ＋TUGBOAT＋ビクターエンタテ
インメント株式会社 

88 2002   モエレ沼公園 札幌市 

89 2002 画像編集ソフト ライフ・ウィズ・フォト
シネマ 

株式会社デジタルステージ 

90 2002 温水洗浄便座一体型便
器 

ネオレスト EX シリーズ 東陶機器株式会社 

91 2003 携帯電話機 INFOBAR KDDI 株式会社＋三洋マルチメディア鳥
取株式会社＋三洋電機株式会社 

92 2003 ドラム式洗濯乾燥機 National NA-V80 松下電器産業株式会社 

93 2003 乗用車 プリウス トヨタ自動車株式会社 

94 2003 牛乳パックパッケージ
デザイン 

明治おいしい牛乳 明治乳業株式会社＋株式会社佐藤卓デ
ザイン事務所 

95 2004 電子体温計 オムロン電子体温計 
MC-670 

オムロンヘルスケア株式会社 

96 2004 こども向けテレビ番組 NHK 教育テレビ「にほん
ごであそぼ」 

日本放送協会 

97 2004   ±0（プラスマイナスゼ
ロ） 

プラマイゼロ株式会社 

98 2004 世界 小クラスの非接
触 IC チップとその応用
ソリューション 

ミューチップ 株式会社日立製作所 

99 2005 インスリン用注射針 ナノパス 33 テルモ株式会社 

100 2005 電子ピアノ YAMAHA Clavinova 
CLP-F01 

ヤマハ株式会社 
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図表 アンケート調査の項目 

■商品「デザイン」に対する一般的な意識について 

・ Ｑ１．あなたの「デザイン」に対する関心を教えて下さい 。《選択式》 

・ Ｑ２．一般に、「良いデザイン」とはどのようなものでしょうか。以下の選択肢から２つま

でお選び下さい（２つまで回答可） 《選択式》 

・ Ｑ３．「デザインが良い商品」が身の回りにあると、あなたの生活はどのように変わります

か。以下の選択肢から２つまでお選び下さい（２つまで回答可）《選択式》 

・ Ｑ４．商品を選択する際に重視するものは何ですか。以下の選択肢から３つまでお選び下さ

い（３つまで回答可） 《選択式》 

 

■「ライフスタイル」に影響を与えた商品 

・ Q5．ものの考え方・感じ方や生活のあり方など、あなた御自身の「ライフスタイル」に影響

を与えた商品を、「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」より、３つ選択して

ください（３つを選択）。《選択式》 

 

 Ｂ１．そのデザインは、あなたのライフスタイルにどのように影響しましたか。以下の選

択肢から３つまでお選び下さい。（３つまで回答可）《選択式》 

 Ｂ２．なぜ、そのデザインは、あなたのライフスタイルに影響したのだと思いますか。そ

の理由を具体的に記載してください。《自由記述》 

 Ｂ３．選択した商品に関するあなた御自身の思い出、エピソード、経験などを記載してく

ださい。《自由記述》 

 Ｂ４．選択した商品は、あなた御自身で実際に購入・利用しましたか。購入（利用）して

いない場合は、その理由もあわせて教えてください。《自由記述》 

 

■デザインとライフスタイルについて 

・ Ｑ６．「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中からあなたが選択された商

品をふりかえってみると、あなた御自身にとっての「良いデザイン」とは、どのようなもの

でしょうか。以下の選択肢から２つまでお選び下さい。（２つまで回答可） 《選択式》 

・ Ｑ７．「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から選択された、あなた御

自身の「ライフスタイル」に影響を与えた商品に対して、同様の機能・役割を持っている他

の類似商品よりも、高いお金を支払っても良いと思いますか。《選択式》 

・ Ｑ７-２．どの程度の高さまでであれば、支払いますか。（Ｑ７で「1.支払っても良い」も

しくは「2.どちらかといえば支払っても良い」とお答えの方）《選択式》 

・ Ｑ８．「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から選択された、あなた御

自身の「ライフスタイル」に影響を与えた商品がもし手元にある場合、それらを、長く使い

続けたいと思いますか。《選択式》 



 - 29 -

15.6%

29.8%

20.0%

34.6% 20代

30代

40代

50代以上

 
【アンケート調査の結果】 

 
（回答者属性） 

 
回答者の属性は、以下のとおりである。 

 

■性別区分 

 度数 列 % 

男性 500 49.8 

女性 504 50.2 

合計 1004 100 

 

  

 

   

 

 

■年齢階層 

 度数 列 % 

20 代 157 15.6 

30 代 299 29.8 

40 代 201 20.0 

50 代以上 347 34.6 

合計 1004 100 
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33.4%

33.2%

33.5%
20～35歳

36～50歳

51～65歳

30.9%

69.1%

独身

既婚

 

■年代（15 歳きざみ） 

  度数 列 % 

20～35 歳 1005 33.4 

36～50 歳 999 33.2 

51～65 歳 1008 33.5 

合計 3012 100 

 

 

 

 

 

 

■独身・既婚 

  度数 列 % 

独身 310 30.9 

既婚 694 69.1 

合計 1004 100 
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42.5%

7.5%

3.9%

2.4%

4.0%

20.8%

12.4%

4.1%

2.5%

会社員・役員

自営業

専門職

公務員

学生

専業主婦

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ

無職

その他

 

■職業分類 

  度数 列 % 

会社員・役員 427 42.5 

自営業 75 7.5 

専門職 39 3.9 

公務員 24 2.4 

学生 40 4.0 

専業主婦 209 20.8 

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ 124 12.4 

無職 41 4.1 

その他 25 2.5 

合計 1004 100 
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12.7%

24.6%

21.2%

22.6%

14.7%
4.1%

300万円未満

300～500万円未満

500～700万円未満

700～1000万円未満

1000～1500万円未満

1500万円以上

15.8%

18.5%

46.0%

10.8%

5.2%

3.7%

一人暮らし

夫婦のみ

夫婦（または片親）と未婚の子供

2世代同居

3世代同居

その他

 

■世帯の年収区分 

  度数 列 % 

300 万円未満 128 12.7 

300～500 万円未満 247 24.6 

500～700 万円未満 213 21.2 

700～1000 万円未満 227 22.6 

1000～1500 万円未満 148 14.7 

1500 万円以上 41 4.1 

合計 1004 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■家族の世帯形態 

 度数 列 % 

一人暮らし 159 15.8 

夫婦のみ 186 18.5 

夫婦（または片親）と未婚の
子供 

462 46.0 

2 世代同居 108 10.8 

3 世代同居 52 5.2 

その他 37 3.7 

合計 1004 100 
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（個別回答結果） 

 
■デザインに対する関心 

・ 「デザイン」に対する関心について、『興味がある（47.8%）』と回答した割合が も

高く、続いて『依然から興味がある（20.2%）』が高い。 

・ デザインに対して関心（興味）があると回答した割合は 78%であった。 

 

Ｑ１．あなたの「デザイン」に対する関心を教えて下さい 

  件数 % 

以前から大変興味がある 203 20.2

ここ数年とても興味がでてきた 80 8.0

興味がある 480 47.8

ここ数年興味が薄れた 68 6.8

殆ど関心がない 173 17.2

合計 1004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2%

8.0%

47.8%

.8%

17.2%

以前から大変
興味がある

ここ数年とても
興味がでてき
た

興味がある

ここ数年興味
が薄れた

殆ど関心がな
い
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27.1%

24.3%
5.9%

24.3%

5.5%

3.7%

6.9%

2.0%

0.3%

機能・性能が優れてい
るもの

魅力的なかたち（外
形）をしているもの

品質が良いもの

使いやすさに優れてい
るもの

安全であるもの

今日性があり時代を
リードしているもの

生活者のニーズに応え
ているもの

環境に配慮しているも
の

その他

 

■「良いデザイン」とは（複数回答4） 

・ 「良いデザイン」について、『機能・性能が優れているもの（27.1%）』と回答した割

合が も高く、続いて『魅力的なかたち（外形）をしているもの（24.3%）』及び『使

いやすさに優れているもの（24.3%）』の順に高い。 

 

Ｑ２．一般に、「良いデザイン」とはどのようなものでしょうか。以下の選択肢から２つ

までお選び下さい。 

 件数 % 

機能・性能が優れているもの 516 27.1

魅力的なかたち（外形）をしているもの 462 24.3

品質が良いもの 112 5.9

使いやすさに優れているもの 462 24.3

安全であるもの 105 5.5

今日性があり時代をリードしているもの 71 3.7

生活者のニーズに応えているもの 131 6.9

環境に配慮しているもの 38 2.0

その他 6 0.3

合計 1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
4 「複数回答」を求めた箇所の%については全回答数を分母として計算している。以下、同じ。 
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■「デザインが良い商品」が身の回りにあることで生活はどう変わるか（複数回答） 

・ 「デザインが良い商品」が身の回りにあることで生活はどう変わるか、について、『嬉

しい気持ち・楽しい気持ちで生活できるようになる（36.6%）』と回答した割合が も高

く、続いて『自らの趣味・趣向に合う生活がおくれるようになる（36.6%）』、そして『質

の高い生活がおくれるようになる（20.5%）』の順に高い。 

 

Ｑ３．「デザインが良い商品」が身の回りにあると、あなたの生活はどのように変わりま

すか。以下の選択肢から２つまでお選び下さい。 

 件数 % 

質の高い生活がおくれるようになる 350 20.5

自らの趣味・趣向に合う生活がおくれるようになる 507 29.7

流行のトレンドに合う生活がおくれるようになる 70 4.1

環境など社会に配慮した生活がおくれるようになる 143 8.4

嬉しい気持ち・楽しい気持ちで生活できるようになる 626 36.6

その他 13 0.8

合計 1,709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5%

29.7%

4.1%
8.4%

36.6%

0.8%

質の高い生活がおくれ
るようになる

自らの趣味・趣向に合
う生活がおくれるように
なる

流行のトレンドに合う生
活がおくれるようになる

環境など社会に配慮し
た生活がおくれるように
なる

嬉しい気持ち・楽しい気
持ちで生活できるよう
になる

その他
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■商品を選択する際に重視するもの（複数回答） 

・ 「商品を選択する際に重視するもの」について、『性能・機能（33.3%）』と回答した

割合が も高く、続いて『価格（28.2%）』、そして『デザイン（20.3%）』の順に高い。 

 

Ｑ４．商品を選択する際に重視するものは何ですか。以下の選択肢から３つまでお選び下

さい。 

 件数 % 

性能・機能 910 33.3

価格 771 28.2

安全性 330 12.1

デザイン 554 20.3

メーカー・ブランド 91 3.3

環境への配慮 73 2.7

その他 1 0.04

合計 2,730  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.3%

28.2%

12.1%

20.3%

3.3%

2.7%

0.0%

性能・機能

価格

安全性

デザイン

メーカー・ブランド

環境への配慮

その他
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■「ライフスタイル」に影響を与えた商品（「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の

物語」より）（3つ選択） 

・ ものの考え方・感じ方や生活のあり方など、「ライフスタイル」に影響を与えた商品に

ついて、『「無印良品」（6.1%）』と回答した割合が も高く、続いて『レンズ付きフ

ィルム「フジカラー 写ルンです」（6.0%）』、そして『テーププレーヤー「ウォーク

マン WM-2」（5.7%）』の順に高い。 

 

Ｑ５．ものの考え方・感じ方や生活のあり方など、あなた御自身の「ライフスタイル」に

影響を与えた商品を、「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」より、３つ選択

してください。（上位 20 位以内を掲載） 

 商品・ブランド名 件数 % 

1 「無印良品」 184 6.1%

2 レンズ付きフィルム「フジカラー 写ルンです」 181 6.0%

3 テーププレーヤー「ウォークマン WM-2」 173 5.7%

4 テレビゲーム機「プレイステーション」 159 5.3%

5 ノートブックパソコン「VAIO PCG-505」 118 3.9%

6 電気釜「RC-10K」 76 2.5%

7 液晶カラーテレビ「AQUOS シリーズ」 68 2.3%

8 水性ボールペン「ボールぺんてる」 65 2.2%

9 ノート「Campus」 65 2.2%

10 携帯電話機「デジタル・ムーバ P101 HYPER」 61 2.0%

11 カッター「万能 L型」 59 2.0%

12 乗用車「プリウス」 58 1.9%

13 文具セット「チームデミ」 57 1.9%

14 ファイル「Gファイル」 56 1.9%

15 ドラム式洗濯乾燥機「National NA-V80」 56 1.9%

16 一眼レフカメラ「ニコン F」 54 1.8%

17 シャープペンシル「SMASH」 53 1.8%

18 携帯電話機「INFOBAR」 52 1.7%

19 普通乗用車「トヨタ エスティマ」 51 1.7%

20 卓上しょうゆびん「キッコーマンしょうゆ 卓上 150ml びん」 50 1.7%
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10.5%

19.6%

25.6%
10.0%

3.3%

3.2%

11.9%

7.9%

5.7% 2.3%

生活の方法が変わった

生活が豊かになった（豊かさを
感じるようになった）
生活が便利になった

流行のトレンドに敏感になった

自分が確立されたと感じるよう
になった
環境・バリアフリーなど社会に関
心を持つようになった
良いものを長く使うようになった

商品を購入する動機が変わった

商品を購入する対象が変わった

 

■上記 Q5 で選択した「ライフスタイル」に影響を与えた商品（3 つまで選択）について、

そのデザインは、ライフスタイルにどのように影響したか（複数回答） 

・ 上記 Q5 で選択した「ライフスタイル」に影響を与えた商品について、そのデザインは、

ライフスタイルにどのように影響したかについて、『生活が便利になった（25.6%）』

と回答した割合が も高く、続いて『生活が豊かになった（豊かさを感じるようになっ

た）（19.6%）』、そして『良いものを長く使うようになった（11.9%）』、『生活の方

法が変わった（10.5%）』の順に高い。 

 

Ｂ１．そのデザインは、あなたのライフスタイルにどのように影響しましたか。以下の選

択肢から３つまでお選び下さい。 

 件数 % 

生活の方法が変わった 548 10.5%

生活が豊かになった（豊かさを感じるようになった） 1021 19.6%

生活が便利になった 1334 25.6%

流行のトレンドに敏感になった 520 10.0%

自分が確立されたと感じるようになった 172 3.3%

環境・バリアフリーなど社会に関心を持つようになった 169 3.2%

良いものを長く使うようになった 621 11.9%

商品を購入する動機が変わった 415 7.9%

商品を購入する対象が変わった 300 5.7%

その他 121 2.3%

合計 5,221  
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70.3%

29.7%

購入（利用）した

購入（利用）していない

 

■上記 Q5 で選択した「ライフスタイル」に影響を与えた商品（3 つまで選択）について、

自身で実際に購入・利用したか。 

・ 上記 Q5 で選択した「ライフスタイル」に影響を与えた商品について、自身で実際に購

入・利用したか、について、『購入（利用）した（70.3%）』であった。他方、『購入

（利用）していない（29.7%）』であった。 

 

Ｂ４．選択した商品は、あなた御自身で実際に購入・利用しましたか。 

 件数 % 

購入（利用）した 2118 70.3

購入（利用）していない 894 29.7

合計 3,012 
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図表 購入状況（Ｑ５．上位 20 位以内のみ掲載） 

  計
購入（利用） 

した 

購入（利用）

していない 

件数 184 176 8
「無印良品」 

行 % 100 95.7 4.3

件数 181 179 2
レンズ付きフィルム「フジカラー 写ルンです」 

行 % 100 98.9 1.1

件数 173 143 30
テーププレーヤー「ウォークマン WM-2」 

行 % 100 82.7 17.3

件数 159 139 20
テレビゲーム機「プレイステーション」 

行 % 100 87.4 12.6

件数 118 68 50
ノートブックパソコン「VAIO PCG-505」 

行 % 100 57.6 42.4

件数 76 42 34
電気釜「RC-10K」 

行 % 100 55.3 44.7

件数 68 42 26
液晶カラーテレビ「AQUOS シリーズ」 

行 % 100 61.8 38.2

件数 65 60 5
水性ボールペン「ボールぺんてる」 

行 % 100 92.3 7.7

件数 65 64 1
ノート「Campus」 

行 % 100 98.5 1.5

件数 61 38 23
携帯電話機「デジタル・ムーバ P101 HYPER」 

行 % 100 62.3 37.7

件数 59 55 4
カッター「万能 L型」 

行 % 100 93.2 6.8

件数 58 6 52
乗用車「プリウス」 

行 % 100 10.3 89.7

件数 57 39 18
文具セット「チームデミ」 

行 % 100 68.4 31.6

度数 56 47 9
ファイル「Gファイル」 

行 % 100 83.9 16.1

度数 56 19 37
ドラム式洗濯乾燥機「National NA-V80」 

行 % 100 33.9 66.1

度数 54 31 23
一眼レフカメラ「ニコン F」 

行 % 100 57.4 42.6

度数 53 49 4
シャープペンシル「SMASH」 

行 % 100 92.5 7.5

度数 52 16 36
携帯電話機「INFOBAR」 

行 % 100 30.8 69.2

件数 51 13 38
普通乗用車「トヨタ エスティマ」 

行 % 100 25.5 74.5

件数 50 44 6
卓上しょうゆびん「キッコーマンしょうゆ 卓上 150ml びん」 

行 % 100 88.0 12.0
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30.0%

17.3%

12.7%

21.6%

3.7%

5.0%

7.8%

1.3%

0.7%
機能・性能が優れてい
るもの

魅力的なかたち（外形）
をしているもの

品質が良いもの

使いやすさに優れてい
るもの

安全であるもの

今日性があり時代を
リードしているもの

生活者のニーズに応え
ているもの

環境に配慮しているも
の

その他

 

■「良いデザイン」とは（「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中からあ

なたが選択された商品をふりかえって）（複数回答） 

・ Ｑ６．「G マーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から選択した商品をふ

りかえってみた「良いデザイン」、について、『機能・性能が優れているもの（30.0%）』

と回答した割合が も高く、続いて『使いやすさに優れているもの（21.6%）』、そし

て『魅力的なかたち（外形）をしているもの（17.3%）』、『品質が良いもの（12.7%）』

の順に高い。 

 

Ｑ６．「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中からあなたが選択された商

品をふりかえってみると、あなた御自身にとっての「良いデザイン」とは、どのようなも

のでしょうか。以下の選択肢から２つまでお選び下さい。 

 件数 % 

機能・性能が優れているもの 566 30.0

魅力的なかたち（外形）をしているもの 326 17.3

品質が良いもの 240 12.7

使いやすさに優れているもの 408 21.6

安全であるもの 70 3.7

今日性があり時代をリードしているもの 94 5.0

生活者のニーズに応えているもの 147 7.8

環境に配慮しているもの 25 1.3

その他 13 0.7

合計 1,889 
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・ 同一選択肢を設定したＱ２とＱ６を比較すると、回答結果（%）が上がったものでは、

『品質が良いもの（＋6.8%）』が も変化割合が高く、続いて『機能・性能が優れてい

るもの（2.9%）』、そして『今日性があり時代をリードしているもの（1.3%）』であっ

た。反対に、回答結果（%）が下がったものをみると、『魅力的なかたち（外形）をし

ているもの（-7%）』、続いて『使いやすさに優れているもの（-2.7%）』、そして『安

全であるもの（-1.8%）』であった。 

 

Ｑ２ Ｑ６ 
 

% % 

変化 
（Ｑ６-Ｑ２） 

機能・性能が優れているもの 27.1 30.0 2.9

魅力的なかたち（外形）をしているもの 24.3 17.3 -7.0

品質が良いもの 5.9 12.7 6.8

使いやすさに優れているもの 24.3 21.6 -2.7

安全であるもの 5.5 3.7 -1.8

今日性があり時代をリードしているもの 3.7 5.0 1.3

生活者のニーズに応えているもの 6.9 7.8 0.9

環境に配慮しているもの 2.0 1.3 -0.7

その他 0.3 0.7 0.4
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■「ライフスタイル」に影響を与えた商品に対して、同様の機能・役割を持っている他

の類似商品よりも、高いお金を支払っても良いか 

・ 「ライフスタイル」に影響を与えた商品に対して、同様の機能・役割を持っている他の

類似商品よりも、高いお金を支払っても良いと思うか、について、『どちらかといえば

支払っても良い（42.2%）』が も高く、続いて『どちらでもない（35%）』、そして『支

払っても良い（13.2%）』の順に高い。 

・ 『支払っても良い』及び『どちらかといえば支払っても良い』を加えた全体の 55.5%の

回答者が「支払ってよい」という区分で回答し、反対に『どちらかといえば支払いたく

ない』及び『支払いたくない』を加えた全体の 9%の回答者が「支払いたくない」という

区分で回答した。 

 

Ｑ７．「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から選択された、あなた御

自身の「ライフスタイル」に影響を与えた商品に対して、同様の機能・役割を持っている

他の類似商品よりも、高いお金を支払っても良いと思いますか。 

 件数 % 

支払っても良い 133 13.2

どちらかといえば支払っても良い 424 42.2

どちらでもない 351 35.0

どちらかといえば支払いたくない 57 5.7

支払いたくない  39 3.9

合計 1004 
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69.7%

26.8%

2.0%

1.6%

1～2割増位まで

1.5倍位まで

2倍位まで

2倍以上でも

 

■「ライフスタイル」に影響を与えた商品に対して、どの程度の高さまでであれば、支払

うか 

・ 「ライフスタイル」に影響を与えた商品に対して、どの程度の高さまでであれば、支払

うか、について、『1～2割増位まで（69.7%）』が も高く、続いて『1.5 倍位まで（26.8%）』、

そして『2倍位まで（2%）』の順に高い。 

 

Ｑ７-２．どの程度の高さまでであれば、支払いますか。 

 件数 % 

1～2 割増位まで 388 69.7

1.5 倍位まで 149 26.8

2 倍位まで 11 2.0

2 倍以上でも 9 1.6

合計 557 
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■「ライフスタイル」に影響を与えた商品を、長く使い続けたいか 

・ 「ライフスタイル」に影響を与えた商品を、長く使い続けたいか、について、『長く使

い続けたい（47.1%）』が も高く、続いて『どちらかといえば長く使い続けたい（40%）』、

そして『どちらでもない（11.2%）』の順に高い。 

 

Ｑ８．「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から選択された、あなた御

自身の「ライフスタイル」に影響を与えた商品が仮に手元にあったとしたら、それらを、

長く使い続けたいと思いますか。 

 件数 % 

長く使い続けたい 473 47.1

どちらかといえば長く使い続けたい 402 40.0

どちらでもない 112 11.2

どちらかといえば長く使い続けたくない 7 0.7

長く使いたくない 10 1.0

合計 1004 

 

 

47.1%

40.0%

11.2%

0.7%

1.0%

長く使い続けたい

どちらかといえば長く使
い続けたい

どちらでもない
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 本アンケート調査の質問項目のうち、Ｑ１、Ｑ４及びＱ６については、財団法人日本産業

デザイン振興会が実施した「Ｇマーク」およびデザインに関する調査結果（2005 年 10 月）

と同一の回答選択を設定していることから、ここでは同調査の結果と比較する。 

 

「グッドデザイン賞（Ｇマーク）」に関する認知率調査、およびデザインに関する意識調査 

・調査時期：2005 年 8 月 

・調査対象：全国の 15 歳以上男女 6,000 名（国勢調査の年齢・男女別人口の構成比を基に

層化抽出を実施） 

・回収結果：有効回収数 2,015 名 

・調査方法：インターネット・アンケート 

http://www.g-mark.org/download_data/2005/ninchiritsu.pdf 

 

 

■デザインに対する関心 

・ 「デザイン」に対する関心について、本調査では、『興味がある（47.8%）』と回答し

た割合が も高く、続いて『依然から興味がある（20.2%）』、そして『殆ど関心がな

い（17.2%）』の順に高い。デザイン振興会が実施した「Ｇマーク」およびデザインに

関する調査（以下、「産デ振調査」という。）の結果においても同様の順位構成であっ

た。 

・ また、両調査における回答の構成割合の差異をみると、『以前から大変興味がある』及

び『殆ど関心がない』の構成割合については、本調査が産デ振調査より高く、他方、『こ

こ数年とても興味がでてきた』『興味がある』及び『ここ数年興味が薄れた』の構成割

合については、反対に、産デ振調査が本調査より高かった。 

 

  
産デ振（2005 年）

% 

本調査（2007 年） 

% 

本調査-産デ振 

% 

以前から大変興味がある 16.7 20.2 3.5

ここ数年とても興味がでてきた 9.1 8.0 -1.1

興味がある 54.3 47.8 -6.5

ここ数年興味が薄れた 7.9 6.8 -1.1

殆ど関心がない 12.0 17.2 5.2
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■商品を選択する際に重視するもの（複数回答） 

・ 「商品を選択する際に重視するもの」について、本調査では、『性能・機能（33.3%）』

と回答した割合が も高く、続いて『価格（28.2%）』、そして『デザイン（20.3%）』

の順に高い。 

・ 他方、産デ振調査では、本調査において複数回答（2 つまで）を求めた箇所について、

各選択肢についての順位付けを求めているなど、調査方法及び回答結果は厳密には異な

るが、結論としては、以下のように本調査の結果とほぼ同様の結果を確認している。 

 「商品を購入する際に重視するものは何か」の問いに対し、 も重視するものは圧倒的に

「性能・機能」で、以下「価格」「安全性」「デザイン」の順となった。逆に「メーカー・

ブランド」と「環境への配慮」は低い。（産デ振調査 10/13 より抜粋） 

 

 件数 % 

性能・機能 910 33.3

価格 771 28.2

安全性 330 12.1

デザイン 554 20.3

メーカー・ブランド 91 3.3

環境への配慮 73 2.7

その他 1.0 0.04

合計 2,730  

 

図表 商品を選択する際に重視するもの（産デ振調査より抜粋） 
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■「良いデザイン」とは（複数回答） 

・ Ｑ６．「G マーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から選択した商品をふ

りかえってみた「良いデザイン」、について、本調査では、『機能・性能が優れている

もの（56.4%）』と回答した割合が も高く、続いて『使いやすさに優れているもの

（40.6%）』、そして『魅力的なかたち（外形）をしているもの（32.5%）』、『品質が

良いもの（23.9%）』の順に高い。 

・ 他方、産デ振調査では、『機能・性能が優れているもの（68.6%）』と回答した割合が

も高く、続いて『魅力的なかたち（外形）をしているもの（50.5%）』、そして『品

質が良いもの（45.5%）』、『使いやすさに優れているもの（37.6%）』の順に高い。 

・ 双方の回答順位を比較すると、『機能・性能が優れているもの』は、双方の調査におい

て第一位の回答結果であったが、以降の構成は異なるものであった。 

 

 
順

 

産デ振（2005 年） 

% 

順

 

本調査（2007 年） 

% 

機能・性能が優れているもの 1 68.6 1 56.4 

魅力的なかたち（外形）をしているもの 2 50.5 3 32.5 

品質が良いもの 3 45.5 4 23.9 

使いやすさに優れているもの 4 37.6 2 40.6 

安全であるもの 5 24.4 7 7.0 

今日性があり時代をリードしているもの 6 19.1 6 9.4 

生活者のニーズに応えているもの 7 15.3 5 14.6 

環境に配慮しているもの 8 12.1 8 2.5 

その他 9 8.2 9 1.3 
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（回答結果のまとめ） 

 
＜デザインと消費活動＞ 

 本調査の回答者（1,004 名）のうち、3/4 以上にあたる 78%の人がデザインに対して一般

に関心（興味）があると回答している（Ｑ１）。この「デザイン」に関して、「良いデザイ

ン」とは（Ｑ２）、『機能・性能が優れているもの（56.4%）』と回答した割合が も高く、

また、「商品を選択する際に重視するもの」については（Ｑ２, ６）、『性能・機能（27.1%, 
33.3%）』と回答した割合が も高かった。これらのことから、『商品選択の際、デザイン（性

能・機能が優れている）の要素が人々に意識されている』という状況があることがうかが

えた。 
 そして、回答者本人が「デザイン性が高く、ライフスタイル影響を与えた商品」につい

ては、約半数にあたる 55.4%の回答者が、高いお金を「支払っても良い」乃至は「どちら

かといえば支払っても良い」を選択するなど、デザイン性に優れた商品は、同様の機能・

役割を持っている他の類似商品より高い価格で評価されるという状況があることがうかが

えた（Ｑ７）。 
 
＜デザインのライフスタイルへのインパクト＞ 

 デザインとライフスタイルの関係について、回答者は、「デザインが良い商品」が身の回

りにあると、『嬉しい気持ち・楽しい気持ちで生活できるようになる（36.6%）』、『自らの趣

味・趣向に合う生活がおくれるようになる（29.7%）』、『質の高い生活がおくれるようにな

る（20.5%）』と答えるなど（Ｑ３）、デザインは精神的な満足感の他に、生活そのものにも

影響を与えていることがうかがえた。また、回答者本人が「デザイン性が高く、ライフス

タイル影響を与えた」として選択した商品のライフスタイルへの具体的なインパクトにつ

いては、『生活が便利になった（25.6%）』、『生活が豊かになった（豊かさを感じるようにな

った）（19.6%）』、『良いものを長く使うようになった（11.9%）』、『生活の方法が変わった

（10.5%）』と答えるなど（Ｑ５Ｂ１．）、前設問の解答と同様に、工業デザインは、人々の

満足感や利便性に影響を与えるとともに、生活方法、スタイルにも影響することがうかが

えた。 
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グループ・インタビュー調査 

 

上記インターネット調査の結果を踏まえて、より詳細かつ個別にデザインがライフスタ

イルに与えた影響について分析するため、アンケート回答者を対象にグループ・インタビ

ュー調査を実施した。 
 

図表 グループ・インタビュー調査実施概要 

○ インタビュー項目： 

■デザインに対する意識 

①デザインに関する 近の消費行動          
②あなたが考える「デザインが良い／良いデザイン」とは？ 
③日常生活の中で「デザインが良い／良いデザイン」とどのように接触しているか（いつ、どこ
で、どんなときに接触しているのか） 

④デザインとの出逢い 

■デザインとライフスタイルについて 
①上位に選ばれた商品群の紹介 
②あなたが選んだ商品 3点について 

■まとめ  

①デザインの価値 

 

○ 対象者： 

・ インターネット・アンケート調査の回答者の中からインタビューへの参加を希望した

方。選定に当たっては、「自由回答」欄の記述内容を基にして、デザインへの関心と理

解があり、デザインによる生活の変化についての討議が可能と考えられる方を選定。 

 

○ 実施スケジュール 

2月26日（月） アンケート調査開始（回収 28日まで） 

2月28日（水） アンケート調査終了  

3月 2日（金） グループ・インタビュー対象者選定 

3月 5日（月） グループインタビュー・リクルーティング 

3月 6日（火） 同上 

3月 7日（水） 同上 

3月11日（日） グループ・インタビュー実施日 

1グループ目：10:30～ （5名） 

2グループ目：14:00～ （6名） 

 

グループ・インタビュー調査の想定実施フローは以降に整理している。 
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図表 グループ・インタビュー調査の想定実施フロー 

■導入 (自己紹介)  
 －住所、職業、氏名、家族構成、趣味、日常生活での関心事など） 
 
■デザインに対する意識 
①デザインに関する 近の消費行動           
・ 近、身の回り／日常生活の中での「デザインが良い／良いデザイン」だと感じる「お気に

入り」はあるか（モノ、マチ、建物、etc） 
・ それが「お気に入り」である理由（魅力点は何か） 
・ その「お気に入り＝デザインが良い」があると、生活や気持ちにどのような影響をもたらす

のか（デザインの良いモノに触れて満足したこと） 
②あなたが考える「デザインが良い／良いデザイン」とは？ 
・ 機能・性能に優れているもの／魅力的なカタチをしているもの／品質が良いもの／使いやす

さに優れているもの／安全であるもの／今日性があり時代をリードしているもの／生活者
のニーズに応えているもの／環境に配慮しているもの／その他）     

③日常生活の中で「デザインが良い／良いデザイン」とどのように接触しているか（いつ、どこ
で、どんなときに接触しているのか） 

・ 「デザインが良い／良いデザイン」とよく接触しているのか 
・ 「デザインが良い／良いデザイン」の認知経路／情報源 
④デザインとの出逢い 
・ いつ、どのようなことが契機になってデザインを意識するようになったのか 
 
■デザインとライフスタイルについて 
＜冊子、アンケート結果配布＞ 
①上位に選ばれた商品群の紹介 
・ 選ばれた商品群についてどう思うか 
・ 「１００のデザイン、１００の物語」で紹介されている商品についてどんな印象を持ったか 
②あなたが選んだ商品 3 点について 
・ 選んだ商品（選んだ理由） 
・ どのようにライフスタイルに影響したのか（具体的に） 
・ 生活の方法が変わった／生活が豊かになった、豊かさを感じるようになった／生活が便利に

なった／流行のトレンドに敏感になった／自分が確立されたと感じるようになった／環
境・バリアフリーなど社会に関心を持つようになった／良いものを長く使うようになった／
商品の購入動機が変わった／商品の購入対象が変わった 

・ その商品にまつわる思い出／エピソード／経験 
・ 購入した？しない（理由）／どの程度満足しているか（満足・不満足点） 
 
■まとめ  
①デザインの価値 
・ 結局、「デザインが良い／良いデザイン」をあなたが利用する理由は何か 
・ デザイン性が優れた商品は、ライフスタイルの中でどのように使用されているのか（長く大

事に使うのか） 
・ あなたにとって「良いデザイン」とは? 
・ 「１００のデザイン、１００の物語」で紹介されている商品を見て、「デ          ザ

インが良い商品」が身の回りにあると生活はどう変わるか 
・ 例えば、電気釜（RC-１０K)／カッター(万能 L 型)／AIBO／新幹線／インスリン用注射針(ナ

ノパス 33） 
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【参加者属性】 

 
参加者の属性は、以下のとおりである。 

 
図表 グループ・インタビュー対象者概要 

 年齢・居住地 職業 趣味、日常生活での関心事 

37 歳女性 

都内 

パートでカード

会社のオペレー

ター 

・多岐に渡っていろいろ興味がある。 

・昨日は映画鑑賞に行った。 

35 歳女性 

神奈川 

大学事務 ・旅行が好き。するのも、プランを立

てるのも好き。ちょっと鉄オタ。 

33 歳女性 

都内 

人材派遣会社の

事務職 

・旅行が好き。今は会計資格取得の勉

強中で、旅行に行けない。運動不足

なので、 近は都内をウォーキン

グ。 

38 歳女性 

神奈川 

 

近くの喫茶店で

パート。 

・本を読むのが好き。推理小説。パト

リシアコーンウエル、綾辻行人と

か。 

1 グルー
プ目 

27 歳男性 

神奈川 

Web 編集、企画。

Web 関係一通り。

・あまり趣味がない。 

・ 近は猫と遊んでいるのが楽しい。

家    

族との相性が難しい。 

38 歳女性 

都内 

専業主婦 ・特にないが、４歳の息子が、今度年

中になるのでクラス替えなどでド

キドキしている。 

50 歳女性 

神奈川 

 

専業主婦 ・食べることが好き。お菓子を作った

り、食にまつわることに興味がある 

47 歳女性 

神奈川 

専業主婦 ・学生の頃からバンドをやっていて、

ライブハウスに出たりしている 

53 歳男性 

都内 

百貨店勤務、後方

の事務を担当。

（会社役員） 

・音楽を聴いたりするのが好き。あと

は体重を減らそうと思い、サイクリ

ングを始めた。 

47 歳男性 

神奈川 

自営業。以前はサ

ラリーマンをや

っていたが、今は

文筆業。 

・頼まれたものは何でもこなす。政治

や音楽、好きなサッカーなどについ

て書いている。 

・あとは料理に興味を持っている。 

2 グルー
プ目 

59 歳男性 

神奈川 

無職。 

以前はファッシ

ョン（婦人）関係

の仕事。 

・今はピアノを習い始めた。テナーサ

ックスも一昨年から始めて、並行し

てやっている。 
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【インタビュー結果】 

 
 インタビュー調査の結果について、次の項目により整理する。 
 

図表 インタビュー調査の結果のまとめ 

（1）デザインに対する一般的意識 ―良いデザインとは－ 
（2）デザイン性が高い商品の特徴（「100 のデザイン、100 の物語」選定商品全体について） 
（3）デザイン性が高い商品の特徴（自身が選択した商品を事例に） 
（4）日本のデザインの良さ（「100 のデザイン、100 の物語」を見て） 
（5）デザインとライフスタイル 
 
（1）デザインに対する一般的意識 ―良いデザインとは－ 

 
 「デザイン」に対する一般的な意識については、「使いやすい」、「飽きがこない」など、

『デザイン性に優れているものは機能的で飽きない』という意見を確認した。 
・ 使って、機能的に素晴らしいのと、そのデザインがあることで気持ちが高揚するという面も

ある。（35 歳女性） 
・ そのペットボトルも、見た目はきれいでもなんでもなくて安いから買ったが、使ってみると

驚くほど良かった。近くに行ったら是非買いたい。機能的にすぐれているもの。（38 歳女性） 
・ みなさんと同じだが、使っていて飽きが来ない、使いやすいこと。シンプルで、色も派手に

使っていない。ものによっては色があることもいいが、普段使いなら２～３色程度で収まっ
ているものがいい。（38 歳女性） 

・ ライフスタイルに合っているもの。不便でも愛着が沸くことがある。その人に会っていて、
長く使えるもの。ライフスタイルに合っているものだといい。用途にあったシンプルで、使
い勝手がいいものが好き。（50 歳女性） 

・ 長く使っていても飽きない。（なぜ飽きないのか）使いやすさ、美しいデザイン、使い方が
簡単で直感で操作できること。（デザイン的には？）変わらない美しさ。余計なものが付い
ていない。（47 歳女性） 

・ 機能と離れたデザインは長続きしない。機能を大事にしたデザインであるもの。かけ離れる
と飽きちゃうから。（53 歳女性） 

 

また、良いデザインの商品は、機能的であるとともに、実際に使うことで精神的に満た

されたり、また実際に長く使ったりするなど、『気持ちの高揚があるもの、自分に合ってい

て長く使用できるもの』であるとの意見も確認した。 

・ 使って、機能的に素晴らしいのと、そのデザインがあることで気持ちが高揚するという面も
ある。（35 歳女性） 

・ ライフスタイルに合っているもの。不便でも愛着が沸くことがある。その人に合っていて、
長く使えるもの。ライフスタイルに合っているものだといい。用途にあったシンプルで、使
い勝手がいいものが好き。（50 歳女性） 

・ 長く使っていても飽きない。（なぜ飽きないのか）使いやすさ、美しいデザイン、使い方が
簡単で直感で操作できること。（デザイン的には？）変わらない美しさ。余計なものが付い
ていない。（47 歳女性） 

・ 機能と離れたデザインは長続きしない。機能を大事にしたデザインであるもの。かけ離れる
と飽きちゃうから。（53 歳女性） 
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さらに、デザインは「機能的で使いやすい」「長く使える」という実用的、機能的な側面

のみを追及するのではなく、それ以外の面が加わることが重要であること、すなわち『機

能性以外の価値を生む』という意見も確認した。 

・ デザインという言葉自体が、昔は存在しなかった。必要な機能だけで作られていたから、そ
れが美しいと思っていたものだったが、段々、使えればいいにプラス、こうしてもらったら
使いやすいというのが形になった時に、このデザイン素敵と思うのかな。これは工業デザイ
ンだから使うもの。使い勝手がいい、プラスアルファというのがどんどん増えている。それ
が皆の、いいな、これをあえて選びたいなに繋がる。ものが多くなっただけに、選ぶ観点に
なる。（35 歳女性） 

・ 今までもあったものに、プラス、デザインを加えた。ティッシュもそう。ノートも普通にあ
ったものに、プラスデザイン。ホッチキスもそう。今までは、金属で、指部分だけプラスチ
ック。無機質な感じ。機能だけ。それにおしゃれを加えた。（今まであったものに加えてプ
ラスになる効果は？）今まではただ何々できればいいと言っていたものが、デザインという
付加価値を付けることによって、今までと違うこれを使っているからという心の高揚感。ホ
ッチキスも事務的にやっていたのが、おしゃれなのを使うと、仕事に対しても意欲があって、
道具にこだわっている気持ちになって、仕事にメリハリがつく。（33 歳女性） 

 

（2）デザイン性が高い商品の特徴（「100 のデザイン、100 の物語」選定商品全体について） 

 

デザイン性が高い商品の特徴について、インターネット・アンケート調査において使用

した「100 のデザイン、100 の物語」に選定された商品全体を題材にしてうかがったところ、

『デザイン性に優れた商品は時代を経ても斬新、新鮮にうつる』という意見を確認した5。 

・ 古い年代から見るが、今でも十分に、デザインとして通用するものがある。21 ページのリ
ビングチェアを見て、こんな古いものなんだと思った。22 ページのバタフライスツールも
そう。こんなに古いものだったの？という驚き。 近北欧家具人気で、よく見た。そんなに
歴史のあるものだったんだ。今見ても古さを感じない。ものすごくシンプルなのが一番なの
かな。後ろの方に行くにつれて、このデザインは古く見えるようになる時期が来るかもとい
うのがある。（35 歳井女性） 

 

 他方で、製品によっては時代とともに機能性が相対的に低下するものもあることから、

『時代変化によって機能性が相対的に低下した商品は、「デザインが古い」と感じる』とい

う意見も確認した。 

・ 今でも残っているものと、今となってはこれで済ましちゃうというデザインがある。製品で
使わなくなってダメになったものもある。今見ると古臭いと感じたり、今でも新しいものも
ある。（今は古いと感じるのは）トリニトロン（29ページ）ポータブルカラーＴＶはもう古
い。（今も新しいと感じるのは）29 ページの右側のアレックスのはさみは今も使っている。
色あせない。（その違いは？）はさみは機能が簡単だから。ＴＶは機能が新しくなるからデ
ザインが持たない。でもデザインはシンプルだと思うが。余計なものが付いていない。はさ
みは切るものだからそれに特化していながら、出た当時は鮮烈なものだったと思う。子供の
頃のハサミに比べると未来的な感じだった。切る機能もそれ以上なので残るものになったの
だと思う。（47 歳男性） 

 

                                                  
5 も古い商品は、1958 年のもの（電気釜 RC-10K 株式会社東芝）で、 新のものは、2005 年（電子ピ

アノ YAMAHA Clavinova CLP-F01 ヤマハ株式会社）のものが選定されている。 
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次に、アンケート調査において、上位 5 位以内に選択された商品群の特徴についてうか

がったところ、『生活の中で身近なもの、使って生活が変わったものが上位にランクされて

いる』ということを確認した。 

・ 全部は持っていないが、すべて目に触れやすいもの。（37 歳女性） 
・ 今までの常識を覆してデザインをプラスしたものが上位に来ているのかな。（33歳女性） 
・ 確かに上位に選ばれたものは、すべて使ったことがある。プレイステーションも VAIO もあ

る。無印もよく行く。ウォークマンは、同じものではないが、昔持っていた。（38 歳井女性） 
・ ウォークマンと写ルンですは、やっぱりという感じ。携帯できて、軽くて持って歩ける、音

楽を聴けるのは生活が変わったと思う。（38 歳女性） 
・ 日常生活に深く入り込んでいるのが選ばれていると思う。（50 歳女性） 

 

なお、アンケート調査の回答では、選択した商品（3つまで選択）については、『購入（利

用）した』と回答した割合が 70.3%であったが、上位 5位以内にランクされた商品は、⑤を

除いていずれも平均を上回っているなど、上位 5 位以内に選択された商品については、実

際に回答者が購入し、使用された割合が高い商品であるといえる。 

 

図表 購入状況（Ｑ５．上位 5位以内のみ掲載） 

  計 購入（利用）した 購入（利用）していない

件数 184 176 8
「無印良品」 

行 % 100 95.7 4.3

件数 181 179 2
レンズ付きフィルム「フジカラー 写ルンです」 

行 % 100 98.9 1.1

件数 173 143 30
テーププレーヤー「ウォークマン WM-2」 

行 % 100 82.7 17.3

件数 159 139 20
テレビゲーム機「プレイステーション」 

行 % 100 87.4 12.6

件数 118 68 50
ノートブックパソコン「VAIO PCG-505」 

件数 100 57.6 42.4

 

その他、（結果として）好まれる特定のメーカーの商品が選ばれているのではないか、

との意見も確認した。 

・ ソニーは、わりと好きなメーカー。比較的デザインがきれい。そういう理由で選ぶ。ソニー
が３つ入っている。（38 歳井女性） 

・ ソニーの製品を、電化製品ではつい選んでしまう。なおかつ、自分だけでなく、みんなもそ
うなんだな。（35 歳井女性） 

・ AIBO。自分では買わなかったが、自分はソニーが好き。ソニーはデジタル系は良くない。買
ったのも、さんざん初期不良。でも買い続けてしまう。こういう新しいものが何がいいか説
明できないが「ソニーのだから」と言えてしまうような。そういう意味では、AIBO は商業
的には失敗だが、デザインは皆知っている。それがいい。（27 歳男性） 

・ ソニーの商品は、女性が受け入れやすいもの。そういうデザインに対して、男性より女性の
方がこんなのを求めていたというのが多い気がする。全部軽い。カメラも昔は重かったのか
ら軽いに。女子高生とかがプリクラ貼っていたりして、軽いデザインにすることができる。
 （35 歳井女性） 
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（3）デザイン性が高い商品の特徴（自身が選択した商品を事例に） 

 

 「G マーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」の中から、ものの考え方・感じ方や

生活のあり方など、自身の「ライフスタイル」に影響を与えた商品をどのように選択した

のか（Ｑ５．）、という点については、『思い出があるもの（記憶に残ったもの）』、『生

活に役立つ、便利なもの』、『画期的なもの』などの意見を確認した。 

○思い出があるもの（記憶に残ったもの） 
・ 思い出があるものを選んでしまった。傾向がない。選んだものは、思い出があるものだが、

それが良いデザインということではない。思い出があるということ。（38 歳女性） 
○生活に役立つ、便利なもの 
・ 生活に役立ち使っていて気分がいいもの。機能もすぐれて、気持ちもいい。それがいいデザ

イン。（50 歳女性） 
・ 便利であるということ。ラジオは思い出だが、便利でシンプルで邪魔にならない。そういう

ものを選んでいる。（47 歳女性） 
○画期的なもの 
・ 選んだ３点は画期的なものだった。既成概念をくつがえすものを選んだと思う。（53 歳男性） 
・ 私が選んだのは全く新商品。新しいコンセプトで新しい商品だった。だから選んでいるのは

新しい機能。デザインは付随したもの（53 歳男性） 

 

Ｑ５．ものの考え方・感じ方や生活のあり方など、あなた御自身の「ライフスタイル」に影響を
与えた商品を、「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」より、３つ選択してくださ
い。（上位 20 位以内を掲載） 

 

 

 以下、個別の商品ごとに、『ものの考え方・感じ方や生活のあり方など、自身の「ライフ

スタイル」に影響を与えた商品』として選択した理由について整理する。 
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1 位に選定した商品について                            

○ VAIO #70 について 

 パソコンの機能的な要素に、インテリアの要素が加わった。（33 歳女性：1位） 

・ VAIO は可愛いロゴだったり、面の色が選べるならその方が良かったり。家の中はシンプル
がいいが、その中で目立つものがあるとうれしい。（35 歳井女性） 

・ ソニーの VAIO も、パソコンは機能追求だったが、インテリアの一部としておかしくないパ
ソコンを出したイメージ。今までの常識を覆してデザインをプラスしたものが上位に来てい
るのかな。（33 歳女性） 

 

○ GLOBAL の包丁#48 について 

 斬新かつシンプル、そして衛生的なデザインの包丁に感動。（35 歳女性：1位） 

・ １位は、GLOBAL の包丁。これは持っていないので使い勝手は分からないが、雑誌で見た。
包丁って、こんなに簡単にできちゃうんだというデザインに感動した。形。取っ手があって
刃の部分があるのが包丁と思っていたのに、一体にできてしまうんだ。パッと見、普段食べ
る時に使うナイフを包丁にしたような感じ。そのデザインにビックリした。 

・ （それで見方が変わった？）ものはもっとシンプルな形にできるんだ。他にもあるんじゃな
いかなと、買うかどうかは別にしても、そういう興味が出た。電化製品ももっとシンプルな
のがないかと探すようになった。 

・ （シンプルの良さは？）刃とハンドルの接続部分に雑菌が溜まらない。私は掃除好き。細か
いところに溜まったのが気になる。こういう一体型が大好き。掃除しやすい。清潔感がある。 

 

○ スコティのティッシュ#57 について 

 商品（消耗品）そのものではなく、箱のデザインに惹かれた。出た時は衝撃。（35

歳女性：1位） 

・ スコッティティッシュー。これが出るまでの箱は、５つの色が黄緑、ピンク、オレンジとか
濃い色で、模様も花柄とか安っぽかった。ティッシュは消耗品であまり箱のデザインを素敵
なものにするという意識がなかったが、これが出て衝撃だった。スコッティティッシューは
あまり安売りしないが、これなら部屋に置いてもカッコ悪くなくて、いい。高くてもこっち
がいい。今まで安く買っていたティッシュを買わなくなった。 

・ 出た当時は衝撃的。箱で選ぶなんて想像していなかった。中味が一緒だから、安いのがいい
と思った。使ったら、箱も捨てた。これが出たら、ティッシュケースがなくてもおしゃれ。
消耗品でも、ちょっとしたこだわりを持って生活したいと思うようになった。 

 

○ プレイステーション #56 について 

 壊れやすい。しかし、スマートでおしゃれなデザインに惹かれた。ついでに、部

屋を掃除するよう心がけるようになった。（27 歳男性：1位） 

・ 自分で選んだ中で見て思うが、プレイステーションだけは使い勝手が悪い。今にして思うと。
電源も丸くて押すのは壊れやすい。プレイステーション以外のゲーム機は切り替え式スイッ
チ。CD のフタがパカッと開くのも、壊れやすい。取り出し式の方がいいのに、何だろうこ
れと思わせるデザインだった。（壊れやすくても、なぜ第一？）そういうところがあっても
見た目に惹かれるのがデザインの力。これ以前のゲーム機は、カセットを差し込む、凸凹し
たのだったが、これはスマートで、おしゃれな製品に見える。それはそれまでなかった。当
時そう思った。 

・ （プレイステーションを使うことでの変化はあったか）当時学生だった。すごく掃除をよく
するようになった。プレイステーションは埃が溜まりやすい。汚いところに置いておくと、
汚く見えてしまう。丁寧に掃除するようになった。（27 歳男性） 
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○ 無印良品 #79 について 

 シンプルで、付加価値的に納得できて頼れるブランド。（50 歳女性：１位） 

・ 無印良品、衝撃があった。商品に生成で安いという機能や理由が書いてあるのが斬新だった。
今になって俗化してきたが、今も全体的なコンセプトや、カフェまでできて、全体のブラン
ド像として私の中では価値があるものなので１位にした。 

・ 日本にもこういうシンプルで、付加価値的に納得できて頼れるブランドができたんだなと思
う。有楽町のショップに行けば、蓋などのパーツ 1つもスペアが効くことが使い捨てじゃな
いということで共感を持てる。 

 

○ ウォークマン #30 について 

 音楽と一緒に生きていけるという感じになった。（47 歳男性：１位） 

・ ウォークマン。生活という意味では音楽は今までこちらから寄っていたのが、音楽と一緒に
生きていけるという感じになった。個人的にはバンドでテナーサックスをやっていたが、有
名なジャズのプレーやのコピーをしなくてはいけない。ギターは家でコピーできるが、テナ
ーサックスは耳コピーだけしかできない。家では音が大きすぎちゃうので、外でやらなくて
はいけない。聴きながら外で吹けるということで、ウォークマンは劇的なものだった。バン
ド人生を根底から変えたという思い出がある。 

 

2 位に選定した商品について                            

○ キャンパスノート #50 について 

 必要なもの、使うものから、選ぶものへと変わった。（35 歳女性：2位） 

・ Campus ノート。あまり記憶が定かでないが、91 年に出ている。それまでのノートは、あま
りデザインされたものという意識はなかった。必要なので使うもの。この Campus は５色あ
った。淡い色調。普通のノートは黒っぽいイメージだったのが、ピンクとか水色で可愛らし
い。５教科色違いにして使える。 （それまでとの考え方、ライフスタイルの変化は？）ノ
ートは堅苦しくて、書く、勉強のためにまとめるためのものだった。それが、次は英語だか
らピンクとか、目で見てうきうき気分で、気持ちの切り替えができた。同じデザインで色違
いがあるのは、使いやすくてうれしかった。 

 

○ Ｇ型しょうゆさし #4 について 

 使い勝手の良い。食卓でもサマになる。（50 歳女性：2位） 

・ G 型しょうゆさし。出てすぐに実家で使っていて、使い勝手の良さが分かったのでずっと使
っている。いろいろ他にも手を出したがキレが良くないと 悪だし、食卓でサマになるもの
だから。キッコーマンの卓上瓶でもいいのだが、食堂っぽい感じがしてしまう。自宅では抵
抗がある。台所で料理をするにはいいが、食卓はキッコーマンの卓上瓶は合わない。民芸風
のしょうゆさしでも、食卓に合わないと思う。信頼できるものの１つとして、助かっている。 

 

○ 温水洗浄便座一体型便器#85 について 

 掃除が楽に。トイレを感じさせない（47 歳女性：2位） 

・ トイレ。実際に使っていて、トイレの掃除がラクになった。画期的。シンプルなデザインで
きれい。トイレをあまり感じさせなくてきれい。今までのトイレと違う。 

・ 一体化した感じでそう思うのだと思う。お水、洗浄するのが画期的。洗えるのがいい。これ
を入れた時に家族がいつまでも眺めていた。（47 歳女性） 
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3 位に選定した商品について                            

○ AIBO #72 について 

 マンガでみるようなものを実現。デザインに感動（35 歳女性：3位） 

・ AIBO。これのあとの AIBO、丸っこいのを忘年会の景品でもらった。でも、私はこっちの形
が好きだった。当時、うれしいともらったが、触り心地が良くなく、ペットとしては失格だ
った。初代 AIBO が出た時、それまでロボットをあえて犬の形にというのはマンガと思って
いたが、それを作れるんだ、一般家庭に持ち込めるんだというのでビックリした。おもちゃ
のようなものが作れるんだ。しかも犬の形。デザインに感動した。 

 

○ 写るんです#35 について 

 みんな持っていた。ユニークな機能、どんどん良くなる性能。壊れることを気遣

わない（38 歳女性：3位） 

・ 写ルンです。 初にクラスで持ってきた子がいてびっくりした。高２の頃。修学旅行にはみ
んな持ってきた。名前も気に言った。私は親のちゃんとしたカメラを持って行ったが。写ル
ンですは、顔が大きくなるとか、背景が変わるとかそういうことがあった。でも性能がどん
どん良くなってきて、結局は写ルンですを私も使うようになった。普通のカメラと違って、
壊すことを気にしないでいいと思った。 

・ 手軽に写真を撮れるようになったと実感した。 

・  

○ シャープペンシル smash #40 について 

 用途、目的に応じて文具を使い分ける契機になった。（33 歳女性：3位） 

・ 小学生の頃、初めてシャープペンシルを使った。可愛いキャラクターのシャーペンだった。
このくらいの歳になって、文具に凝るようになってきた。使いやすくて機能がすぐれたもの
がいい。おしゃれなものは欲しいが、キャラクターの可愛さではなく、スタイリッシュなも
のを求めるようになった。今もそう。文具にこだわり。そういうもののきっかけになったの
がこのシャーペン。 
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（4）日本のデザインの良さ（「100 のデザイン、100 の物語」を見て） 

 

 「G マーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」を概観し、日本のデザインの良さ、

特徴についてうかがったところ、日本製品の一つの特徴である「品質の高さ」、「細やか

さ」、「技術力」などを指摘する意見が多かった。 

 

図表 日本の製品の良さ、特徴（「Gマーク 50 年企画：100 のデザイン、100 の物語」より） 

■コンパクト、スマート、品質よく故障しない。 

・ 外国製の車もそうだが、見た目カッコ良くても、性能的に故障が多かったりするみたい。日
本のものは、デザインがコンパクトでスマート。整理整頓が上手なせいか、あまり故障もな
い。（37 歳女性） 

・ 日本の製品は、非常に品質がいい。私は２年前まで３年ほど中国にいた。向こうの電化製品
は、すぐに壊れる。日本のものは性能が良く、かつ、こういう賞を取るのはデザインが良く
て長く使える。外国製品は安いが、多少高くてもものがいい方がいい。イケアの家具は、デ
ザインはいいが、展示品が壊れている。そういった意味では、日本のものはデザインが良く、
性能品質がいい。（38 歳女性） 

 

■使い手に配慮し細やかなつくり。 

・ デザインのシンプルさという意味だと、イケアやドイツのはシンプルでいいが、日本のこう
いう商品は基本的に親切な作り。使う側のニーズが反映されている。商品は親切。（35 歳女
性） 

・ 日本のデザインは細かいところまで気を配っている。106 ページの注射針。痛くない注射針
を開発しようなんて繊細。外国のものも家で使っている。例えばコードを自分で巻かないと
いけないアイロンとか。アイロン自体のデザインや機能はその外国製のもいいのだが、細か
い面が今一歩。日本は進んでいると思う。（33 歳女性） 

 

■精密さ、技術力、合理的である 

・ 41 ページのチームデミは日本チック。小さいところに詰め込んでいくというので日本的な
感じがする。（50 歳女性） 

・ 技術力があって合理的なもの。実用性が高いと思う。遊びこころはあまり感じない。そうい
うものが好まれるのだと思う。長く使えるものが多いと思う。（47歳女性） 

・ トータルでいうと、無駄をそぎ落とした、日本的なもの。デコレートされたものを選ばない。
イタリアに比べて遊びが少ない。（47 歳男性） 
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また、以下のように機能性と概観のバランスが取れているという点も日本製品の特徴で

あると指摘される一方、外観については外国製品と比較すると、「色が欠けている」「遊

びが少ない」と指摘する意見もあった。 

 

図表 日本の製品の良さ、特徴（外国製品との比較） 

■機能と外観のバランス。 

・ 使い勝手を残したままで、 大限に見た目がいいものを作ろうとしている気がする。業務用
でも見た目がいい。海外のは使えればいいで、見た目を気にしていなかったり。 低限の見
た目と機能を両立させていないといけないという考えがあるのではないか。（27歳男性） 

・ ここで選んでいるものは機能的。派手派手しくなく、色使いもシンプルなものが選ばれるの
かなと思う。装飾がない感じだから。（53 歳男性） 

 

■色が欠けている 

・ 技術的、技術力に裏打ちされたものが多い。その代わり、色に欠けると思う。家電もそう。
外国はピンクなど明るい楽しい色もあるが。（59 歳男性） 

■遊びが少ない 

・ トータルでいうと、無駄をそぎ落とした、日本的なもの。デコレートされたものを選ばない。
イタリアに比べて遊びが少ない。（47 歳男性） 
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（5）デザインとライフスタイル 

 

○ 良いデザインのものは、少々高くても買うか。 

 まず、「良いデザインのものは、少々高くても買うか」という問いに対して、『見た目が

よいものであれば、お金を払う』という意見があった。この点については、『人目につくも

のであれば、高くても見た目が良いものを買う』という意見と、他方で『自分自身の満足

のため、高くても見た目が良いものを買う』という意見があった。 

 

 見た目が良いものには金を払う。 

・ 見た目で見てしまう。中味はそんなに変わらないと想像できても、見た目でいいと納得して
いれば、高くても手にする。気持ちに潤いが出る。優越感。（37 歳女性） 

・ 見た目で影響されやすい。ソニーが好き。パソコンは VAIO。高いし、壊れやすい。でも、
好きだから、VAIO だからとしか言えない。性能が同じで値段が違っても買ってしまう。（27
歳男性） 

・ 家の中で使うものと人目につくものでも違いがある。家の中のものは妥協がある。でも外で
持つものは、周りの目も考えるし、デザインも考えて、多少高くても買ってしまうものがあ
る。（38 歳女性） 

 

なお、日常使う商品については、日々接する、若しくは使用、利用する機会が多いこと

もあり、自身のライフスタイルや価値観に照らして、『機能、デザインを含めて納得できる

ものであれば、金を払う』という意見を確認した。 

 

 日常使うものでは、機能、デザインを含めて納得できるものであれば、金を払う。 

・ 近、ケータイを買う時に、いろいろなのを見た。切り替える金額も違う。機能はこれがい
いが、デザインはこれというのがあった。迷って、買わなかった。そのちょっとあと、機能
もデザインも気に入ったものが出て、それを待って買った。毎日手にするもの、生活空間に
あるものは、自分が見て、一瞬でも可愛いとかうれしいという気持ちになるデザインを選
ぶ。・気に入らないデザインが目に入るとイヤ。安くてもイヤ。拒否反応。私も VAIO。何度
も泣かされて、でも VAIO。１日を楽しく過ごしたい。デザインが気に入ったものを選びた
い。（35 歳女性） 

・ 腕時計。アナログが好き。いろいろ条件がある。10 数万の時計も買う。新入社員でお金は
なかったが、買った。値段はあまり気にしないで、気に入った機能＋デザイン。１つでも自
分の気に入らない部分があると、安くてもそれは価値がないと思う。高くても、すべて自分
が気に入るものを納得して買う方がいい。（33 歳女性） 

・ そうなる。大したものではないが、トイレットペーパー。安いのだと 12 ロールで 170 円く
らいで買える。でも、使い心地が良くない。私は、ウォッシュレット用の 12 ロール 350 円
くらいのを買う。花模様。使い勝手がいいし、可愛い花柄という部分で、そっちを使ってい
る。すべてではないが、自分のできる範囲で、使い勝手が良くて気分がいいなら、多少値段
が高くてもそちらを選ぶ。（38 歳女性） 
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その他、『持っていること自体がうれしいため、高いお金を払う』という意見もあった。

また、その『持っていること自体がうれしい』というのは、自己表現の一つであるという

意見もあった。 

 

 持っていて「嬉しい」と思うものには金を払う。 

・ それはある。なぜかな？持っていることが嬉しい、持てたら嬉しいということもある。万年
筆も書ければいいのだが、ちょっと高いものも欲しいなと思う。（53 歳男性） 

・ 何を持っているかということは、自己表現の一つだと思う。こういう人間だということを自
分で確認したり、そう見られたいという気持ちもある。例えばノートで、同じ機能で 10 種
類あれば、感覚でセンスのいいものを選ぶ。そういうパターンと、同じものだが、高くても
遊びたいものもある。使っている時の風景を、自分の中で想像すると思う。日常生活で使っ
ている自分を想像すると楽しくなる。そういう意味の自己表現の一つだと思う。（47 歳男性） 

・ そう思う。でもデザインだけでなく、機能や品質の良さも含んで。そういうものを持てば、
生活に潤いが出る。家の中にデザインのいいものを置けば毎日が楽しい。（47 歳女性） 

 

○ 良いデザインのものであれば、長く使うか。 

次に、「良いデザインのものであれば、長く使うか」という問いに対して、『選び抜いた

もの、気に入ったものであるから大切に、長く使う』という意見が多くあった。 

 

 選び抜いたもの、気に入ったものであるから、長く使う。 

・ 大切にする。自分で気に入って選びに選び抜いたものがたまたま高かったというのもそうだ
し、あるいは自分が欲しかったものがたとえいくらでも、大切にする。（37 歳女性） 

・ 良いデザインは長く使おうと思って買う。適当に買ったものに比べたら、扱いはいい。常に
買うものはそう思うが、気に入ったものはさらにそう思う。（38 歳女性） 

・ 良いデザインでもあったら長く大切に使うと思う。遊び心があるデザインのいいギターなど
は、死ぬまで持っているつもり。気に入っているものはそうだと思う。（47 歳女性） 

・ それなりに、自分で意識して買うものは長い期間使おうと思っている。実用性とは切り離し
て考える。万年筆は年に１度年賀状くらいしか使わなくても、長く使いたい。時計も子供に
も使ってもらいたくてオーバーホールをしたり、普段使うものと、切り離して考えている。
（53 歳男性） 

 

また、商品が持つ機能性の高さを評価して、「その機能が他にない（代替するものがない）

から、長く使う」という意見もあった。 

・ ウォークマンは機能が優先、同じものならデザインを優先するが。デザインと一緒にこれが
欲しいとなったら大切にする。（47 歳男性） 

・ 若い頃、憧れのカルティエの財布を買った。シンプル。お金を貯めて買った。気づいたら
15 年以上使っていた。まだしっかりしている。買い替えるほどは傷まない。でも、財布は
古いと風水上良くないらしい。結局同じものに買い替えた。形もシンプルですごく使いやす
い。（38 歳女性） 
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○ 生活の中でデザインとの出会い、意識はどのようなものか。 

以下、インタビューの中で確認した生活の中でデザインとの出会い、意識についての発

言内容である。デザインの要素が産み出した価値の一部の存在がよみとれる。 

 

 見た目が綺麗だったので買った。上品な感じ。（美しさの要素） 

・ 今朝飲んだ午後の紅茶のボトルがきれいだった。茶葉が２倍のミルクティー。ちょっと甘い
が、形に惚れ込んで、きれいと思い、買った。普通は、500ml だが、470ml だった。なで肩
を表現するために少ないのかな？見た目がきれいなので買った。キラキラした感じにカット
してある。光って見えた。きれいと思い、買った。上品な感じに見えるような気がする。（37
歳女性） 

 使いやすいので、長く使用している。（使いやすさの要素） 

・ 先日、白金のレストランに行った。帰り道、２ℓのペットボトルの水が安かったので酒屋で
買った。イタリアのガス入りのお水。２ℓは重いから注ぐのが大変だが、それは手の当たる
ところがくぼんでいて、持ちやすくて注ぎやすい。改良されている。他のものを買っても、
それに移し替えて愛用している。ただ、あまり行かない場所だから、あまり買えない。普段
はペットボトルを捨てるが、これはわざわざ入れ替えている。２ℓは片手で持つと重いが、
それは手にフィットした形。持つ場所が上すぎず下すぎず丁度いい場所。くぼみ加減もいい。
いろんな設計者がいろんなことを考えているのだろう。（35 歳女性） 

 機能性が高く、使い心地がよい。（機能性の要素） 

・ ユニチャームの超立体マスク。あれは去年までは大嫌いだった。見た目が映画のキャシャー
ンみたい。でも、すごい花粉症。口にペッタリのマスクがダメだったが、試しにこれを付け
たらすごく快適。見た目を犠牲にしても付けた方がいい。周囲に聞いたら、女の人は口紅も
付かないからと、普段から使っている人がいた。見た目だけでない、機能美のデザイン。い
いな。（他のマスクと比べて、それを選ぶのはどう気持ちが違うか）今、ふくらみ型がいっ
ぱいあるが、他のものは使っていない。 初にこれを気に入った時、まとめて箱買いしたの
で５年分、1000 枚くらいあるから、他のものは使えない。（27 歳男性） 

 

また、以下のように、デザインの要素が産み出した価値の一部がライフスタイルにイン

パクトを与えた情況がよみとれる。 

 

 ワクワクして何でもないのにみんな集まってきた・・ 

・ 液晶ＴＶが来た時は、新しい物が来て、ワクワクして何でもないのにみんな集まってきた。
（古いＴＶについて）古いものは捨てられない。捨てたくないという気持ちがある。（38 歳
女性） 

 気がついたら気に入ったものばかりが身の回りに・・ 

・ 気に入って買ったのが部屋にあると気分が違う。その部屋にいる時。いくつか選択肢があっ
たら、気に入ったものばかりを使ってしまう。自然と気に入っていないものは、さようなら。
（35 歳女性） 
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 第２章 工業デザイン展示企画調査 
 
２．１ 効果的な展示方法の検討 

 
２．１．１ 海外でのデザイン・ミュージアム参考事例 

 
 以下、海外におけるデザイン・ミュージアムの参考事例を整理する。これらは、文献調

査、Web 調査、ヒアリング調査、弊社実施の既存調査6などから構成している。 
 
 
 
 
 
 

                                                  
6 経済産業省「戦略的デザイン活用研究会報告： デザインはブランド確立への近道」（平成 15 年 6 月

10 日）の「参考資料 7-2 諸外国の情勢」 
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【ニューヨーク近代美術館（The Museum of Modern Art: MoMA】（米国） 
 

1929 年に開館したニューヨーク近代美術館（MoMA）は、近現代美術を専門的に扱う美

術館として、絵画と彫刻、版画と挿画本、ドローイング、建築とデザイン、写真、フィル

ムに関する 15 万点以上の所蔵品を有している。MoMa の特徴の一つは、建築・デザイン部

門を設立から間もない 1932 年に設立している点であり、以来、広範囲のデザイン商品コレ

クションを継続してきている（3,000 点以上のデザイン商品、4,000 点以上のポスターなど）。

これら収蔵されるデザイン商品は、わが国でも、永久保存品（永久展示保存モデル）など

として広く知られている。 
 
MoMA のデザインに関するもう一つの特徴は、積極的なミュージアム・ショップの展開

である。現在、ニューヨーク内で3箇所のショップが運営されている（MoMA Design & Book 
Store、MoMA Design Store、MoMA Design Store, Soho）。さらに、オンラインにてもミ

ュージアム・ショップの展開を行っている。オンライン・ショップには、日本語版もある

（http://www.momaonlinestore.jp/）。ミュージアム・ショップでは、建築・デザイン部門

の監修による 3,000 点を超えるデザイン商品などが販売されている。 
 

 2004 年、開館以来の 大規模の改修工事を行っており、全体で 630,000 平方フィートの

美術館となっている。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1929 年（建築・デザイン部門は、1932 年） 
 組織： 民間非営利機関 
 ＵＲＬ：  http://www.moma.org/  

 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 自主的な基準による永久保存デザイン商品の選定 
○ 一般認識の高さ（選定されたことがそのままデザイン性の高さを示すと認識されてい

る点） 
○ デザイン・ショップの充実（実態的にデザイン性の高い日用雑貨品店として機能、

SOHO など経済的・文化的価値の高い別エリアにも出店、オンラインでの国際的な展

開） 
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【デザイン・ミュージアム(The Design Museum)】（英国） 
 
 首都ロンドンのテムズ川の河岸にある、デザインに特化したミュージアムである。1989
年に、テレンス・コンラン卿のコンラン財団から￡7million（約 17 億円）の出資を得て、

民間非営利機関として設立された。設立に先立つ 1982 年 1 月～86 年 8 月までの 4 年半強

の期間、コンラン財団は、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート美術館（V&A 美術館）の

スペース（旧ボイラー施設）において、過去・現在・将来の消費者製品のデザインに焦点

をあてた展示を行ったところ、当時そのような展示が無かったこともあり、非常な人気を

博して、計 150 万人以上の来場者を得た。その成功が、大量生産される消費者製品のデザ

イン（製品の開発・製造・マーケティング）に焦点を当てた独立博物館の必要性の議論に

発展して、それがデザイン・ミュージアムとして実現した。 デザイン・ミュージアムは、

「誰もが、デザインが、製品・コミュニケーション・環境にもたらす効果を正しく理解す

ること」を可能にしていくことを、その目的としている。デザイン・ミュージアムでは、

このような目的の下、永久収蔵品の充実よりも、現代のデザイナー（デザイン）の紹介、

特定のテーマに関連したセミナー、ワークショップ、学校・団体との共同プログラムの開

催など、多彩な活動を実施している。 
 デザイン・ミュージアムでは、展示（常設展、特別展）以外にも、教育にも力を入れて

おり、子供向けのプログラム、学生のための建築教育、学校教師のためのデザイン教育（世

界レベルのデザイナーとのワークショップ）、プロフェッショナル・コースなどが組まれて

いる。また、博物館運営などに関する修士課程をケンジントン大学と共同で開設（2001 年

秋）した。このような教育プログラムへの参加者は、年間 2 万人を超える。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1989 年 
 組織： 民間非営利機関 
 施設： 地階（入口、カフェ、ショップ）、1 階（展示）、中 2 階（オフィス）、2 階

（展示、教育センター） 
 年間入館者数： 約 20 万人（教育センターへの入館者も含む） 
 ＵＲＬ： http://www.designmuseum.org/  

 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ アーカイブ機能を余り持たずに企画力を重視 
○ 集客力ある場所への立地 
○ 国際的な知名度（認知度） 
○ 教育関連事業の重視 



 - 68 -

 
【ジェフリー博物館（Geffrye Museum）】（英国） 
 
 1914 年にロンドン東部に創設された、英国の伝統的なインテリアに関する博物館である。

18 世紀に建築された建物（元々は金物会社が運営していた救貧院の建物）を改築して使用

している。英国の中産階級のリビング・ルームを再現することがテーマであり、1600 年代

から現在に至るまでの各時代のインテリア（内装、家具、照明器具、テキスタイル、装飾

品＜絵画等を含む＞、食器など）が、部屋ごとに再現されている。博物館の建物を囲む美

しい庭園も、有名である。1998 年に新館を増築して、現代のインテリアはここで展示され

ている。 
 
この博物館の特色は、個々のインテリア品などをそれぞれ展示するのではなく、時代ご

とのインテリア空間をまるごと再現して、個々のインテリア品と周囲（空間）全体とのつ

ながりを見せながら、「時代時代の生活デザイン」を、来館者に提示していることである。

窓から見える窓外の風景も、各時代のものとなるような工夫も凝らされている。 
 
 

＜概要＞ 

 設立： 1914 年（建物は 18 世紀の建築物） 
 組織： 独立公益信託（independent charitable trust） 
 展示： 部屋ごとに各時代のリビング・ルームを再現 
 ＵＲＬ： http://www.geffrye-museum.org.uk/  

 
 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 個々の物ではなくその物が使用されていた生活空間を再現 
○ 歴史的な建造物のリノベーションによる施設整備 
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【レッド・ドット・デザイン・ミュージアム（The Red Dot Design Museum）】（ドイツ） 
 
 ドイツのノルトライン・ウェストファーレン（NRW）州エッセン市にある旧製鉄会社の

ボイラー施設の入った工場内部を改築した NRW 州デザイン・センター（以前は州政府から

運営費補助、現在は民間非営利機関）内にある博物館機能である。現在の形での展示は、

1997 年からである。4,000 平方メートル以上の広大な展示スペースに、約 1,000 点の現代

のデザイン製品を展示する。レッド・ドット賞受賞の全製品に加え、世界中から優れたデ

ザインの製品が集められて、展示されている。その広汎さから、展示されるデザイナーと

製造業者のリストは、世界のデザインの Who’s Who、とも評される。 
 
市民のデザイン理解の促進をその主たる目的にしており、多くの展示品に、直接触れて

操作してみることができるようになっている。また、“Online Exhibition”として、レッド・

ドット賞受賞製品の詳細及び開設を、Web 上でも展示している。市民を主たる対象とする

のは、デザインの理解が経済的にもインパクト大きなインパクトをもたらすにもかかわら

ず、その実践が難しいことによる。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1978 年（現在の場所では、1997 年から） 
 組織： 民間非営利機関 
 年間入館者数： 約 12 万人 
 ＵＲＬ： http://www.red-dot.de/  

 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 世界的なデザイン賞を受けた 新デザイン商品を中心に、生活シーンとしてかつ来館

者が触れることができる状況で展示 
○ 旧炭鉱の古いエリア・建築物から 新の価値を発信 
○ デザイン・センター、学校（大学院）、レストランも含めたエリア全体開発をデザイ

ンをキーワードに展開（「デザイン拠点」） 
○ 当初は行政支援でスタートして現在は自立（プロジェクト受託はあり） 
○ 特定企業展の実施 
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【ヴィトラ・デザイン・ミュージアム】（ドイツ） 

 
1989 年に設立された工業デザインの博物館である。主として、家具（特に椅子）を中心

とした事業展開を行う。スイス発祥の著名な家具会社である、Vitra 社による運営であり、

家具を中心としたデザインの、歴史とその現在の比較に力を入れている。Weil am Rhein
に本館、Berlin に分館（2000 年設立）がある。4,000 点以上の収蔵品がある。特定のデザ

イナーに焦点を当てた企画や、椅子の 100 年、アフリカの椅子、など特定の家具製品に焦

点を当てた企画が多い。 
 
 入館料収入に加えて、名作デザイン椅子のミニチュアの販売（年間数十万 euro 程度か）、

名作家具の復刻販売、企画展の国際的販売などの収入により、独立採算にて運営されてい

る。なお、Vitra Design Museum は、人材育成にも力を入れており、毎年夏に、仏ポンピ

ドー・センターと協力して、ワークショップ形式の国際的なセミナーを開催している。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1989 年（ベルリンは、2000 年から） 
 組織： 民間 
 年間入館者数： 約 6 万人（ベルリン） 
 ＵＲＬ：      

 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 特定分野での国際的な知名度の高さ 
○ 企画展の国際的な販売 
○ ミニチュア版の販売 
○ 復刻品の販売 
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【デンマーク・デザイン・センター（The Danish Design Centre）】（デンマーク） 

 
デンマークの首都コペンハーゲンにおけるデンマーク・デザイン・センターの一部に展

示スペース（Gallery）があるなど、センターとして博物館の機能も果たしている。2000
年 1 月に、従前のコペンハーゲン駅近くの経済団体のビル内のオフィスから、チボリ公園

に面した表通りのビルに移転した（地下 1 階、地上 4 階の建物全体がデザイン・センター）。

ここは周辺に、市庁舎、国立博物館などもあり、一般市民や観光客の通行の多く集客力の

ある場所である。デンマーク・デザイン・センターの主な目的は、「良いデザインを産業界、

市民に広めること」「デンマークのデザインを世界に広めること」があり、この目的のため

にも、移転したことのインパクトは大きかったと自己評価している。 
 
デザイン・センターの展示スペースは、地下 1 階（常設展：デンマーク・デザインの変

遷を紹介）、地上 1 階～2 階（企画展）。企画展はその規模により、年 3 回～10 回位までま

ちまちである。企画展はまた、センターのスタッフの企画、持ち込み企画、タイアップな

ど、様々な運営方法がある。全体として、展示の約 1/3 は、デンマーク商品である。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1978 年（現在の場所への移転は 2000 年） 
 組織： 国の独立機関 
 施設： 地下 1 階（常設展）、地上１～２階（企画展） 
 収蔵： 展示の 1/3 はデンマーク商品 
 年間入館者数： 約 60,000 人 
 ＵＲＬ： http://www.ddc.dk/  

 
 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ デザイン・センター機能の一環としてのデザイン・ミュージアム機能 
○ デザイン・ショップ、飲食機能、ラウンジなどと一体的なスペースにて配置 
○ 都心の集客力ある場所への立地 
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【チューリッヒ・ミュージアム・オブ・デザイン（Zurich Museum of Design）】（スイス） 
 

1875 年創設という長い歴史を有するチューリッヒ・ミュージアム・オブ･デザインは、グ

ラフィック・デザイン（特にポスター）のコレクションで有名であるが、1986 年からは、

生活関連の工業デザイン商品のコレクションも始められている。スイス企業のデザイン商

品を中心として、世界のデザイン商品が収集されている。 
 
ミュージアムが目指すのは、デザインの立ち位置と影響力とを、歴史と現代、理論と実

践との対比の中で明らかにすると共に強化することである。 
 
デザイン・コレクションは、生活・仕事・レジャー・環境などの分野にて、主にスイス

で今世紀に生産された商品を世界の工業デザインと比較しながらまとめることを目的とし

ている。このコレクションの収集対象としては、個人デザイナーや重要メーカーの商品を

はじめ、無名のデザイナーの商品も含めている。このような目的を踏まえて、ブラウン、

オリべッティ、イームズなどの外国の企業によるデザイン商品も収集の対象としている。

収集に際しては、ミュージアムとして購入する場合と、企業等からの寄贈される場合とが、

約半分ずつである。 
 
1998 年からは、スクール・オブ・アート・アンド・デザイン・チューリッヒと密接に連

携しながら、上記の目的が追求されている。 
 
収蔵された商品に対しては、独自に詳細なデータ収集・分析が実施されている。商品の

外形写真、寸法、素材、デザイナー、市場関連情報などに関するデータをデータベース化

している。特に寸法の測定は綿密に実施されている。このような詳細データを駆使して、

過去にヒットした商品の復刻品化及びショップ販売での取り組みも企業との協力により、

実施されており、販売好調な商品もある。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1875 年（工業デザインは、1986 年から） 
 運営： チューリッヒ州からの運営補助 
 ＵＲＬ： http://www.museum-gestaltung.ch/E_welcome.html  

 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 収蔵商品に対する独自の詳細データの整備 
○ 企業との連携による復刻品の製造・販売 
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【ポンピドー・センター（The Centre Pompidou）】（フランス） 
 
パリにあるジョルジュ・ポンピドー・センターは、1977 年に設立された国立の美術館で

ある。絵画、彫刻、写真、デザインアなどのコレククションを収蔵している。ポンピドー・

センターの工業デザイン・センター（CCI）は、本来、「産業のための工業デザイン・ミュ

ージアム」構想によって生活文化と産業の歴史を検証するための新しいミュージアムとし

て構想されたものの、その設立当初は工業デザインに対する理解が低かったが、のちに社

会全体の工業デザインへの理解が高まってきたことにより、本来の目的に沿った活動が可

能となっているという。 
 
ポンピドー・センター（工業デザイン・センター）の特色は、ストックヤードとその保

管システムである。センターでは、センターの活動に協力的な家具会社のストックヤード

を借りて、収蔵品の保管がなされている（企業の協賛という形で実現している）。家具会社

のストックヤードであるため、温度・湿度の管理を含めて、めぐれまた環境での収蔵がな

されている。 
 
収集されたコレクションはまず、著作権対策としてさまざまな角度から外形の写真撮影

が行われる。その後、寸法測定、素材・生産技術等の調査が実施される。これらのデータ

は、デザイナー、製造企業、市場情報（売上高等）の状況等もあわせてデータベース化さ

れている。 
 

＜概要＞ 

 設立： 1977 年（建物は 18 世紀の建築物） 
 組織： 国立 
 ＵＲＬ：  
http://www.cnac-gp.fr/Pompidou/Accueil.nsf/Document/HomePage?OpenDocument

&L=2  

 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 外部委託（企業協賛）による収蔵品の保管 
○ 収蔵商品に対する独自の詳細データの整備 
○ 集客力ある場所での立地 
○ 市民が半日・一日を過ごせる場所となる整備（カフェ、レストラン、ショップ等を含

む） 
 



 - 74 -

 
【YKK インドネシアの企業ミュージアム】（インドネシア） 
 
 インドネシアに展開する日本企業の企業ミュージアムにて、来場する子供や大人がデザ

インを実感できるようなゲームを実施している。デザイン・ビジネスをチームで疑似体験

する「ファッション・デザイン・ツール」や、マジックテープを使用した「電子紙芝居」

などである。 
 
前者では、クライアントからの委託を受けたとの想定で、企業の製品をパーツとして、

それに沿ったデザインをする、という仕掛けになっている。チーム内ではプレス担当者も

設定され、デザイン開発後に、「（クライアントのオーダーを踏まえて）なぜ、そのような

デザインをしたのか」も報告（プレゼンテーション）する仕組みである。このプログラム

の基本的な考え方は、「デザインは、使い手のためにある。」「デザインのためのデザインで

はなく、使い手の豊かな感性を育み、心地よい暮らしを提供し、美しさを演出するものだ。」

というものであり、デザイン・ビジネスの本質をそのまま活用している点が特徴である。 
 
後者は、色彩豊かな素材（同社のマジックテープ）と戯れながら、形を構成していくも

のである。 
 
このような取り組みの成果を受け、企業側も、自らは気付いていなかった自社製品の新

たな可能性に驚いているという。 
（本事例の情報は、大月委員の紹介による。） 

 
 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 「デザイン」「デザイン・ビジネス」の本質を実体験できるプログラムの提供 
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２．１．２ 日本国内でのデザイン・ミュージアム参考事例 

 
 
【宇都宮市美術館】（日本） 
 
 宇都宮美術館は、1997 年に宇都宮市の市制 100 年を記念して設立された。この美術館は、

工業デザインも主要な収蔵対象としている、またデザインを専門とする学芸員も配置され

ているわが国では数少ない美術館である。デザイン分野としては、グラフィックデザイン

と工業デザインの双方があり、収蔵作品（平成 17 年 3 月で約 3,200 点）の２／３をデザイ

ン関連品が占めている。工業デザインに関しては、主に海外のデザイナーによる工業デザ

イン品が収蔵されている。また、わが国を代表するグラフィック・デザイナーである亀倉

雄策の作品及び所有品（日常的に使用していた道具など）も寄贈されており、同館の主要

な収蔵品として位置付けられている。 
 同館のもう一つの特色は、デザインを学ぶためのツールである「デザイン・キット」を

開発している点である。これは、デザインは製品と生活・社会とが深く結びついて成り立

つものである一方で、この特質を十分に理解し、それを踏まえた総合的なデザイン基礎教

育がわが国でまだ確立していないことをその背景とする。そのコンセプトは、「全ての人々

に対して開かれた新しいデザイン基礎教育の模索」であり、テキストと共に、８種類のキ

ット（着る、坐る、食べる、使う、見る、遊ぶ、識る、伝える）が作成されている。 
 
 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 工業デザイン品の収集・保存 
○ デザインを専門とする学芸員の存在 
○ 収蔵品を活用した「教育用キット」の作成 
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【目黒区美術館】（日本） 
 

1987 年に、23 区としては 5 番目の美術館としてオープン。近現代のわが国の作家による

美術作品を収集し、これらを収蔵作品展で公開するほか、内外の多様な美術の動向をとら

えた企画展を積極的に開催します（例：チェコのアニメなど）。また、生活の中の美や、作

品のなりたちと素材・技法に目をむけるワークショップ活動は、展示と体験活動を融合さ

せる試みとして大きな特色となっている。 
特に、ワークショップの充実は有名であり、区内に限らず全国から参加者がある。ワー

クショップでは、「ひと」と「ひと」、「ひと」と「もの」、「ひと」と「こと」の関係

性にこだわりながら、美術を通じた新しいコミュニケーション活動として、幅広い年齢層

を対象にしたプログラムを、春・夏に開催しています。特に作品展示と密接に関連づけた

夏の企画では、毎回身近なテーマを取り上げ、五感に訴えるかけるダイナミックな表現活

動の機会を提供してきた。 
このような多様なワークショップの底流に流れる基本的な問題意識は、自分の意思と身

体を使って「能動的に視る」能力を育てることである。昨今、「能動的に視て能動的に判断

する能力」、ものごとの「本質を自ら見抜く能力」が低下しているとの危機感を基に、美術

館にある本物の美術品のパワーを活かして、それを目的とした活動をしている。 
 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 目的意識の明確なワークショップの展開 
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【北名古屋市歴史民俗資料館】（日本） 
 
愛知県北名古屋市（旧・師勝町）の施設。昭和時代の日常生活の激変を象徴するような、

電化製品や機器・器具、生活用品などを収集・展示するともに、昭和のものに対する調査

研究を実施して、「昭和モノ事典」として紹介している。収集品は、全て所有者からの寄贈

品である。また展示にあたっては、それらのものが実際に使用されていた空間（茶の間、

お勝手、応接間、屋外など）を再現して、その中に個々の収蔵品を配置するとともに、そ

れらを雑然と配置するなど、生活感がでるような工夫が施されている。また、茶の間のゴ

ミ箱に捨てられている紙くずなども、その当時の史料を用いて再現している。そのように

空間そのものを再現することで、文字による説明は 小限にしている。 
あわせて、「回想法」という手法の活用により、博物館機能と医療・福祉分野との連携に

よる高齢者ケアを実施している。 
 

昭和日常博物館の試み  
○ 私たちの生活は昭和 60 余年の時の流れのなかで、環境を始め身のまわりのすべてが大

きな変貌を遂げてきました。特に、北名古屋市の母体となった 師勝町・西春町が町制

を施行した昭和 30 年代は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機 など電化製品が普及し、薄暗い

裸電球から白々とした蛍光灯へ変化するなど、無かったものが現われ、見えなくて済ん

だものが白昼のもとに照らされたという、日常生活のレベルで今世紀、 も激しい変化

が起った時代といえます。  
○ これは、本市のみならず日本全国に当てはまる歴史的な激動といえますが、本館がこう

した昭和の激動の変化を後世に伝える活動を開始した「屋根裏のみかん箱は宝箱」とい

う企画展を開催した平成 5 年時点で、同種の活動を主に行っている博物館・資料館は意

外と少ないのが現状でした。 
○ 本館では、こうした状況を省み、昭和時代をテーマとした展示会を展開し資料の収集・

保存にあたり、平成 9 年には、「日常が博物館入りする時」と題した特別展でフロアー

全体を昭和 30 年代の資料で構成し、同時に「昭和日常博物館」と呼ばれるようになり

ました。 

（資料： 同館 HP より。下線は、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング。） 
 
 ＜わが国のデザイン・ミュージアムへの示唆＞ 
○ 商品単品ではなく、生活空間そのものの再現による展示 
○ 説明を 小限にして、空間・商品に語らせようとする考え方 
○ 他の政策分野との連携 
○ デザイン史ではなく、生活史（ライフスタイル史）からのアプローチ 
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【JIDA デザインミュージアム 1 号館】（日本） 
 
 経済産業省の認可法人である社団法人日本インダストリアル・デザイナー協会（JIDA）

が、1997 年 4 月に信州新町（長野県）に開設したデザイン・ミュージアムである。このミ

ュージアムは、信州新町の町営美術館別館と併設されており、毎年約 5000 名の入館者があ

る。ここでは、常設展、企画展、ワークショップが開催されている。 
また JIDA 事務局の在る東京・六本木アクシスにも、小規模の展示スペースを確保してい

る。 
そして、このミュージアムの特徴として、JIDA デザインミュージアムセレクションとし

て、商品選定を行っている点がある。この JIDA デザインミュージアムセレクションは、ミ

ュージアムコレクション充実のための事業として 1998 年に発足したものであり、デザイン

ミュージアムがコレクションしようと思う商品の中でも、その時代特に記録しておきたい

デザイン性の高い商品や注目度の高い商品を選定して、「JIDA デザインミュージアムセレ

クション」として発表・展示・記録を行うものである。 
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 （JIDA デザインミュージアムの活動指針） 

・ JIDA デザインミュージアムを、次世代の心豊かな生活文化の創造拠点として設立し運

営する。 
・ JIDA デザインミュージアムは、製品開発の当事者であるデザイナー自らがその運営に

あたり、製品や関連資料の収集、コレクションの展示を行っている。 
・ JIDA デザインミュージアムは、次世代のデザイナーや生活創造者の育成に貢献する。 

 
 
なお JIDA では、このようなデザイン商品の保存を目的として、この信州新町のほかに、

大阪府豊能町にも、ストックヤードを確保している。 
 
 



 - 80 -

 
２．１．３ わが国で現在構想中のデザイン・ミュージアムの事例 

 
 上記のような既に存在している事例に加えて、わが国では、以下のように現段階で構想

中のデザイン・ミュージアムの事例が存在する。 
 
 
【宮城県産業デザイン交流協議会（MIDEC）】 
 
宮城県産業デザイン交流協議会（MIDEC）では、平成 15 年度に「デザイン・ミュージ

アム研究会」を設立して、研究会報告書「Design Museum Project せんだいにデザイン・

ミュージアムをつくろう！」を出している。 
そこでは、仙台にデザイン・ミュージアムが必要な理由として、「せんだいは日本におけ

るモダンデザイン発祥の地」「せんだいはデザイン文化財の宝庫」「せんだいはデザイン産

業集積地」「生活者はデザイナー以上にデザインに敏感です」「時代や社会背景が良いデザ

インを求めている」をあげている。第 1 点目は、昭和初期に仙台に国立工藝指導所が設立

されたことを意味している（ブルーノ・タウトも数ヶ月間赴任していた）。 
デザイン・ミュージアムに求められる機能は、「情報の蓄積・受発信」「収集・保存」「展

示公開」「調査研究」「普及活動」という 5 機能であると想定している。 
そして基本方針として、「『はじめにハコモノありき』の考え方はしておりません。でき

るところから地道な活動に取り組み、いつの日にか実現を目指します。」「せんだいの様々

なモノ・ヒト・コトに光を当てましょう。そして、それがマチや人々に元気や自信を取り

戻すことに少しでも役立てば良いと考えています。」「日々の生活がもっと創造的で楽しく、

豊になるきっかけを提供したいのです。」「送り手（デザイン・デザイナー）と受け手（生

活者）の距離を近づける場を目指して。」「おおげさかも知れませんが、人材育成のインキ

ュベータを目指していきます。」という 5 点をあげている。 
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【日本デザイン団体協議会（D-8）】 
 
経済産業省認可のデザイン 8 団体（職能８団体）により構成される日本デザイン団体協

議会（D-8）は、2005 年に「ジャパン・デザイン・ミュージアム設立準備委員会」を設立

して、「ジャパン・デザイン・ミュージアム構想」を検討中である。 
 
この構想においては、「産業の活性化をとおして、豊かな生活文化を導くデザインの存在

とデザイナーの職能価値を過去・現在・未来の視点で共有し、わが国の社会的資産として

高める。」ことがデザイン・ミュージアムの目的とされている。 
 
そして、その実現のために、「収集・保存」機能、「調査・研究」機能、「展示」機能、「啓

発・普及」機能を中心的な機能として位置付けている。 
 
またミュージアムの完成形を一気に整備するのではなく、今後の十数年間で、４段階を

想定した整備計画が立案されている。 
（検討概要については、次頁を参照。） 
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２．１．４ ヒアリング調査における主要な見解 

 
 本調査においては、デザイナー（デザイン団体幹部）、デザイン振興機関、自治体デザイ

ン施策担当者、美術館等学芸員、美術館経営者、エデュケーター（美術館等の教育関連プ

ログラムの企画・運営を行う主体）などに対するヒアリング調査を実施している。 
 以下にその概要を、主要な項目ごとに整理している。 
 

（デザイン・ミュージアムの必要性） 
 ◆デザイン商品、開発情報遺失の危機 
○ デザイン・ミュージアムの必要性としては、「産業・文化の振興」のみならず、「緊急性」

（デザイン商品遺失の危険性）への対応があり、これに着目することが重要である。こ

の点は、美術品との大きな相違である。 
○ 戦後の工業デザインを支えた人材が産業界の第一線を退こうとしている。ここ数年間の

間に、これら主体から生きた情報・データを入手して整理しておかないと、個々のデザ

インの経緯などの重要な情報が遺失してしまうのではないか。日本デザインの伝承が途

切れる危機にあると認識することが重要である。 
○ 当市デザイン関連事業の開発商品、受賞・選定商品の展示などは、市内百貨店にある常

設ギャラリーや、地下街の展示スペースにて実施しているが、行政職員 2 名が自ら行っ

て並べている。デザイン振興であるのに、プロのデザイナーがここに関与していない。

またこれら商品のデータ化・収蔵は、行政として行っておらず企業任せであり、将来的

には遺失するものも出てくると思われる。 
○ デザイン関連表彰の対象品の収蔵は、行政としてはこれまで実施しておらず、今後も想

定しにくいと考えている。あくまでも企業にお任せしている。過去の受賞商品でも、す

でに遺失しているものもあるかもしれない。 
 
 ◆生活者とデザインを結びつけること 
○ デザイン資源があるのにもかかわらず、それらが放置されており、生活者とデザインと

が結びついていないことへの危機感が強い。 
○ 今必要なのは、一般生活者の日常行動を変えていくアプローチである。シンボルとして

のミュージアムではなく、「現場の活動」としてのデザイン・ミュージアムが、今求め

られている。デザインを「特別なもの」と位置付けがちな（デザイン界・産業界・生活

者の）現状を、何とか打破したい。デザインは、生活者にとっての一般的な日常的なも

のである。それを、生活者に伝えていきたい。 
○ 生活者の生活の質を高めていくためには、生活者がデザインを「改めて意識する機会」

があることが重要なのではないか。 
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（デザイン・ミュージアムの位置付け、あり方） 
○ いわゆるミュージアム機能のみならず、デザイン・ミュージアムを戦略的に位置付けて、

「40 の提言」を実現する基地としていくことが重要である。 
○ デザイン・ミュージアムは、その言葉が意味する「博物」というよりは、デザインとい

う概念の価値を社会にしっかり埋め込む機能を果たすことが重要ではないか。 
○ 美術館、博物館は、『動きのあるもの』でなければならない。遊びがある楽しいところ

が基本である。また、『人々の空気』を如何にして取り入れるのかも重要である。これ

は、来場者の声、知りたいことに如何に応えるのかということである。デザイン・ミュ

ージアムも、この点は変わりない。 
○ 東京は、街の機能自体がデザイン・ミュージアム化している。そのような中では、デザ

イン・ミュージアムは、地方の日常生活の中になければいけないのではないか。 
○ デザイン・ミュージアムは、「場所」「コレクション」「専門家（キュレーター）」が揃っ

たミュージアムとすることが重要である。これらハコ・モノ・ヒトが揃わないと、海外

のデザイン・ミュージアムと対等に連携できないのではないか。 
 
（コンテンツ、コンテンツ確保） 
○ デザイン商品の展示、収蔵のための「場所」を確保することが重要である。 
○ 1 箇所に収集するよりは、「リンケージによる収蔵」が重要ではないか。その際には、

収蔵に関する「仕組み」、特に対象デザイン商品に関する「情報管理」が重要となる（廃

棄、展示などについて）。企業・個人にミュージアムへの協賛として、所有・保管して

もらうことなどのシステムも検討しうる。 
○ ミュージアムの主要機能に「保管」があるが、しかしただ保管するのではなく、たとえ

ばガラス張りにして、学芸員が収蔵品に触れているところも見せればよい。そうでなけ

れば、倉庫は別のところに置くべき。 
○ デザインは「生きているもの」「新しいもの」であり、それを保存する意味をよく検討

することが重要と思う。デザイン・ミュージアムは、街の真ん中にあり、常に新しい面

白いものを発信する機能が重要で、それ以外の要素の重要性は下がるのではないか。街

の中にあって人を圧倒的に惹きつけるものであることが、デザイン・ミュージアムを創

る意味、価値になると思う。 
○ 開館当初から現在まで一貫して、資料の購入予算はゼロである。全てが寄贈である。情

報が入ると、史料になりそうなものを頂戴しに伺っている。 
 
（展示方法等） 
 ◆実物を見る・触る・使うことの重要性 
○ デザインの場合、電子データを整備してそれによって見せることだけではなく、「実物」
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を見せることが重要である。見た人の理解という観点からは、実物を見て触ることのパ

ワーは代えがたい。 
○ 経験を踏まえると、来場者が実物を『見られる』『触れられる』『感じられる』ことが大

事であり、バーチャルだけでは面白さを伝えらにくいのではないか。 
○ デザインの場合、単に物を見せたり、説明したりするだけではなく､実際に「使う体験」

をしてもらうことが重要である。そのことで、提供側の考えをユーザーが「共有」しう

る。例えば、50 年代の炊飯器と今の炊飯器を使って比較してもらうことなど。 
 
 ◆デザイナーとも接点を有することの重要性 
○ 単に商品を展示するのではなく、作者が存命の場合には、実際にその場にきてもらい作

成プロセスに接することができるようにすることが重要である。来場者は、どのように

してその作品ができたのかということも知りたがっているからである。 
 
 ◆デザインの経緯・必然性などを共有することの重要性 
○ 単に商品を展示するのではなく、「企業のデザイン・ポリシー」の推移との関連を明確

にして、「当時・現在・将来」が分かるようにすることが重要である。 
○ 単に商品を展示するのではなく、「そのデザインの必然性」など、デザインの流れを理

解できるようにすることが重要である。 
○ デザイン・ミュージアムで重要と考えるのは、「実物がそこにあること」と、「商品のア

イディアから具体的な形に至るデザイン・プロセスを具体的に示すこと」である。デザ

インの必然性を理解して、なるほどと思ってもらえることが重要と考える。 
○ 単に商品を収集・展示するのではなく、日本デザインの「ルーツ」や「DNA」を徹底

的に分析して、それを示していくことが重要である。 
○ 戦後デザインの「系譜」では、企業の「社会との接点」にデザインが如何にかかわるよ

うになったのかを示すことが重要である。 
 
 ◆日常生活シーンの中でデザイン商品に触れることの重要性 
○ 単に商品を展示するのではなく、それが開発された当時の「生活シーン」全体の中で位

置付けてみせる必要がある。 

○ 展示では、生活シーンをそのまま再現している。雑然とした生活感を出すように心がけ

ている。あたかも今しがたまでそこに人が居たかのような。ゴミ（ゴミ箱）も再現する。 
○ 展示に際しては、殆ど説明を加えていない。美術品ではなく、普通の日常生活にあった

ものなので、説明しなくても分かるものが多いことに加えて、来館者同士での説明やコ

ミュニケーションに期待している（親・祖父母から子供、友人同士など）。 
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（展示以外の機能） 
 ◆教育関連機能 
○ デザイン・ミュージアムの場合、展示と「教育プログラム」とを有機的に組み合わせて

いくことが重要である。実際に課題を与えてデザインしてみる機会を設けることが重要

である。 
○ 近年、どの美術館もワークショップをブームのように数多く実施しているが、目的がは

っきりしているワークショップ活動は多くないのでは、と考える。WS はあくまで、目

的を実現するための手段にすぎない。 
 ◆市場機能 
○ 「デザイン性の高い商品を販売する市場機能」が、そのままデザイン・ミュージアムな

のだと思う。MOMA ショップを見てみれば、その意味が分かると思う。このショップ

はミュージアム・ショップという位置付けだが、その実態は「デザイン性の高い生活雑

貨の店」である。 
 ◆復刻機能 
○ デザイン・ミュージアムの場合、「復刻」の仕組みを構築することが重要である。 
 
（デザイン・ミュージアムのマネジメント） 
 ◆ビジネス・モデルの明確化 
○ デザイン・ミュージアムは、どうすれば自立的に運営可能となるのか、その収益構造を

しっかりと検討することが重要である。 
○ 美術館の運営には、「経営」の視点が極めて重要である。そのため、本館では全ての来

場者に楽しんでもらうことを重視している。すなわち、素晴らしい美術作品を如何に楽

しく、分かりやすく、面白く知ってもらうのかを大事にしている。 
○ 館の経営においては、スタッフに対するトレーニングが重要である。 
○ デザイン・ミュージアムを考える際に重要なのは、活動を「固定しないこと」だと思う。

デザイン・ミュージアムという大枠だけを設定しておいて、その下で、その時々で多様

かつ柔軟な活動を行えるようにしておくことが重要だと思う。 
 
 ◆マネジメントの仕組み 
○ デザイン・ミュージアムの場合、「コンテンツ」のみならず、その「マネジメント・シ

ステム」（ミュージアムを成り立たせる仕組み）の開発が重要である（例：ストック、

展示等）。 
 
 ◆求められる人材 
○ デザイン・ミュージアムの場合、「プロデューサー」「キュレーター」「エデュケーター」
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の存在が重要である。 
○ 経験を基にすると、デザイン・ミュージアムに必要となるスタッフには、デザイン史を

理解する学芸員に加えて、それとは異なった資質の人材も求められるのだと考える。ラ

イフスタイル、生活史などの理解が重要である。また、知識よりも方法論が重要となる。

これらの方法論はしかし、まだ確立されていない。考現学、民俗学、社会学などの間に

ある分野である。「道具学」なども、視点としては近いのかもしれない。 
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２．１．５ 総括 

 
デザイン・ミュージアムに関連する国内外事例調査や国内関連者へのヒアリング調査

からは以下のような示唆が得られており、わが国のデザイン・ミュージアムの検討にあた

っても、これら要素に着目して検討することが重要と考える。 

 

 集客力ある立地を確保すること 

 アーカイブ機能をほぼ持たない運営も成り立ちうること 

 収蔵されること自体が誇りとされるようなミュージアムとしての権威をもつこと 

 「市場機能」を主要な機能としてもつこと 

 単なる商品の陳列ではなく、生活シーンを全体を再現して説明すること 

 実物に触れる（使用してみる）ことができること 

 身体を使って能動的に視ることで、脳の活性化を促すこと 

 デザインの系譜・背景・経緯・考え方などを分かりやすく説明すること 

 デザインを実際に「おこなってみる」体験機会を提供すること 

 データ整備（販売動向データや形状に関するデータや映像を含む）を充実させる

こと 

 「復刻品」の開発・販売のイニシアティブをとること 

 単なる展示ではなく、デザインの発信拠点として機能すること 
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２．２ 「工業デザイン商品」のリスト作成方法の検討 

 
 本節では、わが国に分散している「工業デザイン製品」のリスト作成に資する資料を作

成する。本調査では、わが国において、現時点で多様な拠点に多様なデザイン製品が分散

している現状に鑑み、リスト作成のベースになりうるような以下の主要リストを取り上げ

て、各々について、「概要」「入手可能情報」「アクセス・情報源」を整理する。 
 

図表 調査対象リスト 

・ 財団法人 日本産業デザイン振興会 「ライブラリー」 

・ 社団法人日本インダストリアルデザイナー協会「JIDA デザインミュージアムコレクション」 

・ 東京都国立近代美術館工芸館「独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム」 

・ 宇都宮美術館「宇都宮美術館収蔵作品総目録」 

・ 松戸市教育委員会「松戸市所蔵品ギャラリー」 

・ 北名古屋市「北名古屋市歴史民俗資料館」 

 
 
財団法人日本産業デザイン振興会 「ライブラリー」 

 
【概要】 

 財団法人日本産業デザイン振興会が主催する「グッドデザイン賞」の過去の受賞結果、

作品を、ウェブサイトにより確認・入手できる。 
 このウェブサイトでは、1995 年以降のグッドデザイン賞について、特別賞受賞対象の評

価や審査概評など、各年度の事業実績の内容を確認できるようになっている。また、検索

機能を持つ『グッドデザイン ファインダー』は、複数の条件設定機能の設定を通じて、約

3 万件以上にのぼる同賞受賞作品の概要情報を入手できるようになっている。 
 

図表 『グッドデザイン ファインダー』の検索条件 

受賞年度 
受賞番号 
受賞対象名／ブランドなど 
分類（商品分類）＊「分類」による検索は 2003 年度以降の受賞対象について有効 
特別賞 
受賞年度    
価格   
デザイナー名 
概要／デザイナーのコメント 
デザインモニターの声（コメントの書き込みがある受賞対象を検索） 
Amazon.co.jp（Amazon.co.jp で購入できる受賞対象を検索） 
企業名 
企業国籍 
企業所在地 
（資料）財団法人日本産業デザイン振興会 
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【入手可能情報】 

 『グッドデザイン・ファインダー』を通じて入手可能な情報は、以下の項目である。（例

として、2005 年のグッドデザイン金賞受賞作品より引用） 
 

図表 『グッドデザイン ファインダー』より入手可能な項目 

項目 記載内容 

受賞年度 2005 年度 

受賞番号 05A10039 

部門／分類 商品デザイン部門 / 医療機器・設備  

特別賞 大賞 

概要 糖尿病治療で使用するインスリン注射用針。世界一細い 33G（0.2mm）。従
来の 31G より 20％細い。注射針に求められる痛くない細い針のニーズと、
薬剤を注射するための一定の太さの確保という相反するスペックを技術
革新でクリア。＜世界初のダブルテーパー構造＞先端は細くし、徐々に太
くするテーパー構造。従来はパイプ状で外経も内径も一定の太さで、細く
すればするほど薬液を注入する抵抗が増し、注射しづらくなるため、細く
するのは限界があった。この限界を破り細くするため、【ハンズ・ポアズ
イユの法則】を応用、テーパー構造にすれば先端を細くしても注入抵抗を
抑えることができることを突き止めた。  

URL http://www.terumo.co.jp/press/2005/009.html 

価格 2,100 円／70 本入り 

販売・実施開始・実施時期 2005 年  7 月 

プロデューサー テルモ株式会社 生活医療グループ DM カンパニー 主任 久井良之 

ディレクター テルモ株式会社 生活医療グループ DM カンパニー 開発技術部 DM 開
発技術課 課長代理 大谷内哲也 

デザイナー テルモ株式会社 マーケティング室 デザインチーム 坪田潤、井尻朋応

公表資料問い合せ先 テルモ株式会社  広報室 URL: http://www.terumo.co.jp 

デザイナーのコメント 注射は誰もが嫌なこと。それを一日に数回もならなおさらである。現在糖
尿病でインスリン自己注射を行なっている患者さんは国内で 60 万人。イ
ンスリン注射を止めることはできなくても、その痛みを少しでも和らげて
あげたいとの思いで世界一細い針に挑戦し製品化に成功した。 

デザインのポイント 1. 痛みの少ない先端 0.20 ミリ（33 ゲージ）。  
2. 皮膚に刺しやすいダブルテーパー構造。  
3. 薬液注入抵抗の低いダブルテーパー構造。 

ユーザーの使いやすさや商品
の親切さの向上のためにデザ
インが特に取り組んだ事項 

1.患者さんに刺さる箇所は極力細くし、その分刺さらない部分を注入抵抗
が従来の太さのものと変わらないよう太さを調整 
2．針先のカットの工夫。針のカットを非対称とすることで穿刺時の痛み
を軽減した。  

デザインが技術・販売等に対
して行った提案  

ハンズ・ポアズイユの法則をはじめて医療機器に応用し、臨床で立証でき
たことでその他の針への応用が期待できる。 

ユーザーの使いやすさや商品
の親切さの向上のためにデザ
インが特に取り組んだ事項 

1．患者さんに刺さる箇所は極力細くし、その分刺さらない部分を注入抵
抗が従来の太さのものと変わらないよう太さを調整、2．針先のカットの
工夫。針のカットを非対称とすることで穿刺時の痛みを軽減した。 

デザインが技術・販売等に対
して行った提案 

ハンズ・ポアズイユの法則をはじめて医療機器に応用し、臨床で立証でき
たことでその他の針への応用が期待できる。 

評価ポイント（評価された項
目） 

1. 良いデザインであるか（グッドデザイン商品、建築・環境等に求めら
れる基本要素） 

2. 優れたデザインであるか（商品、建築・環境等の特に優れた点を明ら
かにするポイント） 

3. 未来を拓くデザインであるか（デザインが生活・産業・社会の未来に
向けて積極的に取り組んでいることを評価するポイント） 

（資料）財団法人日本産業デザイン振興会 
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 なお、上記項目に該当する情報は、全ての受賞商品において確認できるものではなく、

相対的には初期の受賞年度の商品ほど、掲載情報が少ない。 
  
【情報源】 

財団法人 日本産業デザイン振興会 「ライブラリー」 
http://www.g-mark.org/library/index.html 
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社団法人日本インダストリアルデザイナー協会「JIDA デザインミュージアムコレクション」 

 
【概要】 

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会（JIDA）の会員寄贈品を中心にしたコレ

クションを、同協会のウェブサイトにより確認・入手できる。収集開始は 1998 年であり、

対象はその時代に特に記録しておきたいデザイン性の高い商品や、注目度の高い商品とし

て下記基準により選定される『JIDA デザインミュージアムセレクション』の対象商品（約

600 商品）などである。 
 

JIDA デザインミュージアムセレクションの選定基準 

・ ｢生活からの発想とデザインの成熟」をテーマとし、下記の要件を複数含む製品を選択。ま
た、新製品に限らず、現在販売されていない製品も対象。 

 
■選定基準 
○将来のミュージアム企画・運営にふさわしい内容の製品  
○開発過程が提示できる製品      
○今までになかった生活を提案した製品     
○単に良さそうではなく、語れるバックボーンのある製品   
○初代であったり、その時代のマーケットをリードした製品  
○存在がその時代の社会の要求により生まれた製品   
○新技術による新しい生活への提案が感じられる製品   
○スタイリングへの新しい提案が感じられる製品   
■評価マトリクス 
・ 各セレクションの選択基準要素は、マトリックスにして表現されている。 
・ マトリックスの横軸は趣味性から実用性へと変化するその開発分野を。縦軸にはセレクションに重要

なデザイン上のポイントを表している。 
・ また、マトリックス上の  印は、対象商品のポジショニングで、選択要素が横軸と縦軸の各要素であ

ったことを示している。商品によっては、この  印が複数表示されているものもある。 
（資料）社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 
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【入手可能情報】 

『JIDA デザインミュージアムコレクション』を通じて入手可能な情報は、以下の項目で

ある。（例として、Selection Vol.8 より引用） 

 
図表 JIDA デザインミュージアムコレクション掲載内容 ―i（アイ）を例に― 

商品名 Product i （アイ） 
製造会社・出展協力・モックアップ寄贈 
Manufacture 

三菱自動車工業株式会社 
Mitsubishi Motors Corporation 

デザイナー 
Designer 

デザイン本部  
Design Office 

解説 
なんとも印象的な車と出会った。筋肉質でありながら愛らしく、それでいて未来的。軽自動車
の 近の傾向は、居住性能を重視したボックス的なスタイリング、また女性ユーザーを意識し
た茶目っ気たっぷりな内外装デザインが主流で、満足度は高いものの、ある意味マンネリ化を
感じていた。また、いわゆるスポーツカーといわれる魅力的な商品も存在するが、＜i＞はこれ
らどれにも属さない軽自動車の新しいジャンルを提案しているように思う。日本の自動車利用
実態（細い道、駐車場、近距離利用、単独乗車等）や環境問題を考慮すると軽自動車の存在は
大いに喜ぶべきことだが、これまではユーザーの意見に耳を傾け過ぎ『次代の市場を創造する』
というアグレッシブなデザイン手法が手薄だったのか、残念ながらこのクラスに乗り替えよう
と思わせるものは殆どない。このような意味で＜i＞は、なにか物足りない市場に華を持ち合わ
せデビューした感がある。単にレギュレーションによる区分けではなく、ユーザーの生活や満
足に対し充実感を味わうという豊さのステータスであり、等身大の欲求を満たす次代の新しい
ジャンルだ。この車の影響が今後の軽自動車デザインや商品企画にどれだけの影響を与えて行
くのか大いに楽しみなところだ。 

■評価マトリクス i（アイ）を例に 

 趣味性 
生活 

実用性 
生活 ビジネス 社会性 

初代 
コンセプト     

社会現象  
    

技術革新  
    

スタイリング  
    

（資料）社団法人日本インダストリアルデザイナー協会 
 
なお、JIDA デザインミュージアムの収蔵品には、『JIDA デザインミュージアムコレクシ

ョン』の他、会員寄贈品（約 200）、諸外国のデザイン・アワード受賞商品（約 650）につ

いても「製品アイテム」「型式・ペットネーム」「製造社」「発売年」「デザイナー」を整理

している。 

 

【情報源】 

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会「JIDA デザインミュージアムコレクション」 

http://jida-dm.syncline.jp/ 
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東京都国立近代美術館工芸館「独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム」 

 
【概要】 

独立行政法人国立美術館の４つの美術館が、概ね、2003 年 3 月末までに収蔵した所蔵作

品の総合目録を、ウェブサイトにより確認・入手できる。2007 年 3 月 6 日時点におけるデ

ザインに関連する収蔵点数については、東京国立近代美術館・工芸館では、グラフィック

デザイン 590 点、工業デザイン 145 点、国立国際美術館では、デザイン 568 点である。 
 

【入手可能情報】 

 『独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム』を通じて入手可能な情報は、

以下の項目である。（例として、凡例より引用） 
 
図表 『独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム』より入手可能な項目 

○作家名 
・作家名 生年 - 没年 
・作家名（英） 
○作品詳細 
・主分類 ： 二次分類 
・作品名  
・制作年  技法・支持体・形状・員数 寸法(cm)、署名、年記等の有無および位置 
初出展覧会名（会場 開催年） 

・収蔵年度 受け入れ先 収蔵経緯 所蔵品番号 
・所蔵館名 
（資料）独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム 

 
図表 『独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム』掲載例 

○作家名 
森正洋    1927 -  
MORI, Masahiro   

○作品詳細 
・デザイン ： 工業デザイン 
・G型しょうゆさし 
・昭和 33 年   磁器・12   L: h9.0 w9.5 d6.8 (2 客) ; S: h7.2 w7.7 d5.6  
・平成 15 年度   作者   寄贈   Id0102  
・東京国立近代美術館 
Design ： Industrial Design  
G-type soysauce bottle 
1958   porcelain   L: h9.0 w9.5 d6.8 (2 pieces) ; S: h7.2 w7.7 d5.6  
Gift of the artist   2003   Id0102  
The National Museum of Modern Art, Tokyo 

（資料）独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム 

 
【情報源】 

独立行政法人国立美術館 所蔵作品総合目録検索システム 
http://search.artmuseums.go.jp/ 
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宇都宮美術館「宇都宮美術館収蔵作品総目録」 

 
【概要】 

平成 9 年 3 月に開館して以来、平成 17 年 3 月の時点で約 3,200 点のコレクションを収集

しており、それらの目録がある。なお、収集されているコレクションのうちの 3 分の 2 を

デザイン（グラフィック、プロダクト）の領域が占めている。なお、総合目録として公表

されているのは、2001 年 3 月に発行された『宇都宮美術館収蔵作品総目録』で、当該目録

には、約 2,200 の作品（グラフィック 2,200 点、プロダクト 275 点）が掲載されている。 
 
【入手可能情報】 

 『宇都宮美術館収蔵作品総目録』を通じて入手可能な情報は、以下の項目である。 
 

図表 『宇都宮美術館収蔵作品総目録』掲載例 

1 目録番号 
2 作家名 
3 生没年 
4 作品名 
5 製作年 
6 技法、材質 
7 各部門の特記事項 
（グラフィック：印刷所及びクライアント） 
（プロダクト： 製作） 
8 寸法 
9 収蔵年度及び収蔵の経緯 
10 作家名 
11 作品名（日本語名） 
12 作品名（英語） 
13 製作年（西暦） 
14 技法、材質（西暦） 
15 各部門の特記事項（日本語以外） 
16 収蔵年度及び収蔵の経緯（英語） 

（資料）宇都宮美術館収蔵作品総目録 

 
 
【情報源】 

宇都宮美術館『収蔵作品』 
http://u-moa.jp/jp/collection/index.html 
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松戸市教育委員会「松戸市所蔵品ギャラリー」 

 
【概要】 

地域の美術史をテーマとし、これまでに地域出身・在住作家や地域に所在した学校など

について調査及び展覧会を実施し、この過程で収集した作品の概要の一部がウェブサイト

により確認・入手できる。同ギャラリーには、日本画、油彩画、彫刻、インテリア、陶磁

器などおよそ 600 点余の作品が収蔵されているが、ウェブサイトにはその一部が紹介され

ている。 
 
 
【入手可能情報】 

 『松戸市所蔵品ギャラリー』に紹介されている作品情報は、以下の項目である。 

 
図表 『松戸市所蔵品ギャラリー』掲載例 

＜掲載項目＞ 

・ 作者、作品名、製作年 

・ 素材 

・ 寸法 

・ 紹介文 

＜掲載例＞ 

・ 森谷延雄「円形花台」1925 年 
・ 木 
・ 径 31.1×高 75.0 センチメートル 
・ 森谷は京都大学楽友会館（森田慶一設計）の内装全体をデザインし、これはこのとき制作した

家 具のひとつです。1920－21 年の留学期に受けた表現主義の影響が色濃い作品で、生命
感をみなぎらせるような曲面がひときわ強い印象を与えます。 

（資料）松戸市教育委員会 

 
【情報源】 

松戸市「松戸市所蔵品より」 

http://www.city.matsudo.chiba.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&Cc=7d
4405111531190 
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北名古屋市「北名古屋市歴史民俗資料館」 

 
【概要】 

同館は、師勝町歴史民俗資料館として平成 2 年に開館し、平成 5 年より昭和時代をテー

マとした展示会を開催し、以降、資料の収集･保存（リスト作成）に取組んできた。なお、

平成 9 年、同館は、「日常が博物館入りする時」と題した特別展で館全体を昭和 30 年代の

資料で構成し、「昭和日常博物館」と呼称されるようになっている。 

 
【入手可能情報】 

 北名古屋市歴史民俗資料館が収集・保存する所蔵品について、ウェブサイトを通じて確

認できるのは、「昭和モノ辞典」及び「資料紹介」である。 
 
■昭和モノ辞典 

 ジャンルごとにものが整理されており、もの単位で写真、エッセイが掲載・整理されて

いる。 
 

図表 昭和モノ辞典一覧 
ジャンル もの 

暮らしの道具 ねじしめ錠、ラーメンどんぶり、くじらのひげ、糸巻き、バリカン、廃物利用五

百種、ジュラルミン、防虫剤の袋、カーテンの留め金具 
有線放送、アルミ洗濯バサミ、 いずみ、買い物かご、 薬箱 、しんし、洗濯板、

黒電話、ハエたたき、ひのし、噴霧器、まな板 、手洗い器 、箱ずし、真空管 、
乾電池 、応接間 、8 ミリフィルム、歯磨き、ペナント 

暑い夏の思い出  
  

アイスキャンデー、アイスクリーム保冷箱、海水パンツ、かき氷機、蚊帳、海辺

のお土産  
寒い冬の支度  かぜ薬、あんか、湯たんぽ、クリスマスの包装紙 
子育て  
  

歩行器、赤ちゃん用蚊帳（かや）、乳母車、 おまる、 カタカタ、乳幼児用はか

り、木馬 
木造校舎の思い出  
  

裁縫箱、運動足袋、学生服、給食献立表、水筒、 石盤と石筆、 脱脂粉乳、 ラ
ンドセル、 バリカン、 ブルマー 

遊び・思い出の品  巻き玉鉄砲、面子、王冠 、おまけ 、紙風船 、シャボン玉の道具 、スケーター、

セミカチ、セルロイド 、ソノシート、ちゃんばら、 釣り具、ブリキの自動車、

水遊び・行水、野球盤、野球用具、虫かご、空き箱 
街のキオク  
   

赤電話 木製の縁台、牛乳配達の自転車、 自転車の鑑札、スクーター 、電信棒

と街路灯スイッチ 、ほうろう看板、籾殻と卵  
レジスター 、たばこケース 、たばこの値段 、前掛け 

はじめての電化製品 キッチン、電気釜の内釜、ヒューズ 、タイマー 、コンバーター、 掃除機、 テ
レビ、チャンネル、 電気炊飯器、 電気洗濯機  
ゆで卵器 

おやつ ラムネと栓抜き、牛乳瓶のふた ドロップ 、粉末ジュース 、即席カレー 、冷菓

（資料）北名古屋市歴史民俗資料館 
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■「資料紹介」 
・ 展示品を暮らしに関する以下の 18 テーマに分類、提示したもの。 
 

図表 「資料紹介」の整理項目 

・ おはよう、 思い出の我が家、 木造校舎の思い出、なつかしい学用品、なつかしい玩具、

かま炊きご飯の思い出、掃除･洗濯の思い出、子育ての思い出、酒・たばこの思い出、 お
しゃれ、あこがれの電化製品、まちの風景、駄菓子屋さんの思い出、なつかしい理髪店、 
夏のくらし、冬の支度、戦時下のくらし、暮らしの小片 

（資料）北名古屋市歴史民俗資料館 
    
【情報源】 

北名古屋市歴史民俗資料館「資料紹介」昭和モノ辞典」 

http://www.city.kitanagoya.lg.jp/tanoshimu/minzoku/index.shtml 
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２．３ デザイン・ミュージアムに関する企画（素案）の作成 

 
 上記のような調査を踏まえ、また専門家委員会における数次の協議を踏まえて、わが国

のデザイン・ミュージアムの在り方について、以下のような素案を作成した。 
 
 
【基本的な考え方】 
○ 本検討は、経済産業省製造産業局「戦略的デザイン活用研究会報告書 デザインはブラ

ンドかつ立への近道」（平成 15 年 6 月 10 日）における「40 の提言」の内の、提言＜39
＞を基にした検討であるが、「40 の提言」及びその後の検討を踏まえたわが国のデザイ

ン政策を全体的に実現する手段の一つとして位置付けるのが適切ではないか。 
○ 「デザイン」された商品は芸術作品ではなく、市場機能を介して「産業界（ビジネス）」

と「ユーザー（社会）」とで共有される価値であることを踏まえて、本調査にて検討す

る「デザイン・ミュージアム」も、芸術作品の展示場所よりも、市場機能に近い場所に

位置付けることが適切と考えられる。 
○ デザインは、「臨床知」（実践の価値）であるので、「理論のみではなく実践を」「イメー

ジ・データのみではなく実物を」、それぞれ重視することが適切と考えられる。 
○ デザイン・ミュージアムは、その視座として、「現在」をその基点として、そこから「将

来」を展望し、またそれを可能とするための貴重な資源として「過去」を振り返る、と

のスタンスに立つことが適切と考える。 
 
 
【定義など】 
○ 「デザイン」「ミュージアム」という用語が、いずれも「狭く」捉えられがちであるこ

とに留意して、検討を行うことが適切と考えられる。 
 「デザイン」を、「価値（コンセプト）の本質を具体化（可視化）すること」と位

置付ける。 
 「ミュージアム」を、いわゆる「博物館」機能（収蔵・展示・教育など）として

厳格に捉えるのではなく、わが国の（主に）戦後の「デザイン性の高い商品」を

活かして、目的実現のために多様な機能を果たす主体として広く捉える。（その意

味では結果的に、博物館法にて想定する博物館とは多少異なる機能を果たす主体

としてイメージされるかも知れない。）7 
 

                                                  
7 博物館法については、本章の末尾にある参考資料を参照。 
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【デザイン・ミュージアムの目的】 
○ わが国のデザイン・ミュージアムの基本的な目的は、わが国デザインの価値を構築し発

信するデザイン・ミュージアムの活動により、「生活者などユーザーの生活の質の向上」、

及びそれを通じた「デザイン産業を含めたわが国産業界（機械工業界）の振興（企業の

収益向上）」として位置付けられる。 
 
 
【デザイン・ミュージアムが必要となる「今の課題」】 
○ わが国の現状において、「デザイン・ミュージアム」が必要となるような背景として、「生

活者」「企業」「デザイナー」およびこれらの相互関係にて、に関する以下のような諸課

題があると考える。 
 

（デザイン商品） 

 わが国の戦後を語る代表的な「デザイン商品」の遺失危機 

 わが国の戦後を語る代表的なデザイン商品の開発・販売にかかるデータ・情報の

未整理かつ遺失危機 

（デザイン界） 

 デザイナーの更なる能力向上の必要性（特にマネジメント力、マーケティング力） 

 主要企業内部のデザイン力低下への懸念（団塊の世代の大量退職など） 

（産業界） 

 日本デザインの特質の未整理・未資源化（戦略的な位置付けができていない） 

 日本デザインの戦略的な発信拠点の未整備（日本人の感性が強い国際競争力をも

つようになっている中、感性を商品として体現するプロセスであるデザインにつ

いて、その資源化や発信が弱い。） 

（市場） 

 「デザイン市場」（企業と生活者がデザインを介して結びつく場）機能の未成熟さ 

 生活者の「デザイン力」の格差拡大及び特定分野（エコ、ユニバーサルなど）で

の更なる強化の必要性 

 デザインの分かりにくさ（本質や価値が理解されにくい） 

 デザイナー・企業の説明責任（なぜそのデザインなのか、説明されていない。安

全性・地球環境・ユニバーサルなどへの関心が高まる中、商品デザインの経緯や

プロセスがあまり説明されていない。） 

 
○ わが国の戦後を語る代表的な工業デザイン商品は、その製造・販売企業においても、ス

ペースコスト等の観点から体系だった保管がなされていないケースもある。古い商品で
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あっても生活者などのユーザーが個別に所有しているケースもあると考えられるが、そ

の情報は体系だって整備されているわけではなく、また当然のこととしてユーザーの一

存で廃棄処分されることもありうる。同様に、戦後の工業デザインを支えてきた人材が

産業界の第一線から退こうとしているタイミングであり、早期にその経験等を含めた情

報・データなどを収集・整理しておく必要性がある。またこのような団塊の世代の定年

退職により、主要企業における社内デザイン部門の再編の必要性などが懸念される。 
○ わが国デザイナーの「マネジメントを理解する能力」「マーケティング能力」の更なる

向上の必要性に関しては、近年のデザイン政策の中でも主要課題の一つとして位置付け

られている。 
○ 戦後の日本デザインの特質やその競争力の根源に関して、その情報・データ収集や整

理・分析がこれまで十分になされていない状況にある。またその結果として、そのよう

なデザインの特質や競争力を、戦略的に活用しうるような資源化もなされていない状況

にある。そのようなことも背景となり、市場において日本（日本人）の感性を活かした

商品展開が強い国際競争力をもつようになっている中、そのような感性を商品として体

現するプロセスであるデザインについて、その発信力が弱い状況である。この点に関し

て、既述の「日本デザインの遺伝子」展がタイにおいてもまたわが国デザイン界にとっ

ても大きな反響を呼んだことは非常に象徴的であり、このような体系的な整理とそれに

よる資源化が、極めて重要になっていることを示唆している。 
○ わが国においては、デザインに関する教育が学校教育の中で体系的には実施されておら

ず、その本質や価値が理解されにくい状況がある。そのような中、企業と生活者がデザ

インを介して結びつく場である「デザイン市場」は、昨今の生活者の関心の高まりを見

せて整備が進み始めたところである。その中で、特定製造・販売業者の販売拠点は特に

都市部にて想定しやすくなっているものの、日本デザインの先端商品を集中的に取り扱

うような市場はまだ整備されるに至っていない。また、上記のような生活者の関心の高

まりは、デザイン力のある生活者とかならずしもそうではない生活者の生活の質に格差

をもたらし始めているのではないかと考えられ、デザインの価値をできるだけ多くの生

活者が享受しうるような環境整備が求められている。併せて、例えばエコ・デザインの

分野など、生活者の関心や商品選別能力を一層高めていくことが社会的に望ましい分野

も誕生している。 
○ また、商品の安全性、地球環境の配慮、ユニバーサリティの確保などへの関心が高まる

中、なぜそのデザインなのかなど、商品デザインの経緯やプロセスが、企業・デザイナ

ーからユーザーに余り説明されていないとの状況がある。 
 
○ これらのような諸課題を踏まえると、以下のような機会の設定もしくは強化が必要とな

っていると考えられる。 
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 デザイン商品に関するデータ・情報整備 
 デザイン商品に関する説明・解説 
 デザイン商品の市場 
 デザイン価値の発信 
 デザインによる競争力強化 
 デザイン関連人材の育成 

 
 
【デザイン・ミュージアムに求められる機能】 
○ デザイン・ミュージアムは、わが国における上記のような課題を踏まえて、基本的には、

デザイン性の高い商品のアーカイビング等を活かした、デザイン市場に関する「3 機能」

と、それを支える「基盤調査研究」機能を果たす主体として想定することが適切ではな

いか。（下記の図表も参照） 
 

 「市場を高度化する」機能： 先進的なデザインの「実験市場」。その意味でラボ

的な機能である。どちらかと言えば、「未来」志向の機能である。 
 「市場そのもの」の機能： 市場の定着・拡大を狙った「デザイン市場」そのも

の。デザイン性の高い商品を集中的に取り扱うことにより、訴求力を発揮する。

そのことで、生活者の「デザイン力」向上にも寄与する機能である。どちらかと

言えば、「現在～近未来」志向の機能である。 
 「市場を補完する」機能： 主に生活者の「デザイン力」向上の機能として位置

付けられる（生活者のデザイン力を鍛え、デザイン力ある生活者を増やす）。ミュ

ージアムは、「Educator」「Translator」として機能する。デザインどちらかと言

えば、「過去～現在」志向の機能である。 
 

 「基盤調査研究」機能： デザイン・ミュージアムの 3 機能を支える基盤として

必要となる調査研究の機能である。時宜を得た対応が必要な調査研究であり、デ

ザイン・ミュージアムに関する準備段階から早期に着手することが求められる。 

 
○ なお、市場に関する 3 機能のそれぞれにおいて、「生活者」「企業」「デザイナー」の相

互作用があることを想定する。同時に、これら 3 機能が相互に密接不可分であることを

踏まえて、これら 3 機能間の相互作用も必要不可欠になると考える。 
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【デザイン・ミュージアムの各機能にて具体的に想定される「事業」】 
○ デザイン・ミュージアムの各機能では、具体的に以下のような事業を実施することが想

定しうる。 
 
（市場補完機能） 
○ いわゆる「ミュージアム」という言葉から想起されやすい事業は、この「市場補完機能」

として実施されるものが多いと考える。主として、「展示」「教育」などの事業である。

（なお、展示に関しては、この機能における他に「市場強化機能」としても実施される

ものがある。） 
図表 「市場補完機能」の事業（例） 

事業 細項目 概要 

日本デザインの系譜

を見せる 

・ 日本デザインの系譜を、実物を含めて分かりやすく解説して、日本

デザインの発展の経緯や、日本デザインがその時代に関係なく持

つ特色を理解する。 

生活シーンを見せる 
・ 単に商品単体で展示されるのではなく、実際の生活シーンとして

展示されることで、デザインの理解が全体的かつ現実的となる。 

経緯を見せる 

・ 個別の商品について、デザインの背景・経緯に関する情報を分か

りやすく展示することで、デザインの「必然性」についての理解が深

められるようになる（例：なぜ、このような素材やフォルムとなったの

か）。 

・ このようなプロセス情報と商品とを時系列等で整理することや競合

商品をシリーズで比較することで、「必然性」への理解は一層高ま

る。 

展示 

実物に触れる 

実物を使用する 

・ イメージではなく実物を直に見て、さわり、かつ実際に商品を使用

してみることで、デザインの理解が全体的かつ現実的となる。 

生活者 

・ ワークショップ：デザイン・プロセスのシミュレーションなど。利用者

が「デザイン行為」をシミュレーションできることで、デザインやデザ

イン商品に対する理解が一層深められる。 

・ デザイナーと語る：  

企業 
・ 企業の経営層、開発担当者、マーケティング担当者などに対する

教育プログラム。 

デザイナー 
・ 現役デザイナー（インハウス、フリーランス）に対するリカレント（高

度化）教育プログラム。 

教育 

エデュケーター（仮

称） 

・ デザインについて、分かりやすく解きほぐす機能を実践的に担う人

材の育成プログラム。 
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事業 細項目 概要 

学芸員 ・ 日本のデザイン史についての学芸員の育成プログラム。 

教材開発・販売 
・ 上記のような様々な主体に対するデザイン教育プログラムに用いら

れる教材の開発と一般販売。 

 
 
（市場そのものの機能） 
○ この機能として、日本のデザイン商品を集中的に販売するための事業を展開する。デザ

イン・ミュージアム自身での販売の他に、企業の出店も想定する。併せて、例えば、「ロ

ングライフ・デザイン・ショップ」「G マーク・ショップ」「エコデザイン・ショップ／

ユニバーサル・デザイン・ショップ」「復刻品ショップ」「文献・図録ショップ」なども

想定する。 
図表 「市場そのもの機能」の事業（例） 

事業 概要 

自主ショップ 
・ デザイン・ミュージアムとしてのショップ展開。市場に流通す

る日本の代表的なデザイン商品を販売するもの。 

ショップ集積 
（企業の出店） 

・ 企業がそのデザイン商品を販売するショップを出店するもの。

上記の自主ショップと合わせた市場の集積効果を期待するも

のである。 

ロングライフ・デザイ

ン・ショップ 

・ 市場投入後 20～30 年など一定期間を経ても依然として市場価

値を失っていない、ロングライフ・デザインの商品の販売する

もの。 

G マーク・ショップ 
・ 例えば G マークなどのデザイン関連表彰（アワード）を受賞し

た日本のデザイン商品の内、市場に流通するものを取り扱うも

の。 
エコデザイン・ショッ

プ、ユニバーサル・デ

ザイン・ショップ 

・ 社会的な重要性が高まっている「エコデザイン」「ユニバーサ

ル・デザイン」の商品の販売を集中的に取り扱うもの。 

復刻品ショップ 
・ 一旦は廃番となったものの、依然として市場価値を有するよう

な商品の復刻品や、商品としての機能は果たさないが外形デザ

インを復刻した商品を取り扱うもの。 
デザイン関連文献・図

録ショップ 
・ デザイン関連の諸文献に加えて、国内外美術館等でのデザイン

が関連する展示の図録等を販売するもの。 
 
（市場高度化機能） 
○ 「市場高度化機能」としては、デザイン・ミュージアムが自主的に実施する事業と、企
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業が参加して実施する事業との双方を想定しうる。これら双方の事業をデザイン・ミュ

ージアムにて集中的に取り扱うことで、日本の先進的デザインを発信する主体としての

認知を高めていくことが重要となる。 
 

図表 「市場高度化機能」の事業（例） 

主体 事業 概要 

企業の実験市場 
・ 個々の企業が自らのショップ（ブース）にて、新デザ

インに関するマーケティング実験を行うもの。 

次世代デザイン 
・ショーケース 

・ （モーターショーのコンセプト・カーのように）複数

企業がその次世代デザインのコンセプトを出展して、

新市場の形成に役立てるもの。 
・ 上記「実験市場」は個別企業毎の取り組みであるのに

対し、これは一定のテーマごとに複数企業の取り組み

を集積させるもの。また、「実験市場」は商品化の進ん

でいるものが主たる想定であるが、これは次世代のコ

ンセプトをその対象として想定する。 
新商品発表会 ・ 企業がその新商品発表の記者会見を開催するもの。 

企業 

先進デザイン・ショ

ップ 

・ 企業がその先進的なデザイン商品を発表・販売する拠

点として出店するもの。 
・ 「市場そのもの」機能におけるショップと類似・重複

する部分もあるが、あくまで「先進的」デザイン商品

を販売することを想定する。 

企業デザイン展 

・ デザインに関する先進的な取り組みを行う「特定の日

本企業」のデザインに関する展示会を企画して実施す

るもの。 
・ 大企業のみならず、デザインを戦略的に活用する中小

企業の取り組みなども、積極的に取り扱う。 
「先鋭日本デザイ

ン」企画展 
・ 日本デザインの先鋭性に焦点をあてた展示会を企画し

て、実施するもの。 

自主 

認定・表彰 
・ 日本企業のデザインに対する高度な取り組みを、デザ

イン・ミュージアムとして認定・表彰するもの。 
 
 
 
（基盤調査研究機能） 
○ 「基盤調査研究機能」は、デザイン・ミュージアムの 3 機能を支える基盤として必要と
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なる調査研究の機能である。いずれも時宜を得た対応が必要な調査研究であり、デザイ

ン・ミュージアムに関する準備段階から早期に着手することが求められる。 
 

図表 基盤調査研究機能の概要 

仮称 概要 

デザイン商品 
基礎データ整備 

・ 戦後の主要なデザイン商品に関する基礎的なデータを収集・整理す

る作業である（例えば、開発経緯・プロセス、検討されたデザイン

案、商品化後の市場動向など）。 
・ 文献調査に加えて、デザイナー等の開発関係者へのヒアリング調査

を実施する。 
・ これまでにこのようなデータ整備がなされていない一方で、高度成

長期～バブル期に活躍した関係者が定年退職・高齢化・他界しつつ

ある現在、急を要する作業である。 

デザイン商品 
所在データ整備 

・ 戦後の主要なデザイン商品に関して、その「実物」の所在に関する

データを収集・整理する作業である。 
・ 個々の商品ごとに、所有する機関・個人、保存状況、展示会等への

貸出し意向、などに関するデータを整備する。 
・ これまでにこのようなデータ整備がなされていない一方で、主要商

品であっても遺失する危機にあるため、急を要する作業である。 
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【デザイン・ミュージアムのロケーション（サイト）】 
○ デザイン・ミュージアムの目的・機能に照らすと、「集客力があること」「近隣施設との

相互作用を期待できること」が根本的な要素となることから、基本的には、大都市の中

でも特に商業施設等の集積があり、かつ、デザイン性の観点からも優れている地区を、

そのサイトの候補地として想定する。例えば、青山（東京）、銀座（東京）など。 
○ しかし、都心の一等地にサイトを持つことのコストを踏まえると、「廃校」の活用も現

実的な一つの選択肢として考えうるのではないか。ミュージアムにおける「デザイン商

品の収蔵」「多様な機能展開」を踏まえても、また「ハコ」型ではなくソフト重視の展

開が求められていることを踏まえても、廃校の活用は競争力ある選択肢となる。 
○ また、多様な機能を一気にまた一体的に整備することの難しさを踏まえると、「ネット

ワーク型」で整備することも視野に入れて検討することが有用である。その際には、ネ

ットワーク型のメリット・デメリットを、（一般論としての検討に加えて）具体的なサ

イトで具体的に検討することが重要である。（下記参照） 
○ なお、「デザイン力の向上」という課題は、大都市に限定されるものではなく、相対的

にはむしろ地方においてより深刻な課題であることを踏まえて、「ソフトの全国展開」

は必要不可欠、と位置付ける。 
 

図表 デザイン・ミュージアムのロケーション案 

事 項 メリット デメリット 

大都市 
○ 大消費地であり､多くのユー

ザーの来場、リピート来場を
見込める。 

○ 運営コストが相対的に高い。
○ 都市生活者は日常の環境の

中に留まることとなる。 

地方都市 

○ 運営コストが相対的に低い。
○ 都市生活者が非日常の環境

にて楽しむことができる。 
○ 地域のデザイン力を掘り起

こせる。 

○ 集客上の工夫を要する。 

 
図表 デザイン・ミュージアムのサイト案 

事 項 メリット デメリット 

サイト有り（1 箇所） 

◎ 「存在」を明確に示すことが
できる。 

◎ 恒常的な事業活動が可能で
ある。 

◎ サイトを設立・維持・運営す
る費用負担が発生する。 

◎ サイトに合わせた展示が求
められる。 

サイト有り 
（複数箇所：ネットワーク型） 

◎ ネットワーク型の展示が可
能となり、「存在」をより広
範に示すことが可能となる。

◎ サイトの制約を相対的に低
減させうる。 

◎ 複数サイトを設立・維持・運
営する負担（マネジメント、
経費等）が発生する。 

 

サイト無し（貸館等を利用） 

◎ ハードの設立・維持・運営に
係る費用負担がない。 

◎ 企画に合わせて展示場所を
柔軟に選択できる。（巡回展
も実施しやすい。） 

◎ 「存在」への認知が高まらな
い。 

◎ 「此処に行けば」が実現でき
ず、利用者の手間がかかる。
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【デザイン・ミュージアムの活動に求められる人材】 
○ 博物館（美術館）への配置が求められる学芸員（キュレーター）を、わが国のデザイン

界として育成していくことの必要性は、（現状で該当者が極めて限定されることを踏ま

えると）言を待たない一方で、デザイン・ミュージアムでは、それ以外にも、多様な機

能を実現するために必要な人材が必要となることが想定される。 
○ そのような人材の確保は、「市場補完」機能であっても、デザイン界を超えた視点で実

施することが求められる。また、デザインが産業界にて活用される価値であることを踏

まえると、産業界の意思決定者である企業経営者の参画は非常に重要となる。 
 

図表 デザイン・ミュージアムに求められる人材の例 

スタッフ 機能 要件 

経営者 組織の経営者 経営能力ある人材 
プロデューサー 事業展開の責任者 デザイン界と産業界（経営層）との

橋渡しが可能な人材 
ステアリング・ボード 主に事業展開面でのアド

バイザリー機能 
同上（デザイン界、産業界の双方か

ら人選） 
エデュケーター（仮称） 「市場補完機能」の事業展

開責任者 
ライフスタイル、生活史、デザイン

に通じ、かつ教育実務経験が豊富な

人材 
調査研究スタッフ 基盤調査研究機能の遂行

主体 
デザイン実務の経験が豊富な人材 
専任の必要性の有無は要検討 
学芸員資格保持者も必要 
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【デザイン・ミュージアムの経営】 
○ デザイン・ミュージアムの経営主体や行政の支援状況にも左右されるが、デザイン・ミ

ュージアムは、わが国デザイン市場の強化を目指すものであり、また永続性のある運営

が必要とされるため、基本的な経営方針としては、市場を活用して市場原則に基づいた

経営がなされることが望ましいと考える。またもし可能であれば、主要 3 機能のそれぞ

れの独立採算性が確保されることが望ましい。 
○ 可能性のある歳入源（ストック、フロー）は、機能によって大きく異なるが、大別する

と、「出資金（投資される資金）」「販売収益（商品販売、IPR ライセンス、業務受託な

どの対価）」「出展料・出店料・入場料・参加費」「寄付金」などが想定される。（下記の

図表を参照） 
○ またこれらの他に、行政機関からの補助金等も想定される。その中には、デザイン・ミ

ュージアムの「組織運営」に係るものと、個別の「事業展開」に係るものとが想定され

る。国・自治体を問わずに、厳しい財政状況や行政へのニーズ多様化などを踏まえ、補

助金等の見直しが実施されている折、行政機関の支援を過度に想定した計画はその実現

性が低いものとなることが懸念される。 
○ デザイン・ミュージアムの収益構造のシミュレーションを行う際には、その範囲をどこ

まで含めるかのシナリオによって、その手法や結果は大きく異なることが想定される。

サイトの検討がより具体化された段階で、その状況に応じた対応が必要となる。 
 

図表 採算性検討（シミュレーション）のシナリオ案 

シナリオ 概要 

事業体全体として 土地・建物を含めた採算性を検討 
ミュージアムとして 土地・建物は所与としてミュージアム機能のみの採算性を検討 

ネットワーク型として 
デザイン・ミュージアムをネットワーク型で整備すると想定し、

それぞれの拠点を上記観点でシナリオ化した上で、ミュージアム

としての採算性を検討 
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【デザイン・ミュージアムでのデザイン商品の収蔵（収蔵マネジメント）の考え方】 
○ デザイン・ミュージアムの機能を果たすためには、その手法等の工夫の必要性はあると

しても、何らかの形でデザイン商品の収蔵を行う必要がある。その際の検討課題は、「対

象商品（の選定）」「収集方法（の選択）」「収蔵主体（の特定）」「収蔵場所（の確保）」

である。 
○ まず「対象商品（の選定）」は、デザイン・ミュージアムが対象とするのが工業製品で

あることから、芸術作品を対象とする美術館よりも遥かに深刻な課題となる。例えば、

「G マーク」や他のデザイン表彰（自治体などによる実施）の受賞品に限定して（もし

くはそれらを中心として）対象とすることなどが考えられる。また、「選定委員会」な

どの機関を設置して、具体的な選定基準によって選定することも考えられる。その際、

対象商品が特定されたとしても、同一メーカーの統一機種であっても多様な種類の製品

が製造され、またモデルチェンジも頻繁に実施されることなどから、具体的にどれを対

象とするかが課題として残る。 
○ 次に「収集の方法（の選択）」としては、デザイン・ミュージアムがイニシアティブを

持って能動的に収集する方法と、企業・個人等からの寄贈などを待って受動的に収集す

る方法が考えられる。類似機関においては、そのどちらも実施事例が存在する。 
○ そして「収蔵主体（の特定）」「収蔵場所（の確保）」は、相互に関連している課題であ

る。前者はデザイン・ミュージアムが自ら商品を収蔵するのか、それとも他者に依頼・

委託して収蔵してもらうのか、という点である。また後者は、特定の場所に集中的に収

蔵するのか、複数拠点に分散して収蔵するのか、という点である。なおこれらの点に関

しては、例えば「収蔵スペースの提供」という形式にて企業・個人の協賛を受けること

なども想定できるのではないか。 
 

図表 デザイン・ミュージアムにおける収蔵の案 

事 項 メリット デメリット 

自らの収蔵品を持つ 

◎ コアを持つことで、説得力と深

みのある事業展開が可能とな

る。 
◎ 他館との展示品の貸借が相対的

に容易となる。 
◎ 展示品の貸借に要する費用を相

対的に低減できる。 
◎ 「教育」「復刻品」「図録」関連

の事業がより展開しやすい。 

◎ スペース・管理の費用が発生す

る。 
◎ （選択基準を余程明確にしない

と）恒常的なスペース確保が必

要となる。 
◎ 継続的かつ大量に誕生するデザ

イン商品全体への対応が相対的

にしにくい。 

自らは収蔵品を持たない 

◎ スペース・管理の費用が不要と

なる。 
◎ 企画に柔軟性を持たせやすい。

◎ 継続的かつ大量に誕生するデザ

イン商品全体への対応がしやす

い。 

◎ 「ミュージアム」としての認知

を高めにくい。 
◎ コアのない企画・販売事業の展

開となる。 
◎ （他館との）展示品の借用が相

対的に困難となる。 
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○ なお、このような検討と並行して、全国に点在する「デザイン商品リストの整備」は、

早急に着手することが望まれる。その際には、まず本調査研究にて作成したような「リ

ストのリスト」を基に、個々の商品ごとに、その所在を含めた関連データの整備を実施

することになる。その際、整備の対象となるのは以下のような主体が保有するデザイン

商品（もしくは関連データ）であろうと想定する。 
 

 企業（G マーク受賞企業等）、団体（デザイン振興機関、博物館・美術館、デザイ

ン教育機関）、個人（デザイナー、企業関係者）、個人（一般生活者） 

 
 
【デザイン・ミュージアムの名称】 
○ この企画素案では、「博物館（ミュージアム）」として一般的に想起されるよりも広い役

割を担う機関を想定しているため、今後の具体的な検討段階以降、どのような名称を用

いていくのかについては、工夫が必要と考える。適切な別の名称を用いていくか、もし

くはあえて「ミュージアム」という表現を用いて、その認識ギャップを利用していくか、

そのどちらも想定しうる。 
 
 
 

後に次頁以降で、このデザイン・ミュージアム企画素案の「イメージ」を、図表にて

整理している。 
 
 
 



 113

 
 
 
           デザイン性の高い商品のアーカイビング等も活かして 

「デザイン市場」に関する「3 機能」を果たす主体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「3 機能」を

同時(同場所)
に て 果 た す

こ と に よ る

相互作用 

企 業 

生活者 

（市場） 

 

市

場

取

引 

現在のデザイン市場 デザイン・ミュージアム 

「市場を高度化する」機能 （「未来」志向） 
 

◆ 先進的なデザインの「実験市場」（＝ラボ） 
◆ 新しい市場創造への試行錯誤の場、 

  「イノベーション」を仕掛ける場 

「市場そのもの」の機能 （「現在～近未来」志向） 
 

◆ 「デザイン市場」の定着･拡大（ミュージアム・ショップ） 

◆ デザイン性の高い商品の集中的な取扱いよる訴求力 

（生活者の「デザイン力」向上にも有益） 

「市場を補完する」機能 （「過去～現在」志向） 
 

◆ 生活者の「デザイン力」向上の場（鍛え、増やす場） 

◆ 「Educator」「Translator」「解剖学者」「解説者」「アド

バイザー」として機能 

課 題 
◇戦後を語る「デザイン商品・情報」の遺失危機 
◇デザイン市場の未成熟性 ◇説明責任の未確保 
◇生活者の「デザイン力」の更なる向上必要性 
◇日本デザインの資源化、戦略的発信の不足、等 

「基盤調査研究」機能 
◆ 市場関連 3 機能を支える「基盤」 

◆ デザイン商品に関する基礎デー

タ、所在データ等の整備 
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機 能 
３者の関係性 

<企業･デザイナー･消費者> 
伝統的な博物館機能（収集・

収蔵）の果たす役割 
必要となる人材 

歳入源（可能性として） 
＜ストック、フロー＞ 

市場高度化 

・企業：将来市場の開拓、先

進デザインの発信 
・デザイナー：将来価値創造、

人材再教育 
・消費者：実験、シミュレー

ションへの参加 

・｢過去～現在｣の蓄積の｢将来

価値｣への転換への活用 
・価値の「普遍性」の提示へ

の活用 

・プロデューサー 
・デザイナー 
・経営者 
・法律・経営の専門家 

・出店・出展料 
・使用料（賃貸料） 
・投資（出資） 
・協賛 
・企業からの委託金 
・IPR ライセンス料 

市場そのもの

・企業：価値の発信 
・デザイナー：価値創造 
・消費者：「うきうき生活」「こ

だわり納得生活」の実現 

・価値の「普遍性」の提示へ

の活用 
・「復刻品」への活用 
・（修復品・リサイクル品） 

・（デザイン力ある）バイヤー

・（デザイン力ある）マーケッ

ター 
 

・出店・出展料 
・使用料（賃貸料） 
・商品販売 
・投資（出資） 

市場補完 

・企業：商品の価値・位置付

けの整理、日本デザインの

整理 
・デザイナー：商品の価値・

位置付けの整理、日本デザ

インの整理 
・消費者：「デザイン力」（良

いデザイン）を見抜く力の

涵養 

・成功事例として、「展示」「ワ

ークショップ」などに駆使

 

・「Educator」「Translator」
「解剖学者」「解説者」「ア

ドバイザー」として機能し

うる人材 
・デザイン、デザイン史、生

活（ライフスタイル）、学習、

などへの理解 
 

・協賛金（企業・個人の寄付） 
・入場料 
・ワークショップ参加料 
・商品販売（デザイン商品、

ミュージアム・グッズ） 
・ツールキット販売 
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 （参考資料）博物館法の概要 
 
（「博物館法」の概要） 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は、社会教育法（昭和 24 年法律第 207 号）の精神に基き、博物館の設定及び運営

に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与

することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収

集し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その

教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関

する調査研究をすることを目的とする機関（社会教育法による公民館及び図書館法（昭和 25 年法律第

118 号）による図書館を除く。）のうち、地方公共団体、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条の

法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人（独立行政法人（独立行政法人通則法（平成 11 年法律

第 103 号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。第 29 条において同じ。）を除く。）が設

置するもので第２章の規定による登録を受けたものをいう。 

２ この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」

とは、民法第 34 条の法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。 

３ この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料をいう。 

 

（博物館の事業） 

第３条 博物館は、前条第１項に規定する目的を達成するため、おおむね左に掲げる事業を行う。 

1．実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、

保管し、及び展示すること。 

2．分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。 

3．一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験

室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。 

4．博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。 

5．博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。 

6．博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布

すること。 

7．博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。 

8．当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号）の適用を受ける

文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。 
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9．他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の

交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。 

10．学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援

助すること。 

 
（「博物館法」のその他の規定） 

○ 公立博物館、私立博物館の双方とも、教育委員会の登録を受けなければ、「博物館法上の博物館」には

該当しない。（第 10 条） 

○ 博物館には、専門的職員として学芸員を置く。（第 4 条 3） 

○ 登録要件：�博物館資料があること。�学芸員その他の職員を有すること。�建物及び土地があること。

�1 年を通じて 150 日以上開館すること。（第 12 条） 

○ 国または独立行政法人が設置する施設は、博物館に相当する施設として指定。（第 29 条） 
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