
なぜ近年、ここまでデザイン思考が注目されているのでしょうか。そ
して、現場ではなかなか実行が難しいそのプロセスのポイントはどこに
あるのでしょうか。

そこで、デザイン思考という概念が持つ“本質”と、実践における“作
法”について、さらに今後の展望について、長年の研究と豊富な実務経
験をお持ちの京都工芸繊維大学大学院の櫛勝彦教授にお伺いしました。

※このインタビューは 2014 年 9 月に行われたものを再編集したものです。
http://www.ucilab.yrk.co.jp/
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1. そもそも「デザイン思考」とは？

人間本来のモノを考える
自然な姿なんだと思います

—「デザイン思考」※とは、そもそもどのようなものなのでしょうか。

櫛勝彦氏（以下略）：個人的な解釈でいうと、「デザインシンキング」
という言葉自体は、アメリカ、特に西海岸のスタンフォード大学を中心
としたベイエリアの運動から出ていると思います。いわゆる、大きな会
社の大きな工場というのを背景にしたきちんとしたやり方ではなく、もっ
とルーズに個人のクリエイティビティを活かしてやっていかないといけ
ないのではないか、というトレンドがありました。

僕らは制度の中で勉強していくので、決まり事をベースに物事を考え、
『こうあるべきだ』といったことを学ぶことが学習であり、それをきち
んとこなしていくことが社会人だ、という風潮があります。しかし、そ
ういったものだけだと物事の真理は見えてこないのではないか、正しい
発想ができないのではないかといった反省がありました。

西海岸というヒッピー文化が精神的背景にあったからこそ、制度や慣
習というフィルターのかかった考え方をいったん外し、フィルターを通
さないクリアな目で物事をよく見て、人からの伝聞ではなく直接見に行
くといった個人の活動や能力を最大限に活用しながら、考え方を共有し
発想していく方が良いのではないか、というところに行き着いたのでしょ
うね。

組織で物事を進めるというと、事務室があって偉い人がいて並んでい

※デザイン思考（design thinking）
イノベーションやマーケティングに、デザイナーが持つ考え方を取り入れようというコンセプト。こ
の時のデザインは、芸術やスタイリングと言った領域に留まらず、より広い意味での「人間中心で問
題を発見し具体的な解決策を創造していく一連のプロセス」を指す。iPod の一連のユーザー体験のプ
ロセスデザインなどが有名。米のデザインコンサルティングファーム「IDEO」やスタンフォード大学
の「d-school」が広めた。
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る、工場でいうとベルトコンベアが動いているというようなシステムが
イメージしやすいと思います。確かに、そういう効率やマスプロダクショ
ンといった流れが、アメリカの社会基盤を作ってきたのだけれど、もっ
と人間本来の創造性を発揮できるようなことが次の時代には必要だとい
うことで、スタンフォードの教育が支持されたのでしょう。

IDEO の創設者でスタンフォード大学教授のデヴィッド・ケリーさん
も昨年会った時に『今、ようやく社会的にもいろんな文化の中で注目さ
れてきているけど、僕らがやっていることは 30 年前と全然変わってな
い』とおっしゃっていました。だから、デザイン思考は流行りのように
見えるけど、実は延々と続いているものだし、人間本来のものを考える
自然な姿なんだと思います。

デザイン思考というとなんだか特別な思考方法のように見えますが、
物をよく見て、知って、よく考えて、表現していくという、きわめてシ
ンプルな構造です。しかし制度や教育、社会的な経験のなかで自分を束
縛していってしまう。企業にいるといろんな経験を持った専門家がいて、
それぞれ専門家としての意見があるわけですけど、そういうステレオタ
イプのようなものからどう切り離して、新たにいろんな視点で物事を見
ていくかというのが、デザイン思考の中心になるのではないでしょうか。

—「デザイン」という言葉の定義するものは、日本ではだいぶ受け取ら
れ方が違うと思うのですが、いわゆる、スタイリング的なデザインでは
ないデザイン思考におけるデザインというのはどのようなものなのです
か。

いわゆるインダストリアルデザイン、従来のデザイナーといわれてい
る人たちの D（デザイン）と、デザイン思考における d は、層というか
レイヤーが違う感じが確かにあります。ただ、レーモンド・ローウィみ
たいなインダストリアルデザインという言葉自体を作ったアメリカの第
一世代の優秀なデザイナーたちは、極めて商業主義的なデザインをした

ように評価されていますが、実は極めて戦略的で、たとえば『駅のゴミ
箱を作ってください』という依頼があったときに、ポンと作れば良いの
だけど、相当観察しているんです。そんなことは多分、鉄道会社の人は
依頼していないんだけど、優秀なデザイナーというのは必ずそういうこ
とを自分のプロセスの中に取り込んでいるわけですね。

ただ、デザインの教科書ではかなり漏れてしまう。芸術的な、思想的
な部分と表現的な部分については記述されていますが、実際にニーズを
拾い上げてカタチに昇華させていく部分はあまり教育の中でも出てこな
い。今は違いますけどね。デザイン思考には、いろんなプロセスが含ま
れてきますが、形に落とす前のいわゆるプレデザインといったところ自
体も、デザイン思考のデザインとして捉えないといけないし、その部分
がすごく重要ですよね。だからデザイン思考のデザインは、スタイリン
グ的なものも包含しているもっと大きなものだと思います。

プレデザインの部分は実は誰が専門性を持とうが良いわけで、エンジ
ニアリングだとかマーケティングだとかデザイナーだとかが一緒に作業
できる、シェアできる部分です。そこが今はプロセス化できない、逆に
言うと誰も自分の責任においてできない部分があるので宙ぶらりんに
なっている、というのが課題ですね。
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— 先生が「デザイン思考」に出会った経緯は？

我々が何かプロジェクトを行う場合、「問題が何か」を見つけないとい
けないのでフィールドに出ますよね。それは自然なことなんです。だけ
ど、会社に入ると分業体制の中でなかなかできにくくなっていく。良い
デザインをしようしたときにはすごく必要なのに、そこに予算が割かれ
ていない。

実際、何かデザインを依頼されたときには物を見に行ったりお客さん
の話を聞きに行ったり、プライベートにするわけですが、なかなか組織
として認めてもらえない活動なわけです。そこに誰もがちょっとした矛
盾を感じているわけで、僕が企業でデザイナーをしていた当時、たまた
ま一緒に仕事をした IDTwo（現 IDEO）が、プロジェクトの費用の中に
ちゃんとそういったニーズ調査だとか、フィールドワークを入れていた
んです。やっぱり、そういうことはきちんとデザインプロセスの中に取
り込んでいかないといけないんだと改めて気付かされました。

IDEO のスタッフの多くがスタンフォードで教育を受けており、私自
身、会社が派遣してくれたので 2 年間勉強をしに行きました。特に何か
すごく新しいことを学んだというわけではないけれど、『見る』ことや『考
える』ことへの時間の投資や、考え方自体にびっくりしたのは確かです。

調査方法もスキルとして提供されていたわけではなく、『あそこの病院
に行って、8 時間いなさい』というような指示で見に行き、『見てきたも
のをレポーティングしなさい。そこから、そこでの問題を解決する何か
を作りなさい』というような流れがしっかりフィールドワークにセット
されていました。教育側も受け入れる病院側も、かなり準備が大変だと
思いますけどね。当時はデザインシンキングという言葉はありませんで
したが、『なるほど、こういった包括的に見る、想像して表現していくと
いう流れを、包括的にパッキングして教えようとしているんだなぁ』と

いうことが分かりました。

また、当時の同窓はアーティスティックなデザイン系の学生もいれば、
いわゆるエンジニアリング系の学生もいるし、ビジネス系の学生もいる
というような感じで、そういった学生たちが一緒にディスカッションし
たり、観察したり物事を考えたりするのは、非常にダイナミックな体験
でした。
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ユーザーを知る自前の " センサー "
が必要になってきているのだと思います

—最近、企業のデザイナーの方や開発担当の方から、『部署を越えて一
緒にプロジェクトをしないといけないと思う』という話をよく聞きま
す。いろんな会社で組織内の専門家を交えて何かを生み出すという動き
が起きていると思うのですが、特に最近、日本においてそういう動きが
注目をされているのはなぜでしょうか。

僕も素材メーカーの人と一緒に産学連携プロジェクトをやったりする
のですが、素材を作っているのであって最終製品ではないので、『デザイ
ナーはいらないよね』とか『マーケッターはいらないよね』ということ
になりがちです。でも、結局何を目的に素材を作るのかとなると、これ
までは、製造メーカーから聞いた話で開発をしていくのでも良かったけ
れど、『どうも製造メーカーの話だけを聞いていてもダメだ』というふう
になってきていて、逆に『製造メーカーをリードした素材開発をしない

2.デザイン思考が近年の日本で注目されている背景

といけない』というふうになってきています。
そういったときに、『自分たちで“センサー”を身につけていかないと

いけない』とか、『僕らの素材はこんなふうに扱える、こう活用できると
いう提案力がないといけない』みたいな動きが出てきています。ずっと
同じことをしていてもダメで、実際の使用場面を意識しながら考えたり、
研究の方向性を決める必要性があるのではないか、という意識に変わっ
てきているように思いますね。

もともと電気業界や自動車メーカーは、ユーザーと近いところで開発
されてきたとは思いますが、意外と競合他社の動きに対する対抗として
の製品開発みたいなものも多かったわけです。これは非常に反省をしな
いといけないのですが、最終製品を作っている会社のデザイナーがユー
ザーを知らないということが多かったんです。私もインハウスでデザイ
ナーをしていた時は、かなり個人的な努力をしないと実際のユーザーに
たどりつけませんでした。そういう意味では、これまでのモノを作れば
売れた時代から成熟した経済状況になってきたときに、おそらく自前の
センサーといったものがいろんなレベルの会社において必要になってき
ているのではないかと思います。
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—最近、相談される内容や協力を依頼してくる業種に変化はありました
か？

最終的なインタフェースだとか UI を含めた限られた範囲のデザインを
依頼されることはもともとありましたが、一緒に仕事をさせていただく
と『仕事の範囲ってもっと広いものだったんだな』と気付いていただく
ことがあります。それを繰り返していくと、『フィールドワークからニー
ズを掴むところからやってもらいたい』というふうに変化する動きも出
てきているように思います。

今はだいぶ増えてきていると思いますけど、UI 自体も専門家を社内に
抱えている会社は少なかったですからね。そういうところは大学に期待
されていた部分があったんでしょうけど。でも、実際の UI はアイコンと
か画面レイアウトだけの問題じゃないし、ボタンの操作性だけの問題じゃ
ない。その背景にあるのは、やっぱりユーザーのニーズの問題というこ
とを訴えてきた、というのはあります。

—アメリカと注目される時期がズレているのはなぜなのでしょうか。

アメリカは製造業がダメになったのがだいぶ早かったので、いわゆる
サービスやソフトウェアのほうに、産業が収益化できる部分の中心がず
れていきましたよね。そうなると結局、『どういうふうに使い勝手が良い
か』とか、『どういう経験価値が必要なのか』みたいな議論が自然に出て
きます。だから、アメリカの方が先行しているでしょうね。

日本の製造業はアメリカに比べると、まだモノ作りといったところで
がんばれたというのもあるので、社会に対するユーザーの意識の変化だっ
たりニーズの変化みたいなものにそんなに敏感になれていなかったのか
もしれないですね。それと、いわゆるネットワーク上でのサービスは、
発祥地であるアメリカが非常に強いし、いろんなアイデアが出てきます。

また、大きな工場を動かさなくてもビジネスが始まるというのは、ア

メリカの個人主義の力や、起業精神などと相まって大きくなっていった
んだと思います。でも日本のように製造業が強いと、どうしても基本的
には会社がないと物事が進まないことが前提になってしまいます。そう
するとなかなかクリエイティビティは育っていかなかった、といったと
ころがあるのではないでしょうか。

—90 年代に IDEO が日本であまりうまくいかなかったのは
なぜだと思いますか。

それは日本の企業が IDEO に対して、いわゆる狭い意味でのデザイン
会社のパフォーマンスを求めていたからだと思います。IDEO が提案す
る内容は、会社をひっくり返すようなことをやらないといけないんです
よ。いろんな部門をくっつけないといけなかったりだとか。そういうの
は（当時は）できなかったんだと思います。一事業部の仕事としてやっ
てもらいたいんだ、という時に、IDEO が提案するものはヒットしない
ですよね。今はどの企業も『それじゃあ駄目なんだ』と自分たちで気付
いているけれど、90 年代に IDEO がやっていたことに対して、きちんと
対応できる日本の会社はそんなになかったのかもしれないなぁと思いま
す。

—そういう意味では、近年は良くも悪くも受け入れられる状況が整って
きているし、核になる部分に対する理解もある程度進んでいるというこ
とですよね。

意識は高まってきていると思いますが、まだ経験が足りないと思いま
すよね。やってみるとけっこう面倒じゃないですか。組織をまたがるよ
うなメンバーを集めるだとか、フィールドワークに行くためのネゴシエー
ションだとか。外部の専門家に任せたら楽だな、となりますよね。自分
たちの組織が蓄えてきた知恵がなかなか役立たないというところで、今
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は停滞気味というか、ちょっと手詰まりみたいなところはあると思いま
す。だから、どうしても僕らみたいな第三者が手伝うということは必要
にはなると思いますけど。

—確かに実際やってみるとなると難しいところはありますよね。予算はど
うしたらいいかとか、出張申請はどこに出せばいいのかとか…。現場はそ
んなに後ろ向きじゃないんですけど、制度的にいろいろと難しいところは
ありますよね。

そうなんですよ。そういう中間領域の話になってきますよね。日本の
会社は、予算の考え方が非常にリジット（厳格）なものなので。アメリ
カは、だいぶ成果の見えにくいフィールドワークのようなものにも予算
を取っていると思いますけどね。
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プロジェクトやユーザーに
どれだけコミット出来るかが重要

—「デザイン思考」におけるプロセスを成功させるポイントは何でしょう
か。

上位概念としては、「コミットメント」だと思います。プロジェクトに
対して相当熱が入ってて、没頭できる状況の人は昔からやっていること
なんですけどね。まず、プロジェクトにコミットできるかということと、
自分のターゲットユーザーにコミットしているかということ。コミットし
ようとすると、やっぱり接触して生活を見たり、話を聞いたり、そういう
ことがすごく大事になります。手持ちの情報やスキルで何かしようとする
のがいけないという感じですね。

3.デザイン思考の"作法"について

—ユーザーをいかにフラットに理解するかということが大事だというこ
とですね。商品開発の美談では、自分が欲しいものを作ったらヒットし
たというものがよくありますが。

たまたま自分とユーザーが近ければ良いですよ。趣味性の高いゲーム
機やスポーツカーだとか。ある意味、自分が趣味でやっているようなこ
とは強みになりますよね。最初は好きじゃなかったものに対しても、そ
れくらいのめり込んでいったときには、プロジェクトにコミットできる
良い状況になっていると言えると思います。

でも、大事なのは組織的にそういうことができるかどうかですね。た
とえばハーレー・ダビッドソンは一時期本当に死にそうになったけど復
活しましたよね。ユーザーグループを上手く組織化して、会社とのうま
い関係を創りだしました。そういうユーザーにコミットする仕組みみた
いなものを継続的に持っていくというのも大事だと思いますね。趣味性
の高いものだからできたという部分ももちろんあるとは思いますが。

ユーザーを大切にし、ユーザーと成長していく感覚や、生の声を聞け
る状況を常に作っていることが重要だと思います。ユーザーが見えれば、
デザイナーやエンジニアも、その人たちを裏切ることはたぶんやらない
でしょうから。

—ユーザーの声を聞くことで共通の目標を持ち、部署を越えて交わって
いきたいという欲求はあっても、それがうまくいく会社とそうでない会
社があるのはなぜでしょうか。

会社の中のいろんな人が共有できるメディアが必要だと思います。媒
介するメディアがないと、価値観など見つけたことを共有できません。
そういう意味では映像は、勉強があまり必要なく、見た人がわりと似た
ような意味を見出すという利点があると思います。僕らがやっているよ
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うなビデオを使ったやり方は、コミュニケーションをする上であまり齟
齬がないメディアです。ビデオ素材は編集の工夫が必要だというのはあ
りますが、ディスカッションをする上で共有できる中心的なメディアか
なと思います。

あと、皆さんよく使うのがポストイットで、キーワードを貼り出すや
り方ですよね。多様な人が入ってきたときには、そういうツール群が必
要になるのではないでしょうか。

また、どうレビューするかというのがすごく大事です。何となく雰囲
気的に共有できた場合でも、もう一度図式化したり整理する必要はある
でしょうね。そこでは、少しファシリテーターであったり、まとめ役の
経験が必要かもしれないですね。

—レイヤーを整理するといったことですよね。そういう意味で、先生の
手法の一つである「カードファミリー」※が大事だと思うのですが…。あ
れは理論的にはどういうものなのですか。

説明的になりますが、いわゆる二次解釈でしょうか。
一次解釈は、みんなで『こんなことがあったね』『こんなふうに分類さ

れるね』というようなことをして、いろんな人の意識レベルにあがって
いることを一応整理するというレベルで、実はそこには「本当のニーズ」
はおそらくありません。
『そういうことがあるんだね』ということが共有できるので必要なので

すが、その上でやっぱり、そのもう一回深く考えてみることが大事です。
『一度整理したけど、どうもこのカテゴリーではおさまらない本当のニー
ズがあるんじゃないか』ということを一人一人が考えてみる。それがカー
ドファミリーのフェーズなんです。

※カードファミリー（法）
分析工程における潜在ニーズやテーマを抽出する手法のひとつ。観察とインタビューから得た気づき
をまとめたマップから、そのまとめ方を超えるカタチで、さらに深い新しいキーワードを抽出していく。

だから、そこでは洞察力だとか慣れだとか、人の見つけてきたものに
対する理解力があるかだとか、それを使って仮説を組み立てる能力があ
るか、といったことが必要になってきます。慣れた人たちがやると、最
初の一次解釈のマップに大きな問題がいくつも含まれていたりして二次
解釈が必要なかったりしますが、多様な人が行う上では、一つ一つステッ
プを踏んだほうが良いと思います。

—プレデザインのプロセスでテーマがいくつか出てきた場合、絞ってい
くのが大事なのでしょうか。全部叶えるようなものを作ろうとすると総
花的になってしまう気がするのですが。

ええ、でも複数のテーマを包括できるキーワードが出てくる可能性は
大いにあります。だけど、そこに行くためには 2 つのアプローチが必要
だとか 3 つのアプローチが必要だとか。テーマを包括してひとつのコン
セプトとして成り立つんだけど、それぞれのデザイン要素というか、ソ
リューションはアプローチがいくつかないといけないといったことが出
てきたりとか。そういう構造化がきちんとできるということが、実際の
設計をする前に必要になってきますよね。
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—包括のさじ加減の程度が難しいですよね。偏っては良いものは生まれ
ないですから。

でもやっぱりゴールとしては、包括的なものがユニークだっていうこ
とが一番すごいんですよ。だから、そこを目指さないといけないなと思っ
てますけどね。複雑で難しいプロジェクトの場合は、「いくつかのテーマ
が出ました」というレベルでおちる場合もあるけれど、理想的にはやっ
ぱり「こういう大きなフレームが出ましたね、これ自体今までないです
ね」というレベルに持っていけると一番良いんでしょうね。

—出てきたテーマを記述で共有する場合もありますが、共有の仕方は毎
回やり方によって違うものですか？

違うでしょうね。でも結局、概念的なものを視覚化するというのがす
ごく大事です。概念図を示すことで、担当者の方々も、『ああ、そうそう !
そういうことなんですよ !』みたいに腑に落ちるというかね。絵にするか
ダイアグラム的にするかは別にして、視覚化することは、やっぱりまと
めとして必要じゃないかなと思いますけどね。
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組織としてクリエイティビティを
成長させていく努力をすることが大事

—出てきたテーマをいったんカタチ作る（プロトタイピング）意味やポ
イントは何ですか。

検証というのはすごく大事で、きわめて抽象的な話（テーマ）を実際
の生活現場に落とす、というのが必要なわけです。と言いながらも、精
巧な設計はできないので、ある程度早い段階でカタチに、できるだけリ
アリティのある触れられるものに変換していくのが、次の段階に進む上
では重要ですよね。

デザイン教育では、『とにかく百枚スケッチ描け !』というようなこと
を猛進的にやっていたんです。僕らも『なんでこんな意味ないことやる
のかな』『いい考えが浮かんだら一発でデザインができるんじゃないか
な』と思っていたけど、ある種、それはけっこう的を射ていて、スケッ
チを繰り返すことによって、どんどんどんどん本当の姿が出てくるわけ
です。同じようにプロトタイピングも一回だけじゃなくて何回も繰り返

4.デザイン思考の実現の難しさと課題

すことによって、本来の姿が見えてくるんだと思います。一回一回のも
のの精度というより、繰り返すプロセスに意味があるということです。

—デザイン思考のプロジェクトを一貫してやるのはとても重要なことで
すが、一方でとても難しいことだと思います。なぜ難しいのでしょう
か。

プロジェクト全体の時間は短縮されているはずですが、今までとらえ
てきた自分の仕事領域とは違うことをやらなければいけないので、時間
がかかっているような感じはしますよね。おそらく面倒くさいというか、
慣れないことをすると時間がかかるように思うのではないでしょうか。

—部分的にこのプロセスをやる、ここはやらないというチョイスをして
しまうと全体の流れがおかしくなってしまいますよね。

だから、第三者がお手伝いをする場合は、いわゆるコンサルテーショ
ンみたいなところから始めるしかないんですよ。開発の進め方の時点か
ら相談に乗っていかないと。部分的に切り分けされた状態で、それも、
企業の今まで通りの方法の中でだと、やろうとしてることと実際との
ギャップが大きくなってしまいます。だからそこはやっぱり包括的にコ
ンサルテーションするということが非常に大事になるんじゃないかなと
思います。

さっきの IDEO の話じゃないですけど、フレームに合わない議論を一
生懸命してもダメで、その組織がもともと持っているフレーム自体をど
うしましょうか、というところから始めないと、お互い時間がかかって
しまいますよね。
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—現実に進めていくのがなかなか難しいなかで、デザイン思考が実行さ
れていくための課題というのは何だと思いますか。

社内での説明が非常に難しいというのがあるようです。意識改革み
たいなものだから、『これをやるとこういう成果が出るからやりましょ
う！』という説明を担当者の方が上司にしようとしても難しいんですよ
ね。

さっき言ったみたいに、その部署で収まる話ではないので、いかに組
織を越えた活動ができるキーマンみたいな人がいるか、みたいなことが
すごく大事になってくるのではないでしょうか。権限が移譲された方が
いれば割とスムーズにことが動きますが、現場担当の方が上司に持ちか
けてもなかなかうまくいかないケースが多かったりしますしね。『これは
プロセスなんだ』と説明しても、インプットとアウトプットという発想
しかないわけだから。

だから、デザイン思考的なアプローチをスタートしようとしたときに
は、組織横串みたいな活動が歓迎される会社なのかどうかということで
ずいぶん違ってくるでしょうね。

また、デザイン思考のアプローチは、従来商品の改良みたいなものに
はおそらく向かないでしょうね。何十年も続けている商売があって、シー
ズはできたけどどうやって使っていいかわからないみたいな話だとか、
あるいはすごく良い商品だったのに、急激にシェアが落ちてきている、
でも理由はよくわからないであるとか。

グローバル化であったり、モノのソフト化だとか、いろんなことが理
由にあるわけですけど、そういった時の困っている度合いと、そのシー
ズをどう活かしていいのかわからない、みたいな時には、割と役に立つ
と思います。

調子よくいっているところで次の改良を考えるような場合には、あま
り向かないでしょうね。そういう時期は、過去の資産を活かしながら、

あまり大きな投資をせずにプロフィットを得られる状況だから、たぶん
やらないでしょうし。

—大きな会社になってくると想定される市場規模を求められたりします
が、今までなかったものなのでやってみないと分からない、ということ
もあります。そこも難しいところですよね。

大きな会社の中で下から持ち上げてこういうことをやろうとすると、
ハンコの数が多いから大体うまくいかないですね。しかも社内の規定に
沿った説明資料がないと、『どれだけの効果が上がるのか数字で示せ！』
みたいなことが出てくるわけですしね。

—その仕組みを変えることから入るか、傍流のところで新しいことを起
こすか、なかなか難しいところですよね。

そうですね。日本企業では、こだわりの強い社員が自分たちで『こん
なもの作りたい！』という確信を持ったプロジェクトがあって、それが
上司の目に留まり急に商品化するみたいな、昔からある成功ストーリー
みたいなものがありますよね。

そういう属人的なものとデザイン思考のアプローチはまったく正反対
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なんですけど、どちらかというとそういう美談的なものの方が日本の企
業の中では共感されますよね。でも、それはやっぱり属人的だし、組織
的にクリエイティビティを成長させていく努力をやってないということ
なんですよ。

組織としてのクリエイティビティをどう活かすかみたいな観点から会
社のトップ層は考えないといけないわけですよね。そういう意味では「デ
ザイン思考」の包括的に見るアプローチが必要だと思います。また、そ
ういったものを社員が共有することが必要なんだという意識を、マネー
ジメントレベルの教育に織り込んでいくことなどが大事なんじゃないか
と思いますけどね。
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—「デザイン思考」の今後の展望は、どのようになっていくと思われま
すか。

僕らの学校は産業界にインハウスのデザイナーや、商品開発レベルの
研究開発などをするエンジニアといった専門家たちを輩出しています。
今までみたいに組織が歯車のようにうまく動いていた時代は良かったの
ですが、今後、専門家たちをシャッフルしなくてはいけないというとき
には、今までの狭い専門性だけを身につけた人たちはそのままでは生き
ていけません。

そういうなかで我々が今やろうとしているのは、専門性を身に付けつ
つも、互いの専門領域を侵し、または共有するようなディスカッション
ができるスキルだとか、そこにおける手法をかじっている人を育てるこ
とです。

それぞれの専門能力を持ちつつ、
互いの領域を侵しながら本来の創造を

5.今後の展望

今、取り組んでいるデザインラボ※については、そういったプロジェク
トをたくさんやっていこうとしています。企業からもらったテーマを、
大学でデザイン教育をしている人や学生を合わせてシャッフルしながら
やっていくことによって、エンジニアも入ったりして、そういういろん
な混合したなかでの経験といったものが、かなり濃い形で提示されるの
で、意識がだいぶ違ったものになるのではないかと期待しています。

—アメリカでは企業の中にプロのエスノグラファーがいるということで
すが、日本では今後求められるのはどのような職能の人なんでしょう
か。

バックグラウンドとして、専門性は同じように持っていてほしいなと
思いますね。「プロのデザインシンカ―」っていうのが一番胡散臭いじゃ

※ KYOTO Design Lab.
京都工芸繊維大学が 2014 年 7月から立ち上げた新しい試み。世界中から招いた一流のデザイナーや
研究者が文化都市・京都に滞在し、プロジェクトに協働するパートナーとともに、都市の再生や持続
可能性、超高齢社会における快適な暮らしをテーマに、デザインの実践による課題の発見と解決に取
り組む。櫛先生はデザインファクトリー長を務める。
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ないですか。だから、それぞれの表現であったり、設計能力であったり、
そういう専門性は高く持っていてほしいなと思います。それを活かしな
がら、他者と一緒にチームを組めるということが強力なんじゃないでしょ
うか。意外と文化が違うと会話ができないんですよね。

インタラクションデザインという２つの専攻の学生が一緒に行う授業
があるんです。ほぼ同じ偏差値で、同じような試験受けて、しかも同じ
理系で、情報工学課程と造形工学課程とに入って、4 年間過ごすじゃな
いですか。もともとは同じような高校からきているのに、4 年間終わっ
てインタラクションデザインの授業で一緒にチームワークをさせると、
もう会話すらできないんですよ。文化がガチガチになっちゃって。デザ
イナーでもないのにデザイナーっぽく振る舞ったりだとか、『問題を見つ
けろよ』っていうと、『いや問題を与えてくださいよ』っていう学生がい
たりだとか、とにかく全然違う。教育が人の方向性を決めているんだな
というのがよくわかるので、そういうのをシャッフルしながら本来の創
造をさせる、という経験を大学院ではさせないといけないなと思ってい
ます。

—教育の話だけではなく、やはり根底にあるべきは、本来の創造なんで
しょうね。それを組織の中でできるか、できないかで今後差が出てきそ
うですね。

そうですね。本来の自然な形での創作活動を束縛なくできるというこ
とが、日本には特に必要なんじゃないでしょうか。

—本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。




