
18 高度化-12 

 

調査・研究報告書の要約 

 

書名 平成 18 年度デザイン・ミュージアム企画調査報告書 

実行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

株式会社 

発行年月 平成１９年３月 頁数 １１６頁 判型 Ａ４ 

 

〔目次〕 

 本 編 

 序 章 調査研究の概要 

  １．背景と目的 

  ２．調査研究体制 

 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 

  １．２ 工業デザインの影響分析 

 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 

２．２ 工業デザイン商品のリスト作成方法の検討 

２．３ デザイン・ミュージアムに関する企画（素案）の作成 

 

〔要約〕 

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最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。 

 

 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。 

多くの分析が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、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。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

一般的に難しいが、例えばある分析では、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。 

 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。 

 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、高度成長期、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。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。 

 今後のわが国機械工業の競争力強化のためにも、特に後者のような分析が蓄積されると

ともに、資源化されていくことが望まれる。 

 

  １．２ 工業デザインの影響分析 

戦後のわが国工業デザインは、機械工業及び生活者に対して、様々な影響を与えている。 

優れたデザインの商品が開発されると、その商品は新しい市場を拓き、またその市場の

中で優位な立場に立ちうると考えられる。またそのような市場には多くの類似商品も参入

してくるため、市場全体が拡大していくとの要素も存在する。例えば、70 年代末のウォー

クマン、近年のＡＱＵＯＳなどがそのような例と考えられる。 

デザイン性の高いデザイン商品はまた、機械工業におけるその後のデザインのあり方に

も影響を与えることとなり、それがまた工業製品の開発・販売動向に影響を与えることと

なる。そのような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（例えば、黄金比

など）。 

生活者（首都圏在住）に対するアンケート調査、グループインタビュー調査によると、

デザインに対する生活者の関心は高く、また「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」「使いやすさに優れているもの」を良いデザインと考えてい

ることが分かる。また、デザイン性の高い商品が身の回りにあることで、「嬉しい気持ち・

楽しい気持ちで生活できるようになる」「自らの趣味・趣向に合う生活がおくれるようにな

る」「質の高い生活がおくれるようになる」と考えている生活者が多い。 

そして、「デザイン性の高い商品は、商品の概念や生活の仕方を根本的に変えてしまう

要素を持っていること」も共通して多く聞かれた意見であった。さらには、多少高額にな

ってもデザインの価値を重視する生活者も多く、また気に入って手に入れたデザイン商品

はより長く大切に使う傾向も見られている。 

このように、生活者が自らの生活の質をささえる重要な要素としてデザインを認識して

いる様子がこれらの調査から窺える。 

 



 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 

昨今、国外の伝統的な美術館・博物館もデザイン商品をこれまで以上に重視する傾向

が見られるようになっており、そのような事例も参考としながら、わが国におけるあり方

を検討することが重要となる。 

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 

デザイン商品のデータ整備（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 

 

２．２ 工業デザイン商品のリスト作成方法の検討 

戦後の工業デザイン商品が全国の企業・団体・個人に分散していること、またこれら

商品の遺失の危機にそなえてデザイン関連団体がリスト化等のデータベース化を開始して

いること、さらには美術館等でこれら商品の（体系だった）収集も始まっていることを踏

まえると、現時点では、デザイン商品にかかるリストそのものを作成するというよりは、

「デザイン商品の収蔵機関」「デザイン商品のリスト作成・保有機関」のリストを作成して

おくことが適切と考える。本調査においては、主にデザイン関連団体の取り組み、及び美

術館等の取り組みを対象としたリスト化をおこなっている。 

 



２．３ デザイン・ミュージアムに関する企画（素案）の作成 

内外の事例分析、有識者ヒアリング調査及び専門家委員会における討議を踏まえて、わ

が国工業デザイン商品に関するデザイン・ミュージアムについて、以下のような企画（素

案）を作成した。 

 

【定義・基本的な考え方など】 

この企画素案では、「デザイン」「ミュージアム」という用語が、「狭く」捉えられがち

であることに留意して、検討を行う。まず「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。そして「ミュージアム」を、いわゆる「博物

館」機能（収蔵・展示・教育）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。 

またデザイン・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。 

 

【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」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。 

 

 これらを踏まえると、戦後のわが国工業デザインに関する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。 

データ・情報整備 

説明・解説 

市場 

価値の発信 

競争力強化 

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てデザイン市場に関する「3 機能」を

果たす主体として想定する。そしてさらにこれら 3機能を支える基盤として必要となる基

盤調査研究機能を加えた合計４機能を想定する。 

 

「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： 上記 3 機能を支える基盤として必要となる調査研究の

機能 

 

【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」】 

 

（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。 

展示： 「日本デザインの系譜を見せる」「生活シーンを見せる」「デザインの経

緯を見せる」「実物に触れ使用する」 

教育： 生活者、企業、デザイナー、エデュケーター（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）などの人材育成 

教材の作成・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。 

 

（市場高度化機能） 

「市場高度化機能」としては、企業が参加して実施する事業（実験市場、次世代デザイ

ン・ショーケース、新商品発表会、先進デザイン・ショップ）と、デザイン・ミュージア

ムが自主的に実施する事業（企業デザイン展、「先鋭日本デザイン」企画展、認定・表彰）

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。 

 

（基盤調査研究機能） 

「基盤調査研究機能」としては、デザイン商品の基礎データ整備、デザイン商品の所在

データ整備などの事業が想定される。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。 

 

【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）などである。 

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。 

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。 

 

【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想定される（プロデューサー、エデュケーター（仮称）など）。 

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。 

 

【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。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。 

 

【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。 

「対象商品（の選定）」については、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。 

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、そのどちらも実施されている実例が存在する。 

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。 

 

【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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://keirin.jp/ 
  

 


